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斜面都市における立地適正化計画の評価 

－ QGISを用いた空間分析から － 

神戸大学大学院工学研究科  稲原 凌 
神戸大学大学院工学研究科  近藤 民代 

１． はじめに  

１－１. 研究の背景と目的 

1960年代ごろの高度経済成長に深刻となった、都市の急

速な発展とともに市街地が無秩序に広がるスプロール化等

の現象により、住民の居住地域は都心部から離れた地域に

拡大した。現在では、人口減少や高齢化が重なり、拡大し

た居住地における人口流出や利便性の低下によって街の持

続可能性が危ぶまれている。「斜面地」を抱える自治体では

特に問題が深刻であり、2010 年と 2015 年の国勢調査によ

ると、斜面地を抱える自治体は人口減少率が特に高く、斜

面地と人口減少、ひいては持続可能性は切り離せない問題

であることが考えられる。狭小で階段状の生活道路が広が

る斜面地では通勤・通学に不便であることに加え、スーパ

ーマーケットや医療施設、鉄道駅等の生活上必要な施設へ

の利便が悪いことなど、あらゆる問題を抱えており、今後

の若い世代流入の可能性がほとんど見込めない。 

斜面地を抱える自治体(以下、斜面都市という)は、立地適

正化計画を策定し、交通機関をはじめとした都市機能の再

編を図っている。斜面地自体も、斜面都市における立地適

正化計画区域に含まれているが、計画の多くが区域内の傾

斜を考慮しておらず、斜面地において立地適正化計画の効

果が見込めるのか不明である。そこで、自治体が策定して

いる立地適正化計画と、現在の斜面地の空間を比較して、

その差異について検討する必要があり、本研究では、斜面

都市において住民をとり巻く問題について明らかにし、立

地適正化計画との関係を分析することによって同計画の評

価を行うことを目的とする。  

１－２. 研究対象と研究方法 

研究対象として、斜面都市のうち、国勢調査における人

口減少数が特に大きい都市として神奈川県横須賀市、兵庫

県神戸市長田区、長崎県長崎市を選定した。これらの都市

は共通して、かつて貿易港や軍港を中心として発展してき

たという背景を持ち合わせており、様々な都市機能が沿岸

部に集まり、行政区域に占める平地の割合が少なく、山間

部が海側まで迫っているという地理的な特徴を持っている。 

研究の方法としては、各自治体が立地適正化計画で検討

しており、「Global Liveability Rankings」1)内の【インフラ、

医療サービス、文化と環境】の3つのいずれかに分類され

る項目(表1)に関して、地理情報システムQGISを利用し、

立地適正化計画で定められている居住誘導区域と斜面地が

重なる部分に関して、人口カバー率の観点から現状の分析

を行った。また、本研究では、主に国土数値情報 2)やe-Stat3)

等の地理情報システムで扱うことが可能であるデータ範囲

でのみの分析を行った。  

表１ GLRの評価軸に対応する空間分析指標 

「GLR」による評価
軸 

空間分析指標 

インフラ 1) 公共交通機関の徒歩圏人口カバー率 2) 

医療サービス 1) 
医療施設(小児科、内科・外科)の徒歩

圏人口カバー率 2) 

文化と環境 1) 幼稚園・保育園の徒歩圏人口カバー率 2) 

１－３. 用語の定義 

斜面都市…『全国斜面都市の比較分析』4)による、全体の市

街地のうち傾斜度 10 度以上の市街地の割合がおよそ 15%

以上の都市。 

斜面地…傾斜度が10度を超える 5）町丁目。 

傾斜度…国土数値情報 2)『標高傾斜度 5 次メッシュ』デー

タによる。 

１－４. 関連する既往研究との位置づけ 

斜面地や斜面都市においてその地形分析や高齢化率を算

出した研究としては、高密度斜面市街地を斜面都市である

と最初に定義した「長崎県における高密度斜面市街地の抽

出-長崎市および佐世保市を中心に-」6)や、高精度のベクタ

ーデータを標高データと正確に重ね合わせることで、市街

地全体に占める割合と分布状況を定量的に把握した「全国

斜面都市の比較分析」4)がある。 

また、斜面市街地における持続可能性を検証した研究で

は「斜面市街地における取り組みから見た居住地としての

持続可能性に関する研究」7)が、市民団体等のソフト面での

取り組みがどのように斜面地の現状に寄与しているのかを

明らかにされている。本研究の新規性は、対象地域を斜面

都市内の斜面地に限定し、地域の現状と実際の都市計画と

の比較を行って、その乖離を明らかにする点にある。 

２. 斜面都市と人口増減率の関係

本研究で対象とした3つの斜面都市の町丁目での人口増

減率について図2-1、図2-2、図2-3に示す。 

 横須賀市(図 2-1)では、人口減少している町丁目が大部

分であるが、人口が増加している地域は斜面地ではない地

域に多く存在している。斜面地においては大部分の地区で

人口が減少しており、特に人口が増加している地域（増加

率30%以上）は斜面地にはほとんどない。 

－1－



図２－１ 横須賀市における町丁目での人口増減率 

神戸市長田区(図2-2)では、区南部で特に人口が増加して

いる町丁目が目立つ。一方で北部では人口減少地域がほと

んどであり、ハッチングで囲われている斜面地では特に人

口減少率が高く、1 町丁を除いて全ての地域で人口減少が

起こっている。 

図２－２ 長田区における町丁目での人口増減率 

 長崎市(図2-3)は、市ほぼ全域が斜面地であり、斜面地

でない地域は市中心部の南北を軸とした地域に多い。ま

た、斜面地では人口減少が甚だしく、そうでない地域にお

いては人口の増加が顕著であり、市中心部や市北西部等の

大きく人口が増加している地域は斜面地ではない。 

図２－３ 長崎市における町丁目での人口増減率 

これらの分析結果から明らかなのは、斜面地である地域

では人口が減少していることである。また、斜面地でない

地域においては人口が増加している町丁もみられ、斜面地

と人口の増減には強い関係があると考えられる。 

３． カバー率による生活施設の徒歩圏人口カバー率 

３－１. カバー率の算出 

各都市が立地適正化計画で定める居住誘導区域と斜面地

が重なる地域においてQGIS を用いて、立地適正化計画

で掲げている目標と斜面地の現状の課題について分析を行

った。各施設・ポイントの徒歩圏人口カバー率とは、その

施設・ポイントから半径800m(バス停の場合は半径

300m、自治体によっては150m）圏内に重心が含まれる斜

面地の町丁目（図3-1）の人口を、斜面地全体の人口で除

して100を乗じたものであると定義する。また、そのカバ

ー率の比較の際、国土交通省策定の「都市構造の評価に関

するハンドブック」8)を一部利用した。 

図３－１ カバー率の算出方法 

３－２. 横須賀市の分析結果 

横須賀市の立地適正化計画 9)における居住誘導区域では、

子育て世代居住促進のため、子育て施設の整備などが計画

されている。そこで本研究では、横須賀市において文化と

環境軸と関連する、幼稚園・保育園の徒歩圏人口カバー率

と、医療サービス軸と関連する小児科の徒歩圏人口カバー

率についてQGISを用いて分析を行った。 

 幼稚園・保育園の徒歩圏人口カバー率算出結果を表3-1、

幼稚園・保育園と居住誘導区域の分布を図 3-2 に示す。カ

バー率の値は93%となったが、施設の大部分が斜面地でな

い地域に存在しており、今回の算出方法でカバー率算出の

対象となった斜面地は、斜面地でない地域に存在する施設

によるカバーであることが多い。斜面地自体が階段や狭小

の道路で構成された地域も多く、斜面地でない地域へのア

クセスに移動などの点において多くの労力を要する。斜面

地も居住誘導区域に含めるのであれば、子育て世帯の居住

促進を図るために、斜面地かつ居住誘導区域自体に、新た

に幼稚園・保育園等を誘致することが必要である。 

－2－



表３－１ 幼稚園・保育園の徒歩圏人口カバー率算出結果 

斜面地かつ居住

誘導区域の人口 

幼稚園・保育園

徒歩圏の人口 

徒歩圏人口

カバー率 

34810人 32499人 93% 

図３－２ 幼稚園・保育園と居住誘導区域の分布 

 次に、小児科の徒歩圏人口カバー率算出結果を表3-2、小

児科と居住誘導区域の分布を図 3-3 に示す。カバー率の値

は 79%となった。ハンドブック 8)によると、内科・外科を

有する施設からの徒歩圏人口カバー率の三大都市圏平均値

は90%となっている。本分析では小児科を対象としたため

一概に比較は出来ないが、小児科のカバー率は低い値であ

ると考えられる。このことから、横須賀市は斜面地を含め

た居住誘導区域に子育て世帯の居住促進を図るのであれば、

斜面地かつ居住誘導区域に新たな小児科の設置を行うこと

が必要である。 

表３－２ 小児科の徒歩圏人口カバー率算出結果 

斜面地かつ居住

誘導区域の人口 

小児科の徒歩圏

人口 

徒歩圏人口カバ

ー率 

34810人 27590人 79% 

図３－３ 小児科と居住誘導区域の分布 

３－３. 神戸市長田区の分析結果 

 神戸市長田区の立地適正化計画 10)における居住誘導区

域では、人口規模と密度を維持するために生活に必要不可

欠である医療施設の整備や、同区内の広域型都市機能誘導

区域への交通機関の利便性を向上させることを目標として

定めている。そこで、本研究ではインフラ軸として斜面地

から広域型都市機能誘導区域へのバスルートがあるバス停

の徒歩圏人口カバー率と、医療サービス軸と関連して医療

施設の徒歩圏人口カバー率を算出した。 

 バス停の徒歩圏人口カバー率算出結果を表 3-3、バスル

ートと居住誘導区域の分布を図 3-4 に示す。カバー率は

42%となり、長田区の広域型都市機能誘導区域へバス 1 本

でアクセスできる人口は斜面地全体半分に満たないため、

斜面地かつ居住誘導区域から様々な施設が集合した広域型

都市機能誘導区域へのアクセス性は高いわけではない。 

表３－３ バス停の徒歩圏人口カバー率算出結果 

斜面地かつ居住誘

導区域の人口 

バス停の徒歩圏

人口 

徒歩圏人口カ

バー率 

11180人 4696人 42% 

図３－４ 都市機能誘導区域へのバスルートと居住誘導区

域分布 

次に、医療施設の徒歩圏人口カバー率算出結果を表3-4、

医療施設と居住誘導区域の分布を図 3-5 に示す。カバー率

の値は100%となり、ハンドブック 8)内の三大都市圏平均値

である 90%と比較しても高い水準であることがわかった。

このことから、神戸市長田区では、斜面地でも生活上必要

な医療サービスを受けることが可能であり、立地適正化計

画においては、長田区の斜面地に対して医療施設の新たな

誘致の必要性は低い。 

表３－４ 医療施設の徒歩圏人口カバー率算出結果 

斜面地かつ居住

誘導区域の人口 

医療施設の徒歩

圏の人口 

徒歩圏人口カ

バー率 

11180人 11180人 100% 
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図３－５ 医療施設と居住誘導区域の分布 

３－４. 長崎県長崎市の分析結果 

 長崎市は立地適正化計画 11)において居住誘導区域での公

共交通ネットワークの利便性向上を図ることを目標として

いるため、インフラ軸として、公共交通機関からの徒歩圏

人口カバー率を算出した。また、同市は立地適正化計画に

おいて、斜面地のバス停に関しては半径 150m 以内の圏域

を居住誘導区域として設定するという基準を設けているた

め、本研究ではそれに基づき、バス停から半径 150m 圏内

を徒歩圏人口カバー率として算出した。 

 公共交通機関の徒歩圏人口カバー率算出結果を表 3-5、

公共交通機関と居住誘導区域の分布を図 3-6 に示す。徒歩

圏人口カバー率の算出結果は32%となったが、市が公表し

ている居住誘導区域全体を対象とした交通機関による徒歩

圏人口カバー率は92%であり、斜面地かつ居住誘導区域の

みに限定した値と離れた値が算出された。この結果は、斜

面地での公共交通機関のカバー率が極めて低いことを示し

ている。 

表３－５ 公共交通機関の徒歩圏人口カバー率算出結果 

斜面地かつ居住

誘導区域の人口 

バス停、鉄道駅

徒歩圏の人口 

徒歩圏人口

カバー率 

61628人 19814人 32% 

図３－６ 公共交通機関と居住誘導区域の分布 

４. おわりに

本研究では、まず、3 つの斜面都市の人口増減率につい

て把握したのち、立地適正化計画における斜面地かつ居住

誘導区域を対象に、各都市が立地適正化計画で掲げている

目標と斜面地の実態についてQGIS を用いてインフラ、医

療サービス、文化と環境の観点から空間分析を行った。斜

面地である地域では人口が減少している町丁目が多く、斜

面地でない地域においては人口が増加している町丁目も多

数みられ、斜面地、ひいては傾斜という地理的要因と人口

の増減には関係があることがわかった。横須賀市では、立

地適正化計画における子育て世帯の流入という目標と、斜

面地におけるカバー率との現状に大きな乖離はない。しか

し、幼稚園・保育園の分析結果からわかるように、カバー

率算出の対象となった施設の大部分が斜面地でない地域に

存在しており、斜面地の地形特性を考慮すると必ずしもア

クセス性が高いとは言えない状況にある。また、神戸市長

田区の斜面地のように空間分析指標によってカバー率は大

きく変わる都市も存在するため、市は地域をよりマクロな

視点で分析し、本研究で評価軸としたインフラや医療サー

ビスなど、それぞれを異なる観点から分析して、詳細な施

策を施す必要がある。長崎市においては、立地適正化計画

で市が算出した居住誘導区域全体の公共交通のカバー率と、

本研究で算出した斜面地のカバー率が大きく離れる結果と

なった。市の認識と斜面地の現状に乖離があると立地適正

化計画が効果的な施策とならない可能性も考えられるため、

今一度、計画の内容と斜面地の現状について見直す必要が

あるだろう。 
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逆線引き実施のプロセスと課題に関する研究
－ 京都府舞鶴市を対象として － 

国土交通省大臣官房 吉田 隼斗 
立命館大学理工学部 岡井 有佳 

１.研究の背景と目的 
区域区分は市街化調整区域において不必要な開発を抑制

する効果があり、市街化区域に都市機能や人口を誘導する

施策としても非常に重要である。しかし、人口増加期に設

定され、都市拡大を見据えて設定された市街化区域内にお

いて、低未利用地は増加してきており、この傾向は、今後

の人口減少により更に顕著になることが予想される。区域

区分制度の運用が適切になされない場合、人口減少・少子

高齢化社会においては、建築物の乱立やスプロール発生、

生活利便性の低下、更には行財政の疲弊につながる。 
そのため、昨今の社会情勢に適応した計画的な都市のコ

ンパクト化や、人口及び都市機能を誘導するための適切な

都市計画制度の運用が重要である。その一手法として、市

街化区域を市街化調整区域へ編入する「逆線引き」がある。

しかし、逆線引きの運用に関しては実施事例が少なく、逆

線引きの手法においても確立されている例は極めて少ない。 
本研究では、逆線引きを活用して、都市のコンパクト化

を目指す京都府舞鶴市に着目する。舞鶴市では、将来の更

なる人口減少と少子高齢化に備えて、郊外部の低未利用地

を逆線引きにより調整区域へと編入している。逆線引きに

よって農地や低未利用地の開発可能性を低下させることに

より、都市のコンパクト化を推進する手法は全国的にも類

を見ない。また、逆線引き実施基準の作成から、候補地の

検討、住民説明会までの一連のプロセスを確立している。 
上記のような、舞鶴市のコンパクトシティ施策の取組及

び逆線引き候補地となった地区の土地利用や合意形成のプ

ロセスを明らかにすることで、区域区分制度の運用におけ

る示唆と、逆線引きの積極的な活用に向けた考察を行う。 

２.コンパクトシティ形成に向けた都市計画制度の運用 
２－１.舞鶴市の概要 
舞鶴市は、旧日本海軍の軍港から発展した東舞鶴と、城

下町及び商港から発展した西舞鶴から構成されており、ほ

ぼ同規模の市街地が2つ存在するという特殊な都市構造で

あり、1958 年（昭和 33 年）の合併により現在の舞鶴市が

形成されるに至った。 
舞鶴市の人口は 1960 年（昭和 35 年）の 9 万 9615 人を

ピークに年々減少傾向にある。2019年（令和元年）10月1
日には、7万9886人と8万人を割り込み、今後も減少傾向

が続くと予想されている。人口が8万人を割り込むのは、

1930 年代以降初めてであり、約 90 年前の舞鶴市の人口に

等しい 1)。 
舞鶴市の都市計画は、1959 年（昭和 34 年）の用途地域

の指定から始まり、1981 年（昭和 56 年）には区域区分が

導入された。都市計画区域は当初設定から舞鶴市単一で構

成されている。近年の人口減少と少子高齢化といった社会

情勢に伴い、都市計画の見直しが求められるようになった。 

２－２.舞鶴市のコンパクトシティ施策の概要 
舞鶴市は、逆線引きを主なツールとして都市のコンパク

ト化を目指しており、逆線引きの実施に先立ち、用途地域

の見直しや立地適正化計画の策定等、総合的に都市計画の

運用を行っている。コンパクト化の議論が始まった当初、

舞鶴市は、都市計画の基本となる区域区分を見直し、適切

な市街化区域の設定を行った後に、用途地域の見直しや立

地適正化計画の策定等を行う事が自然であると考えていた
(1)。しかし、逆線引きには住民の合意形成に加えて、区域区

分の権限を持つ京都府都市計画部局や、農業振興地域を定

める京都府農政部局との協議などに時間を要するため、舞

鶴市が権限を持つ用途地域の見直しから運用することとし

た（表１）。 
表１ 逆線引き実施プロセスと各種取組の整理 

年月 都市計画の運用と概要 

H27.7 ＜舞鶴市都市計画見直し基本方針の作成＞ 
・コンパクトシティ形成に向けた逆線引きの実施を明示 

H29.1 ＜用途地域の見直し＞ 
・ダウンゾーニングの実施 

H29.3 ＜区域区分の見直し基準の作成＞ 
・逆線引き実施基準の設定と逆線引き候補地選定 

H30.4 

＜舞鶴市立地適正化計画＞ 
・まちなか居住の推進、駅周辺への都市機能の集約 

＜第3次舞鶴市都市計画マスタープラン＞ 
・舞鶴版コンパクトシティの推進を明記 

H30.10 ＜京都府都市計画区域マスタープラン＞ 
・舞鶴都市計画区域マスタープランにて逆線引きの実施を明記 

R2.11 ＜逆線引きの都市計画決定＞ 
・京都府都市計画審議会（堂奥地区・喜多地区） 

①用途地域の見直し 
舞鶴市は、市街化区域面積が京都府の他都市と比較して

広く、1 人当たりの市街化区域面積が京都府平均の約 2 倍

となっている。また、人口減少に伴い、市街化区域内の人

口密度の低下も顕著であった。用途地域別では、第一種住

居地域、商業地域、準工業地域といった比較的規制の緩や

かな地区が多いという特徴があった 2)。現行の土地利用と

用地地域との間の乖離が発生しており、商業系用途地域の

約4割が住宅として利用され、工業系用途地域においても

工場跡地に住宅団地が形成されたりしていた。 
2017年（平成29年）、用途地域が全市的に見直され、当

時の市街化区域の約27%に及ぶ584haの用途地域が変更さ

れた。ダウンゾーニングを実施することで、現状の土地利
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用の実態に合わせて用途地域の整合を図っている 3)。中心

部の一部の商業系用途地域と、郊外部に位置している工業

系用途地域を住居系用途地域へと変更している。商業系用

途地域が 181ha から 100ha と約半減しており、用途地域の

中で最も用途混在を許容している準工業地域の面積が、

549haから436haと、2割以上減少した。 
②立地適正化計画 
舞鶴市立地適正化計画は、2018年（平成30年）、駅を中

心に賑わいのある拠点を形成し、まちなか居住を促進する

という理念のもとに、居住誘導区域及び都市機能誘導区域

が定められている。同規模の市街地を2つ有する舞鶴市は、

東舞鶴駅周辺、西舞鶴駅周辺の2つの市街地を拠点として

いる。商店街が位置する市街地へ人口を呼び戻し、空洞化

を軽減する方針である。拠点となる地区が2地区以外にな

く、他地区に人口と都市機能を集約することを想定した場

合の実現性、実効性が見込めないことが理由である 4)。 
舞鶴市の居住誘導区域は 151.7ha、都市機能誘導区域は

56.8ha であり、指定時の市街化区域面積に占める居住誘導

区域面積の割合は 7.1%、都市機能誘導区域の割合は 2.7%
となっている。いずれも、市街化区域に占める割合が日本

の諸都市の中で最小である 4)。 

３.舞鶴市の逆線引き実施基準とプロセス 
３－１.舞鶴市の区域区分の変遷 
舞鶴市では、1981 年（昭和 56 年）に区域区分が当初決

定された。当初は将来的な人口を12万6000人と推定して

おり、将来人口を収容するために市街化区域を 2,019ha と

設定した。当時の用途地域指定面積は 1,160ha であったの

で、その約2倍に用途地域指定地区が拡大されたことにな

る。舞鶴市の地形は、日本海側特有のリアス式海岸からな

る狭隘な平地を形成していることから、区域区分の界線は

山際線に合わせたものとなっていることが特徴的である。 
それ以降、区域区分の大きな見直しはされず、臨海部の

埋め立て等に伴い若干の市街化区域の拡大を行っている。

今回 2020 年（令和 2 年）12 月の喜多地区、堂奥地区の逆

線引きの実施と、小倉地区の市街化区域への編入により市

街化区域面積は2,107haとなっている（表２）。 
表２ 各区域面積の主な変遷（単位：ha） 

① ② ③ ④ ⑤ 摘要 
S56.12.25 34,095 26,205 2,019 24,186 当初決定 
H4.1.28 34,168 26,226 2,038 24,188 前嶋埠頭地区等市街化区域編入 
H8.5.24 34,196 26,254 2,121 24,133 堂奥地区等市街化区域編入 
H21.6.23 34,227 26,267 2,134 ↓ 舞鶴国際ふ頭市街化区域編入 
H30.10.19 34,213 26,298 2,145 24,153 自衛隊基地等市街化区域編入 

R2.12.25 34,213 26,298 2,107 24,191 喜多地区・堂奥地区逆線引き 
小倉地区市街化区域編入 

①決定・変更年月日 ②行政区域面積 ③都市計画区域面積 

④市街化区域面積 ⑤市街化調整区域面積 

３－２.逆線引き実施基準と候補地選定のレベル分け 
逆線引きを行うにあたって、舞鶴市では以下4点を区域

区分の「見直し基準」としている。「1.土地利用の可能性」、

「2.基盤整備の予定」、「3.都市計画上の都合」、「4.将来の人

口・産業への影響」である。実際に逆線引き候補地を定め

るにあたっては、「1.土地利用の可能性」において、人口動

向、宅地化動向、農地の状況等を考慮することとしている。

それらの基準を詳細に検討し、あてはまる項目をもとにレ

ベル分けを行い、候補地を定めている。 
2014 年（平成 26 年）度に実施された舞鶴市基礎調査で

は、市街化区域の約2割に及ぶ364haが自然的土地利用（非

都市的土地利用）であることが判明した。以上を踏まえて、

農林用地や雑種地等の都市的土地利用が全くされていない

箇所が50%以上存在する地区を最も逆線引きの必要性が高

い Level.1 と定めた。非都市的土地利用が 50%未満の地区

においても、②人口変化率（直近 10 年程度）が 1.0 未満、

③新築件数（直近4年程度）が0.7件/4年・ha未満、④単

位面積当たりの宅地開発（直近8年程度）の割合が1.3%未

満、のいずれにも該当する地区は次点で逆線引きの必要性

が高い Level.2 として定めた。Level.1・Level.2 を併せた合

計238.6ha（東舞鶴26地区、西舞鶴29地区、計 55地区）

が逆線引き候補地として、2017年（平成29年）6月に公表

された。なお、Level.3 は 12.1ha、Level.4 は 15.3ha である

（表３）。 
表３ 「1.土地利用の可能性」の概要とレベル分け 

３－３.逆線引き候補地の状況 
2020年（令和2年）11月には、全55地区のうち、住民

から意見・要望のあった喜多地区、堂奥地区の2地区の市

街化調整区域への編入が、京都府都市計画審議会の議決を

経て都市計画決定された。同時に、産業物流拠点としての

活用するために、堂奥地区の北側一部（4.68ha）が第一種低

層住居専用地域から準工業地域に変更され、その北側に隣

接する小倉地区（11.8ha）については、市街化区域に編入さ

れ、準工業地域に指定された。 
①喜多地区 
喜多地区は1981年（昭和56年）の当初線引き時に市街

化区域に編入された地区であり、舞鶴西港の港湾地域とし

て、国の埋め立て計画による工場誘致や埠頭造成計画など

から、将来工業地帯の発展が見込まれていた。 
しかし、港湾事業は発展したものの、工場誘致や土地区

「1.土地利用の可能性」の要素と該当 
①都市的土地 
利用の状況 

農林用地や雑種地等の都市的土地利用が全くさ

れていない箇所が50%以上 
②人口変化率 人口変化率(直近10年程度)が1.0未満 
③新築件数 新築件数(直近4年程度)が0.7件/4年・ha未満 

④宅地開発率 単位面積当たりの宅地開発(直近 8 年程度)の割

合が1.3%未満 
②③④の数値は、市街化区域平均数値を基準としている 
レベル 内容 面積（ha） 
Level.1 ①に該当する箇所 逆線引き候補地 

238.6 Level.2 要素②③④のうち3要素に該当 
Level.3 要素②③④のうち2要素に該当 12.1 
Level.4 要素②③④のうち1要素に該当 15.3 
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画整理事業が進むことはなく、現在は人口減少が著しく、

住宅需要が見込めない状況である。土地利用は、約9割が

非都市的土地利用であり、耕作放棄地が目立つ状況である。 
②堂奥地区 
堂奥地区は1996年（平成8年）に市街化調整区域から市

街化区域に編入された地区である。1997年（平成9年）に

供用予定の舞鶴若狭自動車道の舞鶴東 ICに隣接しており、

自動車交通に対する市の玄関口の一つとして企業立地が期

待された。 
当時は、市街化区域に編入する際に、まず第一種低層住

居専用地域に指定し、その後、土地区画整理事業の進捗に

応じて地区計画に定めた開発の方針(2)に従い用途地域を見

直すという方針であった。しかし、市街化区域に編入され

たものの、土地区画整理事業が進むことなく現在に至って

いる。耕地整理事業により今後も小規模農業を続けること

が可能であり、市街化区域の高い固定資産税が問題視され

ていたこともあり、地区住民から市に対して、逆線引きに

より再び市街化調整区域への編入を求める要望があった。

（表４、図１）。 

３－４.住民説明会の概要 
2017 年（平成 29 年）度から、逆線引きの候補地となっ

た喜多地区及び堂奥地区については、市街化調整区域編入

のための合意形成として、地区単位での住民説明会が実施

されてきた。喜多地区は2017年（平成29年）8月から2019
年（令和元年）10月まで計12回、堂奥地区は2017年（平

成29年）7月から2019年（令和元年）10月まで計26回実

施された。なお、市街化区域に編入された小倉地区におい

ても、同様の説明会が2018年（平成30年）7月から2019
年（令和元年）6月まで計12回実施された。 
住民説明会では、まず舞鶴市の人口が減少傾向にあり、

まちなかの賑わいがなくなってきたことや、区域区分や用

途地域などによる建築物の制限等の基礎知識が説明された。

その後、市街化区域と市街化調整区域の違いによって変化

する土地利用規制と、市街化調整区域に編入された場合の

税負担の減額、農業支援について説明が行われた。以上を

踏まえて、市が提示する逆線引き候補地について住民が話

し合う機会を設けて、住民の意見を参考に、市は最終的な

逆線引き実施地区の案を策定及び逆線引き実施地区を決定

するという流れとなっていた。 
住民説明会の中で重要視され、かつ住民の関心が高い事

項は、①建築制限、②固定資産税及び相続税の減額、③農

業振興に係る権利についてである（表５）。 
①建築制限 
逆線引き実施前の用途地域は、喜多地区北側が第一種中

高層住居専用地域、南側が第1種低層住居専用地域、堂奥

地区が第1種低層住居専用地域であった。市街化調整区域

に編入されたとしても、現在の住宅に継続的に居住もしく

は、店舗で継続的に営業が可能である。また、建て替えも

既存の建物と同規模、同用途であれば可能である。農地の

場合、宅地化するためには農地転用が必要となり、開発許

可の対象となる。 

図１ 逆線引き実施地区と市街化区域編入地区の概要 

市街化区域 市街化調整区域

建築制限
用途地域に応じ
て建築可能

原則、新たな建築
は不可　(建て替え
や農林漁業従事者
の住宅等の建築は
可能)

農地転用 届出のみ 許可が必要

農業支援 なし

農業振興地域で
は、農機具購入や
水路整備等に補助
がある

固定資産税高い 安い

相続税 高い 安い

表５ 市街化区域と市街化調整区域の比較 

出典：舞鶴市住民説明会資料より筆者作成 

表４ 逆線引き実施地区概要

喜多地区 堂奥地区

1981年(昭和56年)
（当初線引き時）

1996年(平成8年)

11.92
北側:10.25(1中高)
南側:1.67(1住)

37.17(1低)

①都市的土地
利用の状況

北側:91%
南側:87%

東側:74%
西側:72%

②人口変化率
北側:0.9
南側:0.9

東側:1.06
西側:1.06

③新築件数
北側:0.0件/ha
南側:0.49件/ha

東側:0.08件/ha
西側:0.09件/ha

④宅地開発率
北側:0.0%
南側:0.0%

東側:0.0%
西側2.2%

北側:1
南側:1

東側:1
西側:2

逆線引き
運用基準

(赤字:
基準値未満)

レベル

地区名

市街化区域
編入時期

面積（ha）
(   )は用途地域
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②固定資産税及び相続税 
固定資産税及び相続税の金額は、その土地の評価額に応

じて決定される。一般的に、宅地の評価額は農地の評価額

より高額であり、市街化区域内の宅地及び農地、更には市

街化調整区域においても宅地に関しては、宅地として評価

額が決定される。市街化調整区域の農地については、農地

として評価額が決定される。そのため、特に市街化区域内

の農地は市街化調整区域に編入されることで大幅な税金の

減額が行われることとなる（表６） 
なお、市街化区域から市街化調整区域に編入された場合、

喜多地区は固定資産税が約 1/20 に減額、堂奥地区は約 1/7
に減額される。更に同様に相続税も減額されることとなる。

一方で、開発圧力の低下により、土地を売却したいと考え

る住民にとっては地価の下落という負の側面もあるという

ことを併せて説明している。 
表６ 逆線引きによる固定資産税・相続税の変化

市街化区域 市街化調整区域 

宅地 
宅地評価 → 宅地評価

税額が大きく減少することはない。 

農地 
宅地評価 → 農地評価

市街化調整区域に編入された翌年度から大幅に減額。 

③農業振興に係る権利 
舞鶴市の市街化調整区域の大部分は農業振興地域に指定

されており、農業支援の制度を受けることが可能となる。

市街化区域内の農地は、農業振興地域して定めることが不

可能であり、農業支援制度を受けるためには、逆線引きに

より市街化調整区域に編入された後、農林水産省が所管す

る農業振興地域や農用地に指定される必要がある。 
農業振興地域とは、都道府県が将来的に農業上の利用を

確保すべき土地として指定する区域である。更に、その中

で農用地区域とは、市町村が 10 年以上にわたり農業上の

利用を確保すべき土地として定め、農地転用は原則禁止さ

れている。 
農業振興地域内の農用地区域においては、農林水産省か

らの財政支援が得られるようになる。住民説明会では、主

に多面的機能支払制度(3)と中山間地域等直接支払制度(4)の

概要と、制度が適用された場合、農地の保全活動や農地の

質的向上等に資する活動に対して交付金が支払われること

について説明している。 

３－５.京都府との協議 
市は住民説明会に加え、それと並行して、区域区分運用

の権限を持つ京都府に対しても、逆線引きの箇所、土地利

用、理由等を説明し合意を得た。京都府都市計画課との協

議が2018年（平成30年）6月20日を最初に計4回実施さ

れた。また、京都府の農政協議では、京都府都市計画課が

京都府農政部局との協議を計3回実施している。 
以上のプロセスを経て、2020年（令和2年）11月4日の

京都府都市計画審議会により都市計画決定され、2 地区の

逆線引きが実施されるに至った。逆線引き実施を明記した

基本方針の作成から5年以上、合意形成に3年以上の月日

を要した。 

４.考察と今後の課題 
舞鶴市は、市で独自に作成した区域区分の見直し基準及

び土地利用の可能性のレベル分けより、逆線引き候補地を

選定した。更に、地区特性や住民の意見を反映させ、合意

形成を図るための住民説明会を月に 1、2 回の頻度で行っ

ていた。今回2地区の逆線引きの実績により、逆線引きの

一連のプロセスが確立され、この実績を基礎として、他の

候補地についても今後順次逆線引きの実施が見込まれる。

日本における、逆線引きによるコンパクトシティ実現に向

けた先進例と言えるだろう。 
逆線引きに関する明確な基準がない中で、舞鶴市は市の

特色を考慮した基準を作成した。市街化区域の設定基準は

国が提示しているが、逆線引き運用の基準は提示されてい

ない。今後、日本全国で人口減少が進む中で、逆線引きを

行う自治体が増えることを踏まえると、逆線引きに関する

基準を国が示すことが必要になると考えられる。 
合意形成においては、住民説明会と並行して京都府への

説明も必要であり、多くの時間を要する。そうした負担軽

減のためにも、舞鶴市のように、隣接する都市と連担した

都市計画区域を持たず、一行政区域内で都市計画区域が完

結している市町に関しては、都道府県から市町への区域区

分運用権限の委譲を行う事も有効であると考えられる。特

に逆線引きについては、住民の合意形成から都市計画決定・

告示までの期間を短縮することが、逆線引き候補地の新た

な開発の抑制にも繋がることから、区域区分運用権限の委

譲は、市町の主体的なまちづくりや区域区分に関する市民

への説明責任にも寄与することが期待できる。 

［補注］ 
（1）舞鶴市建設部都市計画課へのヒアリング（2018年8月)より。

（2）1996年（平成8年）5月に策定された堂奥地区地区計画では、

主に舞鶴東 IC 付近の工業系土地利用の促進と流通業務系施

設の立地促進が、土地利用の方針として定められた。 
（3）農地の基礎的な保全活動や、地域資源(農地・水路・農道等)

の質的向上を図る共同活動に活用可能な交付金制度。 

（4）農機具の共同購入等、地域の実情に応じて幅広い使途に活用

可能な交付金制度。 

［参考文献］ 
1）舞鶴市（2020）「舞鶴市人口ビジョン 令和2年3月」、p2 
2）舞鶴市（2017）「舞鶴市都市計画見直し基本方針」、p3 
3）吉田隼斗・岡井有佳（2020）、「コンパクトシティ形成に向けた

逆線引きの運用に関する研究～京都府舞鶴市を対象として～」、

日本建築学会 
4）倉田紘平・岡井有佳（2019）、「立地適正化計画における居住誘

導区域の設定方針に関する研究～京都府舞鶴市を事例として

～」、pp665-668、日本建築学会 
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地下道空間の利活用とエリアマネジメントに関する考察 

京都大学大学院工学研究科  藤川 知也 
京都大学大学院工学研究科  吉野 和泰 
京都大学大学院工学研究科  山口 敬太 
京都大学大学院工学研究科  川﨑 雅史 

１．はじめに 

（１）研究の背景 

都市の公共的空間を活用し，にぎわいの創出を図りたい

というニーズの高まりを背景に，地下道を新設・再整備す

るケースが増えている．ここでは単に高質な空間を整備す

るにとどまらず，地下道を駅から地上へ連続する広場空間

と捉え，エリアマネジメント(1)（以下，エリマネ）の考え方

を導入し，地域の個性を取り入れた多様な利活用でにぎわ

う空間の実現が目指されている． 

しかしながら，地下道空間の活用にあたっては様々な課

題もある．例えば，地下道は法令上の定義が明確に存在せ

ず，消防法や水防法において規制が明文化されていないた

め，活用のための什器等の設置方法（大きさ・形状，配置

等）や，使用素材の材質の制限等に関して自主的に基準を

設けつつ，消防局など関係機関と慎重に協議・調整を行う

必要がある．また，地下道を継続的に活用していくために

は，壁面広告等を活用して一定の財源を捻出することが必

要となる．さらに，地域住民や周辺企業の理解を得ながら

関係者を段階的に巻き込んでいくような組織・仕組みづく

りも重要となるが，合意を形成することが困難である場合

も多い．これらの課題を解決しつつ，いかに地下道空間の

多様な利活用を導くのか，知見の蓄積が求められている． 

（２）既往研究と研究目的 

 地下空間の利活用に関する研究では，移動距離や深さと

いった主観的な印象と空間デザインなどの環境要因との関

係を明らかにした研究 1)や地下横断歩道での仮設的な空間

の設置による滞留行為の変化に着目した研究 2)があるが，

空間デザインと，地下道を所管する組織の属性との関係性

を明らかにしたものは少ない．  

エリマネに関する研究には多くの蓄積があり，組織・活

動特性から全国のエリマネ団体を類型化した研究 3)や，組

織の団体属性（組織形態・職員人数・主な収入源）と課題

に関して考察した研究 4)，公共空間の活用マネジメントに

関する研究 5)があるが，地下道空間の利活用に着目し，そ

の課題に言及しているものは少ない．近年では札幌市の地

下道空間の利活用に関わるエリマネ団体を取り上げた研究
6)があるが，組織の設立経緯や概要の説明にとどまってお

り，利活用の実態・詳細については言及されていない． 

そこで本研究では，全国の地下道空間での活用事例を対

象とし，地下道空間の管理・活用主体と各種関係主体の関

わり，財源の仕組み・エリマネの手法，空間利活用の方法

を包括的に分析する．各視点から，利活用における課題と

その解決方策を抽出・整理し，地下道空間の多様な利活用

の実現に資する知見を得ることを目的とする．  

（３）研究の手法 

 本研究では，行政やエリマネ団体が発行するプロジェク

ト報告書等の文献資料から，国内における地下道整備・活

用の先進的な事例として，以下の11事例を選定した． 

研究の手法として，文献調査と併せて，地下道空間・周

辺施設を管理・運営する，行政や民間企業，まちづくり団

体に対してヒアリング調査を行い，整備・活用の経緯と実

態について情報を収集した． 

２．地下道空間の利活用とエリアマネジメント 

文献・ヒアリング調査の結果に基づき，「活用スキーム」，

「財源の仕組み」，「空間デザイン」の3つの視点から，地

下道の利活用における課題とその解決策の考察を行う． 

表－１ 対象事例の基礎情報 

No 
対象 

地下道 

地下道の基礎情報 

場所 区分 整備年 
延長 
(m) 

幅員 
(m) 

高さ 
(m) 

1 
札幌駅前通 

地下歩行空間 
札幌市 

市道 
国道 

2010 
(供用開始 

2011) 

520 

12 
(歩行空間) 

8 
(憩い空間) 

2.8 

2 
江戸桜通り 
地下歩道 

東京都 
中央区 

区道 
2014 

(施設開業) 
42.3 

9.7 
(イベント区画) 

3.5 
(両サイド) 

2.8 

3 
行幸地下通路
（イベント） 

東京都 

世田谷区 
都道 2007 186.6 

約7 

(中央部) 
2.3 4 

行幸地下通路

（マルシェ） 

5 
行幸地下通路 

（ギャラリー） 

6 
札幌大通地下 
ギャラリー 

500m 美術館 
札幌市 

駅コン
コース*1 

2011 500 5~7 2.5 

7 
西2 丁目 
地下歩道 

札幌市 市道 2018 130 8 3.0 

8 平塚地下道 
神奈川県 
平塚市 

市道*2 ー ー ー ー 

9 大橋地下道 神戸市 市道 2019 93*3 
6(中央) 

1.4(外側) 
2.4 

10 
あづま通り 
地下通路 

東京都 
中央区 

区道 2017 125 5.5 ー 

11 名古屋某施設 名古屋市 市道 2007 約290 6 ー 

*1：市交通局所管 *2：一部JR東日本所管 *3：市道認定部分は59m 
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表―２ 活用の前提条件と協働のための手法（ヒアリング調査を基に作成） 

No 地下道 活用の主体 活用の前提条件 
協議が重点的に 

行われた段階 
協働のための手法 

1 
札幌駅前通 

地下歩行空間 

まちづくり会社 

(エリマネ団体) 

【市】整備された地下道の担い手となる民間
組織が必要である． 

【地元】単なる地下通路ではなく地域の課題
解決に結び付けたい． 

地下道を 

整備する段階 

整備開始と同時に地区計画を検討する協議会を発
足させた．市と地元の住民が話し合い．地元の地権

者を取りまとめる形でエリマネ団体が組織され
た． 

4 
行幸地下通路 
（マルシェ） 

民間企業，地下道
を所有する企業 

【民間企業】被災した農家の復興支援として
マルシェの開催地を模索． 
【地下道を所有する企業】物販催事など地下

道での新たな活用方法を模索．被災地での復
興支援の実績あり． 

地下道を 
活用する段階 

地下道を所有する企業が中心となり，同じ復興支
援に取り組む民間企業と協働関係になる．震災復
興を目的として行政からの後援を受ける．民間企

業の運営ノウハウを活かすことで地下道での活用
に至った． 

6 

札幌大通地下 

ギャラリー 
500m美術館 

市から指定管理を
受けた民間企業 

【企業】地下からアートを発信したい．将来
のアートマネージャーを育成したい． 
【市】市民が多彩な芸術文化に触れる機会を

増やしたい．市の創造性や魅力を高めたい． 

地下道を 
活用する段階 

市が地下道を活用する企業を公募．市が選出する
有識者が企業の企画案を評価．企業は芸術に関心
を持つ人から成るボランティア団体を組織．ボラ

ンティア団体は運営の補助，企画を行う． 

8 平塚地下道 
市，市からの業務
委託を受けた団体 

【民間企業】市内で壁画制作の実績あり． 
【市】来街促進を目的とした施策を検討． 

地下道を 
活用する段階 

民間団体が市に協働を打診．主に市が行政や周辺

企業などの関係機関との手続きを担い，協働団体
からアーティストの選出を行った． 

（１）活用スキーム（表―２） 

 地下道を適切に維持管理しつつ，空間を活用したイベン

トや芸術作品の展示を行うためには，活用の運営・マネジ

メントを担う主体と，活用に関わる様々な主体との協力・

協働関係をいかに導くかが課題となる． 

 1では地下道を整備する段階から，地区のまちづくりの

将来像に関して，札幌市と地元の両者の考えを共有する場

として協議会が設けられていた．この中で，単なる地下通

路ではなく地域の課題解決に結び付くような活用の場にし

たい，という地元の意見が重視され，地下道を活用する組

織としてまちづくり会社（エリマネ組織）が設立された．

この組織は，地下道を活用する際の行政との協議・調整の

窓口，地域住民の窓口としての役割を担っている．それに

より，地域全体で地下道を活用したまちづくりに取り組む

意識を作り上げている．また，地下道の広場を活用したい

企業が，まちづくり会社にイベントの内容を相談しやすい

しくみが作られていると言える．  

4では地下道でのマルシェ開催にあたり，「復興支援」を

キーワードに多主体の協働関係が構築された．具体的に，

地下道を所有する不動産ディベロッパーが，自社の他事業

として，被災地にて食に関係する復興支援を行っていた実

績がある．一方でマルシェを開催する民間企業は被災した

農家を支援するための販売場所を探していた．物販催事な

ど地下道での新たな活用方法を模索していたディベロッパ

ーが中心となり，同様に復興支援に取り組む民間企業との

協働により，民間企業のマルシェ運営ノウハウを活かすこ

とで地下道の活用に至っている．また，復興支援を目的と

し，行政からの後援と補助金も得ながら，地下道を所有す

る企業を中心とする官民の連携の体制のもと，継続的なマ

ルシェの運営が実現している． 

8 では市が来外促進を目的とした施策を検討する中，市

内で壁画制作の実績がある団体から協働の打診を受けた．

市はこの団体から芸術家を選出する他，地下道を活用する

ために行政や周辺企業などの関係機関との手続きを担って

いる．4や8のように地下道を活用する段階で，「地下道を

活性化したい」行政や企業と，「活用の場所」を求める企業

や団体の思惑が一致する場合がある．その中では，それぞ

れが役割を分担しつつ全体として協働の体制ができている． 

6 では民間企業は，市が選出した有識者によって事業の

企画案を評価され，評価を基に，市が民間企業を選出する．

また，将来のアートマネージャーの育成に向けた事業を行

っている．芸術に関心を持つ人を集め，ボランティア団体

を立ち上げ，年間の運営の補助や企画の立案などの体験を

させることで，人材を育成している．

表―３ 財源と活用の種類（ヒアリング調査を基に作成） 
No 対象地下道 活用の主体 活用のための財源 活用の種類 活用が可能なゾーン 

1 
札幌駅前通 

地下歩行空間 
まちづくり会社 
(エリマネ団体) 

地上，地下の広場利用料，安
定した広告収入，備品貸与，

指定管理費 

ポスター広告，自主事業
を含むイベント，情報発

信，案内ブース，休憩所 

両側4m の広場 

歩行者が休憩する空間に配置した広告
スペース（長さ 14.5~29.1m，高さ 2m
他） 

2 
江戸桜通り 

地下歩道 

民間企業を中心と

したエリマネ団体 

広場・地上の施設利用料，広
告収入，エリマネ会費，自社

負担，都からの補助金 

広告，自主事業を含むイ

ベント，避難訓練 

ビルの入り口に接続する地下歩道の中
央スペース（約354 ㎡） 
広告スペース（柱：15 カ所，壁：1 カ所） 

6 
札幌大通地下 
ギャラリー 

500m美術館 

市から指定管理を
受けた民間企業 

参考見積や過去実績等を基に
札幌市が積算した業務委託費 

ギャラリー，映像， 
ライブペイント 

ガラスショーケース8 基 
石膏ボード，ライティングレール 

10 
あづま通り 
地下通路 

市，市からの業務
委託を受けた団体 

公共貢献によるビルの保留床
の貸与，広告収入 

壁や天井の空間デザイ
ン，広告 

中央区から許可された 4 つの広告スペ
ース，カラーガラスでの広告スペース 
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 このように地下道では市民が文化・芸術を体験できる空

間としても着目されており，行政が民間企業に業務を委託

し，民間の運営ノウハウを活用した地下道の利活用がなさ

れている． 

（２）財源の仕組み（表―３） 

 活用の主体が継続的に地下道を利活用するためには，財

源をいかに捻出するかが課題である．例えば，1 の事例で

は，まちづくり会社は自主事業の1つとして広告事業を行

い，その収入を空間利活用のための主な財源としている．

この際，広告の価値を高める工夫として，まちづくり会社

は広告の大きさや広告を配置について独自にルールを設け

ており，具体的に縦2ｍ，横14ｍ以上の大型ポスター広告

を導入していることが特徴的である．通常駅構内に掲出さ

れるサイズ（A 版，B 版）とあえて異なるサイズを規定す

ることで，広告主は広告デザインを新たに検討する必要が

あり，その際にまちづくり会社などが助言することで，広

告と空間の両面の価値の向上を図っている．また，歩行者

への訴求性を高めるために，人通りが多く歩行者が休憩す

る空間に戦略的に広告を配置している．この工夫により広

告の高い出稿率を維持し，活用のための安定した収入を得

ている．そして，得られた収入から，まちづくり会社の自

主事業として，地下道や地上でイベントを開催し，地域の

賑わいを創出している．一方で2の事例ではサイネージを

活用した広告であり，イベントスペースを囲むように柱に

サイネージを設置されている．イベントを開催する際，イ

ベント内容と連動した広告の放映が可能である．これは広

告の価値を高める工夫の1つの方法として挙げられる．こ

こで 1と2の「活用のための財源」を比べると， 2のよう

にエリマネ会費の徴収や活用主体である企業が自社で一部

負担し，地下道の利活用だけでは収支が合わない場合があ

る．しかし，このような場合，活用主体が営利目的で地下

道を活用していなければ，必ずしも儲けが出なくても良い

利活用も可能であるといえる． 

6 では民間企業の参考見積や過去実績等を基に，市が積

算した予算を投じている．（1）の6の内容を踏まえれば，

市民に文化・芸術を体験させる機会を増やし，活躍するア

ーティストを地域の内外に発信するために，市が民間企業

に委託することで，地下道での利活用に繋がっている． 

 10 のような再開発事業による公共貢献によってつくら

れた地下道では，維持管理者はあくまでも地下道の維持管

理を目的としており，地下道での営利活動は検討していな

い．そのため，主に開発したビルの保留床の貸与によって

地下道の維持管理の財源を賄っている． 

 全体として，地下道だけで収支を合わすことは難しく自

社施設の利活用による収益を併せて考えている． 

表―４ 空間デザインの手法（ヒアリング調査を基に作成） 

No 対象地下道 独自に定めるルール 安全性の協議 デザイン手法 デザイン協議 

1 
札幌駅前通 

地下歩行空間 

＜管理＞原則利用者
が毎日設営撤去．撤去

できない場合，最低1
人常駐． 
＜使用素材＞人が常

駐なら，難燃・不燃の
指定なし． 

【管理者】人が広場から通路に溢れるこ
とを防ぐため，通路から1ｍを滞留スペ

ースとして設定． 
【消防】地下通路は火気使用厳禁，消火
器や火災報知器を設置 

【保健所】水道がないため，ポリタンク
の水を使用． 

・新設ビルとの接続にて，
札幌景観70色を使用しデ
ザインを統一． 

・自主事業では事前に機
材の配置などを指定． 
・活用主体が道路占用・使

用許可を申請．申請が必要
なエリアを広告や休憩エ
リアとして活用. 

【短期広告】まちづくり会社と
道路管理者によるデザイン審査 
【長期広告】短期広告のメンバ

ー ＋ デザイン審査委員会，札
幌市，学識者が審査． 
※年に一度，代理店と広告審査

員による広告の評判レビューを
実施（デザイン審査の方針，意見
交換） 

4 
行幸地下通路
（マルシェ）  

＜管理＞通路上の点

字ブロックを隠さな
いため，誘導員を2 人
配置． 

【管理者】動線を確保すれば，柱と柱の
間，ビル接続連絡通路部分に占用物の設

置可． 
【保健所】毎週マルシェで，都度出店内
容の報告・相談を行う． 

【消防】排煙設備や消火器設置 

・柱と柱の間にブースを

設置． 
・共通の販売台を貸与．出
店者がブースを設え． 

・出店用の販売台の大きさ・販売
スペースの広さを統一． 
・販売する場所を事前に指定． 

・使用する素材に制限は設けて
いない． 

6 
札幌大通地下 
ギャラリー 

500m 美術館 

＜使用素材＞壁面の
作品は不燃素材のみ．
壁面は石膏ボード（下

地）＋不燃クロス（上
地）を使用． 

【管理者】「作品を守る」ためだけでな

く，美術作品の突起による「歩行者の怪
我を防ぐ」ため，ガラスショーケースを
整備． 

【消防】強化ガラスを使用．ガラスの側
の部分は錆加工を施した鉄を使用．作品
の上から防火スプレーを塗布． 

・ショーケース内では可

燃素材で作られた作品，映
像作品，彫刻の展示が可
能．プロの作品も展示． 

・壁面では絵画の展示，壁
に直接描画する作品があ
る． 

・年に 4 回展覧会を実施．展覧
会の企画者が各展覧会で定めた
テーマに沿う，作品のクオリテ

ィーの高いアーティストを選
出． 

11 名古屋某施設 

＜広告占用＞道路管
理者の許可を得れば
広告を設置可能．（管

理協定より） 
＜道路保全＞夜間は
通行不可 

【道路管理者】歩行者の転倒防止・歩行

者同士の衝突防止のため，床に施すデザ
インに関し協議． 
【消防】排煙口，消火器，自動火災法設

備など． 

・事業者は広告と壁面を
一体的に設計． 
・空間を9つのテーマ（森，

砂漠，海など）に分け，テ
ーマに合う照度と照明の
色で演出． 

・地下道に隣接するビルの管理
事務所が広告のデザインを 1 次

審査．地権者がデザインの最終
審査． 

（３）空間デザイン（表―４） 

地下道での利活用を検討する際，活用の主体は，道路管

理者や消防，保健所と協議を行い，通路の制約（幅員確保

の条件），使用する素材の条件・防火対策を確認する．そし
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て協議の内容を基に，独自のルールを定めている．一定の

制約条件のもと，利活用の幅を広げていくことが課題であ

る．さらに，利活用の多様性の確保と，全体としての空間

の質の担保を両立することが難しく，これを実現するデザ

イン・マネジメントの仕組みや工夫が必要となる． 

通路の制約に対する解決策としては，主に2つの手法が

取られていた．1 つ目は，机やプロジェクターなど占用物

を配置する際，柱と柱の間や，地下通路からビルへの接続

部分といった空間を活用することである．歩行者の動線が

少ない空間を活用することで，人の滞留を考慮しつつ，歩

行者の動線と安全を確保することが可能である．2 つ目は

活用の主体あるいは広場の活用者が，見回りの人員を配置

することである．これにより，店やイベントブースを訪れ

る人が通路に溢れ，歩行者の動線や展示ブロックを妨げな

いようにしている．  

使用する素材の条件や防火対策の考え方としては，万が

一の火災に備え人が常駐するか，消火器等の消火設備を整

備することで，イベントにおける可燃素材の使用を認めて

いる． また，6の事例では壁面とガラスショーケース内を

活用することができるが，壁面に飾る作品は空気に触れる

ため使用する素材の条件がある．プロの芸術家の中には作

品に防火スプレーを吹きかける行為を嫌う人もいるが，シ

ョーケース内ではその条件はない．そのため，地下道のシ

ョーケースは市民がプロの作品を気軽に体験できる場所と

なっている． 

空間デザインをマネジメントするための具体的な手法と

して，1の事例では空間の質を高めるために（2）での工夫

に加えさらに2つの取り組みを行っている．行政やまちづ

くり会社が，イベント内容や展示する作品を審査する審査

会を設けること，そして，広告の評価を行い，広告の審査

の基準を広告主に理解してもらうことである．審査会を設

け，有識者らが審査することで，地下道の雰囲気を損なわ

ないデザインの広告が保証される．さらに，毎年広告のレ

ビューを行い，結果を広告主に公表することで，広告主は

まちづくり会社が求める「広告のデザイン」が何か，を視

覚的に理解できる． 

３．研究のまとめ 

 地下道空間の持続的な活用を実現するための重要な要因

として（2）の広告による収入と(3)の空間デザインのそれ

ぞれの解決手法が相補的に機能していることを明らかにし

た．空間デザインの検討条件として，広告の価値を高める

という観点があり，具体的に1の事例では広告の質を担保

するために活用の種類と特徴に応じた配置が慎重に検討さ

れていた．そのうえで広告の価値を高めるための工夫とし

て広告の大きさを設定し，形態もポスターとしていた．ま

た，1 では広告の価値を高めるという観点から，広告を審

査する体制が整えられていた．さらに広告の講評会を実施

し公表することで，地下道空間における広告のデザインの

方針を広告主と共有し， 活用主体が求めるデザインを広告

主に視覚的に伝えている． 

 また，地下道の継続的な利活用を実現するための活用主

体の形成要因を検討すると（1）の活用のスキームと（2）

の財源の仕組みが深く関わっていた．例えば，6 では行政

は地下道の活用を促進し，地下道で文化・芸術の活用を考

えていた．そこで，行政は，地下道の活用を担う民間企業

を募集することになるが，単に地下道の活用を委託するわ

けではない．行政は，行政が選出した有識者に民間企業の

事業の企画案を評価させ，その評価を基に，民間企業を選

出している．また，行政は活用のための費用を業務委託費

として，民間企業に予算を投じている．民間企業はこの予

算内で年間の業務を行うが，その業務の中で，事業の企画・

運営の補助を担うボランティア団体を設立している．これ

は，結果として，行政がボランティア団体を巻き込んだと

もいえる．こうした，民間に事業を一任するのではなく，

官民の連携がとれた，地下道の利活用が促進されているこ

とがわかった． 
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では，エリマネを「地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させ

るための，住民・事業者・地権者等による主体的な取り組み」と定義してい
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連続立体交差事業による関連側道の整備過程に関する研究 

－ 京都市の関連側道を対象として － 

龍谷大学大学院政策学研究科  毛藤 洸大 

龍谷大学政策学部  阿部 大輔 

１. 序章

(１) 研究の背景と目的

踏切による渋滞や事故を解消し鉄道による分断を解消す

るため全国の都市部で連続立体交差事業が進められてきた。

多くの場合、高架化する際には隣接空間の都市環境の保全

を目的として関連側道が整備される。建設省の昭和 51年 4

月 28日付けの通達「連続立体交差化事業の取扱いについて

（関連側道等の取扱い）」において、関連側道は都市環境

の保全を目的として高架構造物に沿って住居用地が連たん

している区間に整備される道路としている（都市計画法に

基づく幹線街路を除く）1）。連続立体交差事業によってもた

らされる効果に対する各自治体の見解は交通渋滞の解消、

踏切事故の解消、市街地の一体化などの点で概ね一致して

いる。一方で、事業主体である自治体における連続立体交

差事業と関連側道に関する整備過程と議論過程は、明らか

になっていない。本研究では京都市が整備した関連側道を

事例に、関連側道に対する議論とその変化を明らかにし、

関連側道の整備にどのような影響を与えたか考察する。 

(２) 先行研究の整理 

高架下空間の活用に関する研究は高架下空間の利用実態

を年代ごとに隣接空間との関係から見た木下ら(1999)2)や地

域特性や社会的要因から高架下空間の実態を明らかにした

中村ら(2006)3)、高架下空間に対する住民の評価や利用実態

を明らかにした平山ら(2007)4)がある。鉄道沿線の空間に関

する研究には、鉄道沿線の土地利用の実態や交通環境から

空間特性を明らかにした大山ら(2004)5)がある。しかし、関

連側道の整備過程に着目した研究は不在である。 

(３) 研究の方法 

京都市によって整備された関連側道は他自治体の関連側道

と比較してコミュニティ道路や自転車歩行者専用道路とし

て整備された点で特異な例であり、活発な議論も交わされ

たため京都市の関連側道を対象とした。研究の資料は、京

都市の市会会議録 6)7)8)910)11)12)13)14)に依拠する。関連側道の整

備をめぐる市議会でのやり取りを整理することで、その議

論が関連側道整備過程にどのように反映されたのかについ

て考察する。 

２. 連続立体交差事業の位置づけ 

(１) 連続立体交差事業の歴史的経緯 

都市において鉄道と道路との平面交差は日本全国へ鉄道

が整備され始めた明治中頃以降、早くも問題視されるよう

になり、東京市街線や神戸市街鉄道など大都市において鉄

道は高架での整備や高架化が進むようになった。1925 年、

1927年、1937年に主要道路と鉄道の交差は認めないとする

内務省道路局長からの通達が出されている。 

一方で、財政力や道路交通の弱さ、鉄道幹線網の整備が

急がれている中では建設費を抑えるため平面交差を行わな

ければならず、踏切数は増加の一途を辿る。1940年には内

務省と鉄道省が協定を結び、工事費は道路と鉄道で折半す

るとした費用負担に関することが盛り込まれ、重要道路に

重点を置いて連続立体交差を進める単独立体交差が制度化

された。1952年に道路法が公布され、鉄道と道路は原則立

体交差することとなった。人口の急増と市街地の拡大、交

通量の急激な増加と国鉄の供給力不足に対応するため、線

増連続立体交差と幹線道路整備を行う必要性が増していた。

1956年に建設省と国鉄が協定を結び、国鉄線の立体交差化

を進めていくことになる。しかし、費用負担は折半となっ

ていたものの国鉄の財政悪化や国鉄線だけでなく私鉄線の

立体交差化を進める必要性も高まりより、より総合的な制

度が必要となった。この頃、騒音問題や高層建築、高架施

設による日照障害の補償が問題になっており、側道整備を

事業に含める動きがあったものの、制度化を急ぐ形で先送

りになり、1969年に連続立体交差事業が制度化され、全国

の鉄道で立体交差化が進められるようになった。1976年に

は建設省から「連続立体交差化事業の取扱いについて（関

連側道等の取扱い）」の通達が出され、以降都市計画決定

された連続立体交差事業で関連側道が整備されていくこと

となった。 

(２) 連続立体交差事業の概要 

連続立体交差事業とは、両端から 350m 以上離れた幹線

道路を 2 ヶ所以上交差し、2 ヶ所以上の踏切道の除却を行

うこと、幹線道路のボトルネック踏切を除却すること、生

活道路の歩行者ボトルネック踏切を除却することのいずれ

かで道路と鉄道とを同時に 3ヶ所以上立体交差する事業 15)

のことと定義している。 

費用負担に関しては単純連続立体交差事業の場合、既設

鉄道の立体化に必要な事業費の約 9 割を都市側が負担し残

り約 1 割の受益相当額を鉄道事業者側が負担する。都市側

の費用負担は国の交付金での負担と自治体の負担とに分け

られ、割合は 5:5 である。土地や施設は道路と都市側が取

得した鉄道用地の残存土地が都市側に帰属し、他は鉄道事

業者側に帰属する。 

３. 連続立体交差事業の整備実態

(１) 近畿圏の整備の現状 

近畿圏での連続立体交差事業の事業箇所はその殆どが京

都府、大阪府、兵庫県の 2府 1県にあり、概ね 15年程度の

期間をかけて完成に至っている。整備距離の平均は約
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3.2km で整備距離と事業期間は比例していない。2021 年現

在事業中の区間では既に事業期間が 20 年を超えようとし

ている区間や 20年を超えている区間もあり、事業期間が長

期化いている。これは事業期間に工事期間だけでなく用地

買収の期間もふくまれており、用地買収の難航の他、住民

意識の向上により合意形成も困難化し事業期間が延びる傾

向にある。 

連続立体交差事業は輸送力向上を目的の一つとしてきた

背景もあり、首都圏では東武伊勢崎線や小田急小田原線な

ど多くの路線で線増連続立体交差事業が行われてきた。近

畿圏でも線増連続立体交差事業は行われてきたものの、京

阪本線と山陰本線のみで首都圏ほど多くはない。線増連続

立体交差事業は単純連続立体交差事業よりも用地を多く使

用せざるを得ず、首都圏ほど輸送力がひっ迫していない近

畿圏では線増連続立体交差事業を行う必要性が少ないと考

えられる。 

構造方式としては高架方式を採用する事業が殆どであり、

地下方式を採用する事業は京都、大阪、神戸の都心部に限

られる。地下方式は施工難易度が高く、工費も高いため地

形の制約上やむおえない場合や用地確保が困難な場合など

を除き高架方式を採用する傾向にある。（表-1） 

表―１ 近畿圏の連続立体交差事業 

16)をもとに筆者作成 

(２) 自治体ごとの見解 

国土交通省は連続立体交差事業の効果として開かずの踏

切の除却等による交通渋滞の解消、踏切除却による踏切事

故の解消、鉄道で分断されている市街地の一体化による地

域の活性化の 3点をあげている。 

近畿圏の事業主体ごとの連続立体交差事業の効果に対す

る見解として交通渋滞の解消、踏切事故の解消、市街地の

一体化は共通している。高架下の利用やバリアフリー化に

ついて殆どの自治体で言及している。 

高架下の利用では単に利用可能となることを効果として

いる自治体と活性化や利便性の向上につながることを効果

としている自治体がある。バリアフリー化に関しては利便

性、安全性、快適性の向上を効果としている。側道の整備

を効果としている自治体は歩行者空間の確保と利便性の向

上や生活環境と景観の向上を効果としている。その他、京

都市は線増連続立体交差事業を行ったこともあり、輸送力

向上を効果とすることや神戸市は防災性の向上を効果とし

ている。 

４. 関連側道の議論過程 

(１) 対象とする関連側道 

昭和 51年 4月 28日付けの通達「連続立体交差化事業の

取扱いについて（関連側道等の取扱い）」は、連続立体交

差事業において整備される関連側道の幅員を基本的に 6m

と定めている。 

表―２ 京都市の関連側道 

17)をもとに筆者作成 

近畿圏でも多くの区間で関連側道が整備されてきた。そ

れらは一方通行で歩車分離がなされている点で共通してい

るものの、京都市で整備された関連側道は植栽や交互狭

窄、舗装のカラー化などを行うコミュニティ道路化や自転

車歩行者専用道路といった点が、他の近畿圏の関連側道に

ない特徴となっている（表-２）。特に、関連側道の中で

はあまり例のない自転車歩行者専用道路で度々周辺住民と

意見交換する場を設け、整備方針を議論してきた経緯を持

つのが阪急西側道である。以下、当該側道の整備をめぐる

市議会での議論を整理していく。 

(２) 初期議論の展開 

平成 17年 3月普通予算特別委員会第 2分科会（第 4回）

では議員А氏から「阪急の高架問題でございますけど、地

元の阪急住宅の方は、今、平面で走っておるんでええけど、

上へ上がったら、またやかましいなるのと違うかというよ

うな一部の声がもう入ってきております。」と騒音を心配

する意見が出た。これに対して街路部長А氏は「今回、阪

急を高架にするに考えまして、東側へ阪急を４メートル、

全体を、阪急を移動しまして高架にして、西側には６メー

事業主体 市町村 区間 整備距離 構造方式 線増/単純 事業期間 現状

近鉄京都線東寺～京都 0.9km 高架 単純 1966～1970年 完成

近鉄京都線竹田～東寺 2km 高架 単純 1993～2003年 完成

JR山陰本線京都～二条 3.2km 高架 単純 1971～1976年 完成

JR山陰本線二条～太秦 4.1km 高架 線増 1989～2003年 完成

京阪本線東福寺～三条 2.8km 地下 単純 1974～1988年 完成

京都市・向日市 阪急京都線桂～東向日 2km 高架 単純 2003～2017年 完成

舞鶴市 JR舞鶴線・小浜線東舞鶴駅周辺 2.3km 高架 単純 1991～1996年 完成

福知山市 JR山陰本線・福知山線・丹鉄宮福線福知山駅周辺 6.1km 高架 単純 1996～2005年 完成

京阪本線天満橋～野江 2.6km 高架・地下 線増 1968～1970年 完成

南海本線萩ノ茶屋～粉浜 2.4km 高架 単純 1980～1999年 完成

南海本線岸里玉出～七道 3.4km 高架 単純 1972～1987年 完成

近鉄南大阪線阿部野橋～針中野 3.4km 高架 単純 1976～1989年 完成

JR関西本線・大阪環状線新今宮～JR難波・芦原橋 2.2km 高架・地下 単純 1989～1999年 完成

JR阪和線美章園～杉本町 4.9km 高架 単純 1983～2007年 完成

大阪市・吹田市 阪急京都線・千里線上新庄・吹田～南方・天神橋筋六丁目 7.1km 高架 単純 1997年～ 事業中

大阪市・東大阪市 JRおおさか東線JR俊徳道～新加美 2.4km 高架 単純 2000～2008年 完成

池田市 阪急宝塚線石橋阪大前～川西能勢口 3.3km 高架 単純 1968～1987年 完成

豊中市 阪急宝塚線蛍池～服部天神 3.8km 高架 単純 1979～2001年 完成

摂津市・茨木市 阪急京都線南茨木～正雀 2.1km 高架 単純 2018年～ 事業中

高槻市 阪急京都線上牧～富田 2.8km 高架 単純 1979～1994年 完成

守口市・寝屋川市 京阪本線寝屋川市～西三荘 5.8km 高架 線増 1972～1982年 完成

寝屋川市・枚方市 京阪本線枚方市～寝屋川市 5.5km 高架 単純 2013年～ 事業中

寝屋川市 京阪本線香里園～萱島 1.8km 高架 単純 1982～2002年 完成

枚方市 京阪本線・交野線御殿山・宮之阪～枚方公園 2.7km 高架 単純 1976～1995年 完成

大東市・東大阪市 JR片町線野崎～鴻池新田 3.3km 高架 単純 1976～1992年 完成

東大阪市 近鉄奈良線瓢箪山～八戸ノ里 3.3km 高架 単純 1993年～ 事業中

東大阪市 近鉄大阪線・奈良線八戸ノ里・長瀬～今里 5.2km 高架 単純 1971～1980年 完成

八尾市 近鉄大阪線河内山本～久宝寺口 2.2km 高架 単純 1974～1980年 完成

堺市 南海本線住之江～諏訪ノ森 5.4km 高架 単純 1972～1988年 完成

高石市 南海本線・高師浜線浜寺公園～北助松・伽羅橋 4.1km 高架 単純 1997年～ 事業中

泉大津市 南海本線北助松～忠岡 2.4km 高架 単純 1996～2017年 完成

岸和田市 南海本線和泉大宮～蛸地蔵 1.7km 高架 単純 1978～1996年 完成

泉佐野市 南海本線井原里～羽倉崎 2.8km 高架 単純 1987～2011年 完成

堺市 堺市 南海本線石津川～羽衣 2.7km 高架 単純 2006年～ 事業中

神戸市 JR東海道本線住吉～摩耶 3.3km 高架 単純 1966～1982年 完成

神戸市 阪神本線芦屋～住吉 4km 高架 単純 1992年～ 事業中

神戸市 山陽電鉄本線西代～東須磨 2.6km 地下 単純 1982～1997年 完成

川西市 阪急宝塚線・能勢電鉄妙見線池田・絹延橋～雲雀丘花屋敷 1.8km 高架 単純 1980～1997年 完成

尼崎市 阪神本線尼崎～武庫川 2.8km 高架 単純 1980～1995年 完成

尼崎市 阪神本線・なんば線杭瀬・出来島～尼崎 2.6km 高架 単純 1973～1978年 完成

西宮市 阪神本線武庫川～甲子園 1.9km 高架 単純 2003年～ 事業中

西宮市 阪神本線甲子園～打出 4.4km 高架 単純 1972～2003年 完成

明石市 山陽電鉄本線大蔵谷～西新町 2km 高架 単純 1978～1994年 完成

明石市 山陽電鉄本線山陽明石～林崎松江海岸 1.9km 高架 単純 2001～2016年 完成

加古川市 JR山陽本線・加古川線加古川駅周辺 3.3km 高架 単純 1993～2005年 完成

姫路市 JR播但線砥堀～姫路 5km 高架 単純 1978～1987年 完成

姫路市 JR山陽本線・播但線・姫新線姫路駅周辺 6.6km 高架 単純 1988～2010年 完成

奈良市 近鉄奈良線新大宮～近鉄奈良 1.5km 地下 単純 1967～1970年 完成

奈良市 JR関西本線・桜井線奈良駅周辺 3.5km 高架 単純 1997～2012年 完成

和歌山県 海南市 JR紀勢本線海南駅周辺 2.1km 高架 単純 1982～1999年 完成

神戸市

兵庫県

奈良県

京都市
京都市

京都府

大阪市

大阪市

大阪府

側道名 山陰線北側道 近鉄東側道 阪急西側道

都市計画決定年 1989年 1989年 2005年

工事着手 1989年 1992年 2008年

側道完成 2003年 2003年 2016年

施工方式 仮線方式 仮線方式 仮線方式

総延長 1340m 440m 940m

幅員 車道4m　歩道2m 車道4m　歩道2m 6m

交通規制 一方通行 一方通行 自転車歩行者専用道路

備考

災害時の地域集合場所

があり関連側道が避難

経路になっている

途中で幅員4ｍの

自転車歩行者専用道路

になっている

自動車が関連側道及び

鉄道高架を横断するこ

とのできる場所はない
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トルの側道を付けて、何とか騒音、振動等についても、現

状よりも悪化しないような形では十分に考えていきたい

（後略）」と答弁し、市側は関連側道を整備し、騒音問題

に対処する旨、説明した。 

平成 21年 3月普通予算特別委員会第 2分科会（第 4回）

では議員B氏が「側道と言うんですか、そういうことに対

して、どこまで住民の意見が反映されるのかということに

ついて集約をされてきているという風に思うんです。現時

点で、これから検討をするということは前提としてですけ

れども、どこまで果たして今の時点で反映ができるのかと

いうお考えなのかということを確認をさせていただきたい

（後略）」と質問した。これに対して事業推進室事業担当

部長B氏は工事着手後に沿線住民と意見交換会を 4回行っ

ていると前置きをし「具体的に地元の皆様からは、いわゆ

る高架構造物の修景がどうなるのかということとか、将来、

阪急の西側に側道の整備がされます。そういう側道につい

て、具体的にどういうものになるのかということと、もう

一つ、やはり振動、騒音に対する環境対策をどういう形で

進めるのかということの大きな３点の御意見を頂いており

ます。」と答弁し、景観、側道、騒音に対する住民の心配が

あり、説明を今後も行っていくとした。 

平成 21年 5月まちづくり消防委員会（第 5回）では議員

C 氏が「周辺の皆さん、良好な住宅だと、静かな住宅だと

いうことで購入された経過もあって、非常に思い入れが強

いわけです。構造物のデザインについても、是非、住民の

意見を反映してほしい。」と質問した。これに対して事業

推進室長 C 氏は住民とのやり取りは 20 数名が参加してい

る阪急高架を考える会で話合いを続けていると前置きし、

「民家の連たんする区域につきましては側道というのを設

けております。その中で、例えば橋脚位置に植栽を施す。

そして、一つのカモフラージュみたいなものとして考えた

り、高架の一部につきましても、ある程度景観に配慮した

構造ということで今検討を進めているところでございま

す。」と答弁した。 

平成 22年 3月普通予算特別委員会第 2分科会（第 9回）

では議員D氏が 3回開かれた京都市、専門家、地元住民の

3 者懇談会をもっと開いてほしいとする住民の要望を紹介

した質問に対して、事業推進室長C氏は「様々な意見が出

まして、ただ、高架の本体の基本的な構造というのはまと

まったんじゃないかなという具合いに思っています。その

ほかに、中継施設として側道の整備を非常に地元の皆様は

期待されております。また、植栽とか、そういうものをど

うするのか、それから高架下の利用についてもどうするの

かというような御意見が出ております。」と答弁し、今後

も綿密に連絡を取りながら協議を進めていきたいとした。

この時点で関連側道は周辺住民にとって好意的に受け止め

られ始めたことがうかがえる。 

 平成 23年 6月まちづくり委員会（第 4回）では議員 E氏

が「阪急の高架の事業はどういう風に進めていかれて、地

域の方と一緒に出来上がったという風な形になるのかとい

うことをちょっとお聞きしたいと思うんです。」と質問を

した。これに対して事業推進室長D氏は住民と意見交換を

続けているとした上で「地元と一緒に、例えば阪急の京都

線の高架デザイン等懇談会というものを学識経験者を入れ

まして、検討をさせていただいたとか、それも引き続き、

阪急の京都線の高架デザイン等意見交換会というものを地

元の方が開かれまして、我々と一緒に検討いたしまして、

それで、そういうデザインについて、今年の初め頃にそう

いうデザインを決定した、そういう側道の構成とか、デザ

イン等についても決定を一定させていただいた（後略）」

と答弁し意見交換を重ねることで自転車歩行者専用道路と

して整備していくことを決定したと報告し、今後も意見交

換を続けていくとした。 

(３)議論の活発化 

平成 28 年 9月まちづくり委員会（第 10回）では議員 F

氏が「建設局の方では、高架の西側でございますけれども、

側道ということで、自転車歩行者専用道ということで整備

を進めておられるところです。その西側道については，地

域の隣接する住民の方が穏やかに暮らしていきたいと。」

とし、高架下開発に関して「例えば商店が入るとか、そう

いう施設が入る場合については東側に入口を設けるという

ことでお聞きをしておりますけれども、その点については

よろしいんでしょうか。」と質問した。これに対してまち

再生・創造推進室南部開発担当部長 E氏は「西側側道の整

備の関係につきましては、建設局の方がこれまで地域の方

と色々とお話合いを持ちながら進めてきたというところで

ございます。」と答弁した。高架下開発については「今ま

での西側の側道の関係で、地域の方の御要望も建設局の方

からも聴いてございます。基本的には東側の方でというこ

とで計画を進めたいという風に思っておりますが。」と答

弁し、周辺住民側の要望を聴き入れる形で関連側道側に店

舗の出入口は設けないことを説明した。 

平成 28年 10月決算特別委員会第 2分科会（第 5回）で

は議員C氏が「高架の西側にお住まいの方は、静かに、穏

やかに暮らしたいという思いも持っておられる方も多いわ

けで、ここで長年お住まいの方の思いというのを大事にし

ていただきたいと思っています。」と質問し、これに対し

てまち再生・創造推進室南部開発担当部長E氏は平成 27年

12月に阪急電鉄との間で連携協定を締結し、従来の高架下

のイメージを払拭することで多くのの人が訪れ、周辺に住

んでみたい施設や空間の並んだまちづくり、公共交通優先

の歩くまち・京都を目指して具体的な検討を進めていると

前置きをし、「川島阪急住宅の連絡協議会からも、西側の

整備については感謝をしているものの、にぎわい施設で生

活の平穏が脅かされるのではないかというような懸念を持

たれているという風に聞いております。」と答弁した。周

辺住民側の複雑な感情がうかがえる。 

平成 28年 10月まちづくり委員会（第 11回）では議員G

氏が「側道がなかった所に造られるということで、いろん

な人の立入りが増えるのではないかなどの声が出されてい
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たとお聞きしています。高架を東側に抜ける道、接続する

道は今回、3箇所ということで限定されています。これも住

民の皆さんの御要望かと思うんですけど、この経過はどの

ように決定されたのでしょうか。」と質問し、これに対し

て道路建設部事業促進担当部長 F 氏は「今回、高架をして

東西の交流は活性化するんですが、一方、余りたくさん出

入口があると嫌だという御意見もございました。そういっ

た中で、この 3 箇所という数、それから位置につきまして

も十分地元の方と御協議をさせていただきまして、意見を

交わしたうえで決めていった経緯がございます。」と答弁

し、関連側道と東側の市道とを結ぶ交差路について人通り

を抑えつつ利便性を向上させるために周辺住民と協議しな

がら整備したことを説明した。 

平成 29年 1月まちづくり委員会（第 17回）では議員H

氏が「手続で、やっぱりちょっと都市計画局としても丁寧

さを欠いた部分があったのは事実ですので、その辺のとこ

ろの今反対の方々とどのような話をされているのか、説明

をされているのか、この辺りはどうですか。」と質問した。

これに対してまち再生・創造推進室南部開発担当部長 E氏

は阪急と連携して新たなまちづくりを行うことを平成 28

年 12月に阪急西側道の広報発表したことを報告した。広報

発表については周辺住民から意見を聴き進めていく市側の

意思表示だとし、ワークショップ等を開き進めていくと説

明した上で「危惧されておられますような地域の現状を無

視したような開発を行うのではなく、高架の西側の側道に

おいても、近隣の住宅の境に植栽帯を設けるとか、そうい

った形で進めてきたということがございます。それと同様

に、高架下の活用につきましても、地域の方々の御意見を

聴きながら丁寧に進めていきたいという風に思っておりま

す。」と答弁し、ワークショップでは反対意見もあったも

のの周辺住民の意見を聴きながら説明会を重ね進めていく

とした。 

５. まとめ

連続立体交差事業工事着手から関連側道完成までの 8 年

間のうち、関連側道工事着手までの 7 年間は議員側から騒

音や景観といった観点からの質問が多く投げかけられた。

市側は問題解決策として関連側道を挙げ、植栽を施し景観

に配慮する対策をとるとし、関連側道の具体的な整備案が

見えつつあった。市側の説明の中では周辺住民側が高架構

造物だけでなく、関連側道に関しても関心を持ち始めてお

り、市側と周辺住民との間で行われていた意見交換会の影

響がうかがえる。議員側も周辺住民側の意見を聴き、協議

を続けてほしいことを要望しており、それ以後も市側は周

辺住民側との間で意見交換を続けていく意思を見せた。関

連側道完成までの最後の 1 年間では活発な議論が見られた。

議員側は当初、騒音や景観に関しての質問が多かったが関

連側道に直接言及する質問が目立った。特に高架下に商業

施設が整備されることから周辺住民の利便性を確保しつつ、

日常生活に支障をきたさないようどう配慮していくかが大

きな論点となっていた。市側も鉄道事業者側と協議しつつ、

周辺住民と意見交換やワークショップを行うことで高架下

空間や関連側道に対して理解を促そうとしており、市側、

議員側、周辺住民側ともにより良い関連側道の整備が行わ

れるよう積極性が増していったと考えられる。 
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EUの都市再生ネットワーク・URBACT における政策形成プロセスと成果に関する研究 

街角企画株式会社 和泉 汐里 
龍谷大学政策学部 阿部 大輔 

１.研究の枠組み 

(１)研究の背景と目的 

欧州諸都市では、1990年代後半から社会的・経済的に衰

退したエリアを対象に、都市内格差の縮小を目指した統合

的アプローチによる都市再生政策が展開されてきた。具体

的には、従来の物的環境整備に加え、雇用促進、能力開発

等の経済的・社会的側面も考慮した複合的な政策が志向さ

れてきた。 
2002年からEUで実施されてきた都市政策プログラムで

あるURBACT は、その前身でもあるURBAN で得られた

都市再生の知識や経験を、より多くの都市に提供するため

に、複数の都市で政策ネットワークを形成し、情報交換や

経験共有を行うプラットフォームとしての役割を持つ。 
本研究では、EUの都市政策ネットワーク・URBACTに

着目し、①URBACTの具体的な活動内容ならびに②政策ネ

ットワークの形成プロセスを明らかにし、③国を超えて都

市同士が繋がり、都市再生に関する政策ネットワークを形

成することの意義について考察することを目的とする。 
(２)研究の対象と構成 
都市政策ネットワークを形成するプログラムとして、

2002年から3 期にかけて実施されてきたURBACT の中で

もURBACTⅢ（2014〜2020年）に着目する。2章でURBACT
の枠組みを概観した後、3章では、URBACTのネットワー

クの形成方法、その仕組みについて整理する。4 章では、

URBACTⅢのネットワーク「URBinclusion」を取り上げ、

具体的な活動内容と政策形成プロセスを明らかにし、政策

ネットワークを形成する意義について考察する。 
URBACTに関する資料は、URBACTのwebsiteおよび各

ネットワークから閲覧できる報告書から得た。また、欧州

の空間計画の実態について詳しいGiancarlo Cotella（トリノ

工科大学）ならびにURBinclusionのプログラム・コーディ

ネーターであったSebastia Ritout（バルセロナ市）の各氏に、

オンラインでインタビューを実施した（実施日はそれぞれ

2020/12/23/、2021/1/11）。 
(３)既往研究の整理と本研究の位置付け 

EUの都市再生政策については、岡部（2005）や福原（2005）
に代表されるように一定の蓄積がある。本研究が対象とす

るURBACTに関しては、第2期であるURBACTⅡについ

てプロジェクトの選定プロセスや都市ネットワークの特徴

を分析した高澤（2012）やURBACT III で取り組まれたコ

ミュニティ再生政策の特徴を明らかにした和泉ら（2020）
があるものの、政策ネットワーク化の具体的な方策に着目

した研究は不在である。  

２. URBACTの概要 
(１)設立の経緯 

都市パイロット事業Urban Pilot Project（1989〜1999年）

やURBAN（1994〜2006年）の取り組みでは、各都市で再

生の手法・それによる成果・その後の課題が経験として蓄

積され、経験の共有が重視されてきたが、都市間の交流を

図ることが十分でなかった。そこで、URBANⅡ実施期間中

の 2002 年に、類似したテーマごとに展開される各種政策

に基づく都市再生の経験やノウハウを交換することを目的

とし、複数の都市で都市間ネットワークの形成を図る政策

としてURBACTが創設された。 
URBACTは、都市・地域政策総局によって実施されてい

る。現在 30 カ国（EU 加盟国の 28 カ国のほか、ノルウェ

ーとスイス）が参加している。財源は欧州地域開発基金

ERDF（European Regional Development Fund）と各国、各都

市からの拠出金で賄われており、その予算のほとんどは、

ネットワークによる活動に使用される。 
(２)URBACTの展開と主な目的 

URBACT は 3 期に分かれており、URBACTⅠ（2002〜
2006）、URBACTⅡ（2007〜2013）、 URBACTⅢ（2014〜
2020）で実施されている。目的は共通しており、都市再生

に関する知識や経験を都市間で共有することである。また、

URBACTⅢでは欧州委員会が策定した「欧州2020戦略（The 
Europe 2020 strategy）」で掲げている5つの目標（就業率、

研究開発投資のGDP費、温室効果ガスの排出削減、教育水

準、貧困削減）の実現に貢献することを掲げており、

URBACTⅢは欧州諸都市における成長・再生のプログラム

としても重要な位置付けにあるといえる。 
URBACT には、1) 持続可能な都市政策と実践を統合的

かつ参加型の方法で管理するための都市の能力を向上させ

る、2) 都市における持続可能な都市戦略やアクションプラ

ンのデザインを向上させる、3) 持続可能な都市開発のため

の統合計画の実施状況を改善する、4) あらゆるレベル（EU、
国、地域、地方）の実務家や意思決定者が、都市政策を改

善するために、URBACTのテーマ別知識へのアクセスを増

やし、持続可能な都市開発のあらゆる側面に関するノウハ

ウを共有できるようにする、の4つの目標がある。 

３.URBACTの活動と目的 
都市ネットワークの活動は主に2つある。第1に、セミ

ナーやワークショップを通じた情報や経験の共有である。

次に、地域レベルでのローカルアクションプラン（Local 
Action Plan、以下LAP）の作成である。 
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(１)ネットワークの形成 

URBACTの主な活動は、複数の都市がネットワークを組

み、その中で経験共有やグッドプラクティスの共有を行う

ことである。ネットワークの形成は都市自らが自発的に形

成し、URBACT 事務局に申請することで決定される。

URBACTネットワーク形成までの流れは、以下の5つの段

階を経て決定される。 
① ネットワークの公募・申請 
- URBACTの事務局が重点テーマを設定し、ネットワー

クを公募する。リードパートナー候補の都市は事務局

に関心のあるテーマを表明し補助の申請をする。 
- URBACTⅡでは、ネットワークは Action Planning 

Network のみであったが、URBACTⅢでは、Action 
Planning Network、Implementation Network、Transfer 
Network の 3 種類のネットワークの形態ごとで募集が

かけられる。 
② 申請書類の形式等確認 
- 事務局は申請内容のチェックを行う。1)提案書の妥当

性・欧州レベルでの付加価値、2)提案書の統一性、3)予
見される成果の質、4)パートナーシップとリードパー

トナーの質、5)予算、など 5 つの基準項目を設けてい

る。 
③ 外部評価委員会によるアセスメントとモニタリング委

員会の承認 
- 外部評価委員会による各ネットワークの申請内容を点

数化する。

④ 最終的な申請書の作成 
- 承認されたネットワークは「開発段階」に移行する。

この期間に(1)パートナー都市の確定（あらかじめ候補

を決めている場合と、公募で決める場合おける基礎調

査（人口、失業率等）、(2)LSG(Local Support Group)の確

定、(3)活動内容やスケジュールの決定、を行う。 
⑤ 最終申請書のアセスメントと承認 
- 最終申請書に基づき、外部評価委員会が最終的なア

セスメントを行い推薦、要検討、推薦しないという

3段階で評価する。承認されたネットワークが「実

施段階」（フェーズ2）へ移行（実施段階で書類の不

備や活動が見られないことを理由に活動が停止さ

れる場合もある）。

政策形成の観点からは、テーマ別募集型から自発的組織

化への転換が見られる。例えば、UPP IIでは、事前に10の
テーマを設定し、テーマごとに申請を募る方法だった。 
結果的に、同様の課題を抱える諸都市の実践の蓄積が見

られる構図になっていた。URBACTは、EU側から課題を

設定する方法から、都市間で能動的にネットワーク化を促

す仕組みに転じていると考えることができる。これによ

り、加盟諸都市のより主体的な課題設定や現場が必要とす

る実践的なノウハウの交換を促す意図があるものと推察さ

れる。 

(２)LAPの策定 
 地域レベルの活動計画であるLAPの策定は、URBACTⅡ
にて初めて義務付けられた事項である。高澤（2012）はそ

の理由として、①策定プロセスにおける地域のステークホ

ルダーの参加促進、②成果の可視化、③LAPを都市再生の

実績として活用可能にすること、の3つをあげており、LAP
およびURBACTを通じて地域の自律を促すツールである

と評価している。 
 本研究の対象であるURBACTⅢにおいても、LAPの策定

が義務付けられており、都市間ネットワーク活動で得られ

た知識や経験を、地域へ還元するツールとしてLAPが位置

づけられていると考えられる。 

４. 政策形成のプロセス -URBinclusionを対象に- 
４-１ URBinclusionの概要 
(１)参加都市と再生テーマ 

URBinclusionはスペインのバルセロナをリードパートナ

ーとし、他8都市（リヨン、グラスゴー、コペンハーゲ

ン、クラクフ、ティミショアラトリカラ、ナポリ、トリ

ノ）で構成されたネットワークである。2016年から2019
年に実施された。「インクルージョン」をテーマとし、「統

合的都市開発」「貧困」「優先地区」「ソーシャルエコノミ

ー」「都市再生」を小テーマにもつ。 
URBinclusionは、貧困が差別や知識の格差等の社会的課

題を引き起こす現象であるとの認識のもと、貧困にあえぐ

都市の改善を図る取り組みである。様々な課題を招く貧困

に対して、多様な手段を用い、地域の関係者の参加を促す

ための新たな戦略を開発することを目標としている。 
(２)ネットワーク化による情報共有 

URBinclusionでは、複数の都市が参加するネットワーク

の活動として、ミーティング（Transnational meeting）とセミ

ナー（Thematic Seminar）が開催されている。 
ミーティングは4回実施されており、各回で議論のテーマ

が設定されている他、LAPの策定に関する報告がなされて

いる。また、議論の後、開催都市の現地訪問や地域住民と

のワークショップを行なっている。セミナーの活動は、開

催都市で実施されている活動について、報告と議論を行な

っている。 
このことから、ミーティングでは、複数の都市が衰退エ

リア再生のため、共通して取り組むべき項目が議論された

こと。セミナーでは、主に各都市の成功事例の共有が目的

であったと考えられる。また、クラクフでは第2回ミーティ

ングを通して、地域でワークショップや情報交換を行うた

めの集会所の必要性が指摘され、後述するLAPにも影響を

与えている。このことから、ネットワークによる活動は、

都市の理解を深め、アドバイスを行う場であると言える。 
(３)最終成果物「URBinclusion Manifesto」 

上記のセミナーやワークショップを通して作成されたの

が、活動の成果をまとめた「URB inclusion Manifesto(以下、

マニフェスト)」である。マニフェストは、セミナーやミー 
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ティングで得られた知見をまとめたものであり、5つの要素

(モニタリングプロセス・セクター間の協働・戦略を実行に

つなげる・金融イノベーション・地域のステークホルダー

を巻き込む)とそれに関する都市の事例が報告されている。 
情報共有のための会議のテーマや、最終成果物の内容か

ら、ネットワーク活動を通じて得られたことは「計画を実

行するなかで、評価と見直しを行い実情に沿った活動を行

うモニタリングプロセス」や「より多くのステークホルダ

ーを巻き込み、地域活動の範囲を広げる」といった、規模

の大きい目標であった。URBACTは複数の都市によって形

成されたネットワークとしての活動である。そのため、ネ

ットワーク活動の成果として得られる知識とは、ネットワ

ークに参加する都市が抱える課題に対して、解決するため

の方向性や計画を策定・実行するうえでのガバナンスの留

意点を示す程度にとどまっている。 
４-２ LAPの策定 
(１)ネットワーク活動を通じたLAPの策定  

URBinclusion の各参加都市では、上記のネットワークで

の活動と同時にLAPの策定に取り組んだ。URBinclusionに
おけるLAPの特徴として、すでに都市内で実施されている

活動を、URBinclusion で再定義する動きが見られる。例え

ば、バルセロナでは移民の子どもたちに、食事サービスや

スポーツを通じて健康の促進、孤立の防止を図る活動

「Temp de joc」が2014年から実施している。バルセロナの

LAPには7つの活動が策定されており、そのなかの1つと

してTemp de jocが位置づけられている。この取り組みは、

URBinclusion という枠組みを通して、衰退コミュニティに

対する再生の重要性の高い活動を抽出するとともに、従来

個別的に実施されていた活動に対し、共同の都市再生ビジ

ョンを設けようとしていると言える。これは、URBinclusion 
Manifesto で記載されていた「セクター間の協同」「ステー

クホルダーの巻き込み」といった方向性に沿っているとい

える。 
ナポリでは、URBAN で取り組んでいた公共空間の再生

に、ホームレス、若者の包摂といったソフト寄りの支援を

加えようとしていること、リヨンにおいても、従来から実

施していた低廉住宅への支援、貧困層への支援等のプロセ

スを見直し、より広く、より深い支援を目指そうとしてお

り、もともと地域で実施していた活動を見直し、重要性の

高い活動として抽出することで、地域により良い効果を生

み出そうとしていることが伺える。このことから

URBinclusionのLAPは、ネットワーク活動で得られた上位

概念の方向性をもとに、既存の地域活動を組み合わせるこ

とで、より地域課題に即した効果的な解決を図るものであ

るといえる。 

５. まとめ 
 本研究で得られた知見は以下の通りである。 
①URBACT は、都市パイロット事業 Urban Pilot Project や
URBAN の取り組みを経て、蓄積されていた各都市の再生

の手法・それによる成果・その後の課題が経験を共有する

ことを目的に設立された。UPPおよびURBANが、選出し

た都市に直接資金を投じてきたのに対し、URBACTは活動

資金であるERDFのほとんどがネットワークの活動に活用

されている。また、URBACTの活動としては、類似した課

題を抱える都市が集まってネットワークを形成し、情報共

有を行う「政策ネットワークの形成」と、地域レベルでの

活動計画を策定する「LAP の策定」の 2 つに分類できる。 
②URBACTⅢの政策ネットワークの形成方法について、

政策形成の観点からは、テーマ別募集型から自発的組織化

への転換が見られる。例えば、UPP IIでは、事前に10のテー

マを設定し、テーマごとに申請を募る方法だったが、

URBACTは、都市間で能動的にネットワーク化を促す仕組

みに転じていると考えることができる。これにより、加盟

諸都市のより主体的な課題設定や現場が必要とする実践的

なノウハウの交換を促す意図があるものと推察される。 
③URBACTⅢのなかで衰退エリアの再生を目的とした

ネットワーク「URBinclusion」では、ネットワークでの活動

の成果として、課題を解決するための大まかな方向性、ガ

バナンスの留意点といった規模の大きな内容が最終成果物

形態 活動 

Transnational 
meeting 

- 「社会的包摂とエンパワーメントの理解と分析

方法」

- LAPの策定準備 
- 「社会的排除との戦い、大規模な団地の住民の

活性化と統合」

- アゾリー団地の訪問とヒアリング
- URBinclusion の実施における課題についての

WS
- 「政策を実現するための協働サービスについ

て」
- 「コラボレーション、インクルージョン、そし

て都市（都市再生と社会的包摂のための協働サ

ービス）」に関するワークショップ

- 「実施に向けた話し合い」 
- 「URBinclusion Manifesto 作成 

Thematic 
Seminar 

- 「評価とモニタリングに関して」 
- リヨンのGuillotière 地区の視察 
- 「家族との関係をより良くするためのソーシャ

ルワークの更新」
- 「弱い立場人々を労働生活に統合するためのツ

ール」

- 「共創と責任を実現するにはどうすればいい
か」 

- ナポリの対象エリアについての課題と公共空間

再生に関するプロジェクトについての説明→1)
若者の活動を支援するセンター、2)地域内での

芸術・文化活動の促進、3)移民×芸術文化の社会

的包摂の可能性

- URBinclusionの主要戦略（マニフェスト）と現
地との課題についての報告

- 具体的なプロジェクトの成果物や各都市の事例

を示すためのビデオなどについて、各都市間で
議論

- トリカラの企業説明

表－１ URBinclusionのネットワーク活動の各回のテーマ

と内容（筆者作成） 
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としてまとめられた。これは複数の都市が集まって形成さ

れたネットワークという特性上、各都市レベルではなく、

複数の都市に適応可能な共通の成果があげられたと言える。

一方で、URBinclusionに参加した都市のLAPの内容から、参

加都市は共通のビジョンを持っているにも関わらず、各都

市で策定されたLAPには、共通性は見られない。このこと

から、LAPは各地域の実情をふまえ、把握し、地域レベル

での活動が策定されていると言える。 
よってURBACTは、1)政策ネットワークで得られた複

数の都市に共通する課題レベルでの知識と 2)それらをふ

まえたうえで各地域の実情にあわせた LAP の策定という

2 つの異なるスケールでの都市再生が実施できていると推

察する。 
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表－２	 URBinclusion参加都市のLAPの内容とURBinclusion	Manifestoで抽出された5つの要素（筆者作成） 
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ふるさと納税等の寄付・募金行為と地域活動に対する意識等との関連性に関する一考察 

和歌山大学経済学部 上野 美咲 

１．はじめに 

地域活動（エリアマネジメント等）には「文化センター、

公園、広場などの公共施設に関する地域活動」「治安、にぎ

わい、景観など、まちや地域の暮らしやすさに関する地域

活動」「祭りや伝統行事などの文化的なものに関する地域活

動」等がある。また、地域活動の一つであるエリアマネジ

メントは地価を上昇させることを実証分析により明らかに

されている 1)。エリアマネジメントは公益的性質が存在す

るものの、あくまでも民間を主体とした活動である。その

ような中で、財源や人材の確保に関しては従来からの課題

として存在している。日本国内においては 2018 年 6 月に

地域再生エリアマネジメント負担金制度の創設を含む「地

域再生法の一部を改正する法律」（以下、日本版BID(1)）が

制定されたことにより、資金面の支援制度は充実してきた

ようにも見える。一方、税制ではなく、分担金を活用して

いる点等から、日本国内における上記制度の活用は浸透し

づらい点も指摘されている。特に地方の商業地においては

事業者等の数が減少傾向にあることもあり、「意志ある資金

源」の調達方法については大変困難な状況であることは否

めない。 

ところで、エリアマネジメントのような地域活動を推進

する際に、地域内の信頼や互恵性といったソーシャル・キ

ャピタルが重要であることは既存研究に示されている 2)。

また、寄附／寄付（以下、寄付）行為には、互酬性や利他

性といった規範的意識がその背景にあることも広く一般的

に知られている。ソーシャル・キャピタルの構成要素の一

つである互酬性の意識がふるさと納税の要因となっており、

ふるさと納税の利用を促進するためには、返礼品目的以外

の利用者の互酬性の意識を引き出していくような取組が有

効であるという 3)。 

本論文では、ソーシャル・キャピタルの構成要素である

互酬性の意識がふるさと納税の要因となっていることを鑑

み、地域活動（特に、エリアマネジメント等）に参加する

ことが、自分と関わる地域（自分や両親の出身地など）と

それ以外の地域のふるさと納税の寄付行為にどの程度影響

しているのか等について分析を行う。また、同様の手法を

用いて非営利団体や慈善活動等を行う団体への寄付・募金

への影響についても検証を行う。本論文の構成は以下の通

りである。まず、ふるさと納税制度を活用した地域活動（エ

リアマネジメント等）の検討事例を考察する。さらに、収

集した日本国内のデータを用いて、順序ロジットモデルに

よる分析を行う。 

２．ふるさと納税制度を活用した地域活動（エリアマネジ

メント等）の検討事例 

今後の検討課題としては、利用者の動機付けに着目しつ

つ、ふるさと納税の活用方策等を考える必要性がある 3)。

これより和歌山県湯浅町（以下、湯浅町）におけるエリア

マネジメントの検討事例について見ていきたい。湯浅町（人

口約12千人、面積20㎢（新宿区とほぼ同じ）、町予算約70

億円）においては2017年度のふるさと納税額が50億円に

達したこと等により、地方創生事業による現実的な地域自

立化の財源確保戦略としてふるさと納税の活用によるエリ

アマネジメントの推進等を検討してきた。著者自身も事務

局等の立場で携わった調査結果では、対象エリア内の年間

売り上げの 1％程度である 300 万円及びふるさと納税の総

額の 1％程度を原資として 2,500万円から最大 1 億円を超

える財源捻出が可能となるという結果を得ている 4)。いわ

ゆる日本版 BID 及びふるさと納税のハイブリッド形式で

エリアマネジメントを行うというものであるが、ふるさと

納税の一部をエリアマネジメントの実施エリアに直接指定

し、納めることができればさらに金額は増えるものと思わ

れる。 

３．仮説の設定 

 近年の研究では、ふるさと納税の利用者は返礼品に関心

があるために、返礼品による競争も自治体間で発生してい

る。一方で、ふるさと納税制度は、地方自治体への寄付金

に対する所得税・住民税の控除制度であるために、自身の

居住地への愛着や居住地の価値の維持・向上を考える地域

活動の参加者にとっては、やや意に反する可能性も踏まえ、

ふるさと納税以外の寄付・募金行為も鑑みる必要性から、

下記の仮説を提示したい。 

仮説：地域活動に参加する人は、ふるさと納税等の寄付・

募金行為全般に対して高い傾向にある。 

４．分析手法 

４．１．順序ロジットモデル 

これからは、本分析の統計手法を紹介する。ここでの分

類は、寄付・募金の金額に応じて「寄付等はしていない」

から「5万円以上」まで6段階（1点刻み）の分布を検討す

る。この場合、寄付・募金の金額に応じてある程度の「順

序」が存在するため、被説明変数に対する影響要因を考慮

した順序ロジットモデルを使用できる。 

順序ロジットモデルは、順序のある3つ以上の選択肢を

説明変数で説明したい場合に使用することが可能である。

仮に順序のある選択肢がM個あるとする。また、観測され

ない潜在変数𝑍𝑖は次のように決定されるものとする。 

𝑌∗ = ∑ 𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝜀 = 𝑍𝑖 + 𝜀

𝐾

𝑘=1
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𝑋𝑘 =説明変数群 

𝛽𝑘 = 説明変数𝑋のそれぞれの係数 

𝐾＝説明変数の数 

𝜀＝誤差項 

なお、ここで𝑍𝑖は 

𝑍𝑖 = ∑ 𝛽𝑘𝑋𝑘 = 𝐸(𝑌𝑖
∗)

𝐾

𝑘=1

とする。 

 ここで、𝑋𝑘は観測可能な変数（説明変数）で、潜在変数

𝑍𝑖の変動を説明する変数εは観測されない変数で𝑋𝑘で説明

される部分以外を表したものである。個人iについて観察さ

れる従属変数𝑌𝑖は未知のしきい値𝜇1, 𝜇2, 𝜇3, … 𝜇𝑀−1に対し

て、 

𝑌𝑖 = 1 𝑌𝑖
∗ ≤ 𝜇1

𝑌𝑖 = 2 𝜇1 < 𝑌𝑖
∗ ≤ 𝜇2

: 

𝑌𝑖 = 6 𝑌𝑖
∗ > 𝜇5

によって定義されるものとする（ただし、M=6 とする）。

推定では係数𝛽𝑘としきい値𝜇1を同時に推計する。εは分布

関数である。 

Δ (x)  =
exp (x)

1 + exp (x)

なお、ここで𝑌𝑖は順序が存在する6種類の選択肢とする。 

その結果、それぞれの𝑌がその値によって入る領域は以

下となり、 

𝑃(𝑌 = 1) =
1

1 + exp (𝑍 − 𝜇1)

𝑃(𝑌 = 2) =
1

1 + exp (𝑍 − 𝜇2)
−

1

1 + exp (𝑍 − 𝜇1)

： 

𝑃(𝑌 = 6) = 1 −
1

1 + exp (𝑍 − 𝜇5)

が導かれる。βは通常の重回帰の係数とほぼ同じように解

釈できる。すなわち、βの符号がプラスであれば𝑋𝑘が大き

いほど従属変数𝑌𝑖は大きな値となる（確率が高くなる）。β

の符号がマイナスであれば𝑋𝑘が大きいほど従属変数𝑌𝑖は

小さな値となる（確率が低くなる）。 

４．２．被説明変数と説明変数 

被説明変数（従属変数）は、寄付・募金の金額に応じて

「寄付等はしていない」から「5万円以上」まで6段階（1

点刻み）とする。このような寄付等の金額が、当該者の地

域活動への参加の影響をどの程度受けているかについて検

証を行う。説明変数は個人の属性及び多様な地域活動に関

する項目等とした。詳細は以下の通りである。  

被説明変数 

Y1=非営利団体や慈善活動等を行う団体への寄付・募金 

Y2=自分や両親の出身地など自分と関係のある地域に対す

るふるさと納税 

Y3=自分と関係のない地域（自分や両親の出身地などでは

ない）に対するふるさと納税 

説明変数 

人口：大都市＝1〜町村＝4（大都市（東京 23 区、政令指

定都市）、中都市（人口10万人以上の都市）、その他の都市

（人口10万人未満の都市）、町・村） 

年齢：高齢者＝1～若者＝63（1936 年（昭和 11 年）以前

～1998年（平成10年）以降、1年刻み） 

性別：男性＝1、女性＝0 

文化センター、公園、広場などの公共施設に関する地域活

動ダミー：はい＝1、いいえ＝0 

治安、にぎわい、景観など、まちや地域の暮らしやすさに

関する地域活動ダミー：はい＝1、いいえ＝0 

祭りや伝統行事などの文化的なものに関する地域活動ダミ

ー：はい＝1、いいえ＝0 

その他の地域活動ダミー：はい＝1、いいえ＝0 

子供の頃、親や祖父母が地域活動に参加する際に一緒に参

加して育った：全くあてはまらない＝1～よくあてはまる

＝5 

子供の頃、親や祖父母が地域活動に参加しているのを見て

育った：全くあてはまらない＝1～よくあてはまる＝5 

子供の頃、親や祖父母が人を助けるのをみて育った：全く

あてはまらない＝1～よくあてはまる＝5 

子供の頃、家庭内で人助けの大切さを学ぶ機会があった：

全くあてはまらない＝1～よくあてはまる＝5 

子供の頃、家庭内で地域活動に参加することの大切さを学

ぶ機会があった：全くあてはまらない＝1～よくあてはま

る＝5 

世帯年収ダミー（以下のカテゴリーにあてはまる場合には

1、それ以外は0）： 

400万円未満  

600万円以上1,000万円未満 

1,000万円以上 

世帯金融資産ダミー（以下のカテゴリーにあてはまる場合

には1、それ以外は0）： 

400万円未満 

600万円以上1,000万円未満 

1,000万円以上 

４．３．データ 

本調査は 2017 年 3 月 1 日から 10 日までインターネッ

ト（NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューシ

ョン株式会社に実施を委託）を通して行い 11,371 名から

回答を得た(2) 。上記回答者全体の地域分布は「大都市（東

京23区、政令指定都市）」が36.7％、「中都市（人口10万

人以上の都市）」が23％、「その他の都市（人口10万人未
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満の都市）」が 31.9％、「町・村」が 8.4％となっている。

本調査には、性別、年齢、教育、仕事、収入等の基本的な

個人属性に関する質問が含まれ、また多様な地域活動に関

する回答者の意見や態度に関するいくつかの質問も含まれ

ている。 

５．結果 

記述統計については表―１を参照されたい。「人口」につ

いては小規模都市が多いような分布となっている。「年齢」

は高齢層が多く、「性別」はやや男性が多いサンプルとなっ

ている。現在の地域活動については、「祭りや伝統行事など

の文化的なものに関する地域活動」のみ平均値がやや高い

値となっている。子供の頃の地域活動等の経験については

5段階のうち、いずれも3以上と高い値となっている。年

収や資産に関する平均値についてはいずれも低い値となっ

ている。 

５．１．推定結果に関する考察（表―２） 

まずは、非営利団体や慈善活動等を行う団体への寄付・

募金（Y1）について見ていきたい。「人口」については、統

計的に有意でなかった。「年齢」「性別」については、統計

的に有意（1％）であり、「年齢」の符号はマイナス、「性別」

の符号はプラスであった。高齢者や男性ほど寄付・募金額

が高い傾向にあることを示している。現在の地域活動に関

しては、全てにおいて統計的に有意（1％）でかつ、符号は

プラスであった。地域活動への参加は寄付・募金額を高め

ることが示されている。一方で、子供の頃の経験は「親や

祖父母の人助けを身近で見て育つ」に関しては、統計的に

有意（1％）であり、符号はプラスであった。それ以外の子

供の頃の経験は統計的に有意ではなかった。世帯年収につ

いては「1,000 万円以上」は統計的に有意（1％）であり、

符号はプラスであった。つまり、 世帯年収が高い方が寄付・

募金額は高い傾向にあるといえる。世帯金融資産について

は、「1,000万円以上」（有意水準5％）であり、符号はプラ

スであった。世帯金融資産が多いと寄付・募金額が高い傾

向にあるといえる。 

続いて、自分や両親の出身地など自分と関係のある地域

に対するふるさと納税（Y2）について見ていきたい。 

属性要因である「人口」については、統計的に有意（1％）

でかつ符号はマイナスであった。つまり、人口規模が大き

い都市の人ほど自分と関係のある地域に対するふるさと納

税の金額が高い傾向にある。「年齢」「性別」については、

統計的に有意（1％）であり、符号はプラスであった。若者

や男性ほど自分と関係のある地域に対するふるさと納税の

金額が高い傾向にあることを示している。現在の地域活動

に関しては、いずれも統計的に有意であり、「公共施設の維

持活動」「景観等の維持活動」については、符号はプラスで

あった（有意水準 1％）。一方で、「祭りや伝統行事等の地

域活動」「その他の地域活動」については、符号はマイナス

であった（有意水準 1％）。子供の頃の経験は、「家庭内で

地域活動に参加することの大切さを学ぶ」（有意水準 1％）

に関しては、符号はプラスで

あった。世帯年収については

「1,000万円以上」は統計的

に有意（1％）であり、符号は

プラスであった。つまり、世

帯年収が高い方が金額は高

い傾向にあるといえる。世帯

金融資産については「400万

円未満」（有意水準1％）であ

り、符号はマイナスであった。 

続いて、自分と関係のない

地域（自分や両親の出身地な

どではない）に対するふるさ

と納税（Y3）について見てい

きたい。 

属性要因である「人口」については、統計的に有意（1％）

でかつ符号はマイナスであった。つまり、人口規模が大き

い都市の人ほど自分と関係のない地域に対するふるさと納

税の金額が高い傾向にある。「年齢」「性別」については、

統計的に有意（1％）であり、符号はプラスであった。若者

や男性ほど自分と関係のない地域に対するふるさと納税の

金額が高い傾向にあることを示している。現在の地域活動

に関しては、いずれも統計的に有意であり、「公共施設の維

持活動」（1％）「景観等の維持活動」（5％）については、符

号はプラスであった。一方で、「祭りや伝統行事等の地域活

動」（1％）「その他の地域活動」（1％）については、符号は

マイナスであった。子供の頃の経験は、「家庭内で地域活動

に参加することの大切さを学ぶ」（有意水準1％）に関して

は、符号はプラスであった。世帯年収については「600 万

円以上1,000万円未満」「1,000万円以上」は統計的に有意

（1％）であり、符号はプラスであった。つまり、世帯年収

が高い方が金額は高い傾向にあるといえる。世帯金融資産

については「400万円未満」（有意水準1％）であり、符号

はマイナスであった。 

表―１　記述統計

平均値 最大値  最小値 標準偏差  歪度 尖度 標本数

人口 2.251 4.000 1.000 0.999 0.083 1.803 5422

年齢 26.473 63.000 1.000 13.911 0.295 2.095 5422

性別 0.666 1.000 0.000 0.472 -0.705 1.497 5422

公共施設の維持活動ダミー 0.373 1.000 0.000 0.484 0.523 1.274 5422

景観等の維持活動ダミー 0.463 1.000 0.000 0.499 0.147 1.022 5422

祭りや伝統行事等の地域活動ダミー 0.510 1.000 0.000 0.500 -0.038 1.001 5422

その他の地域活動ダミー 0.071 1.000 0.000 0.256 3.352 12.233 5422

親や祖父母と一緒に地域活動に参加して育つ 3.125 5.000 1.000 1.070 -0.299 2.323 5422

親や祖父母の地域活動を身近で見て育つ 3.235 5.000 1.000 1.072 -0.401 2.441 5422

親や祖父母の人助けを身近で見て育つ 3.209 5.000 1.000 1.006 -0.309 2.628 5422

家庭内で人助けの大切さを学ぶ 3.164 5.000 1.000 0.982 -0.270 2.707 5422

家庭内で地域活動に参加することの大切さを学ぶ 3.101 5.000 1.000 0.978 -0.239 2.690 5422

世帯年収ダミー

　400万円未満 0.368 1.000 0.000 0.482 0.546 1.298 5422

　600万円以上1,000万円未満 0.280 1.000 0.000 0.449 0.981 1.963 5422

　1,000万円以上 0.101 1.000 0.000 0.301 2.647 8.007 5422

世帯金融資産ダミー

　400万円未満 0.366 1.000 0.000 0.482 0.555 1.308 5422

　600万円以上1,000万円未満 0.172 1.000 0.000 0.377 1.741 4.031 5422

　1,000万円以上 0.335 1.000 0.000 0.472 0.701 1.492 5422
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５．２．仮説に関する考察 

 上記の結果を踏まえて、先に設定された仮説について検

証したい。地域活動の種類に関係なく地域活動への参加者

は、非営利団体や慈善活動等を行う団体への寄付・募金が

高い傾向にあることがわかった。一方で、ふるさと納税に

関しては、公共施設や景観等の維持活動についてはプラス

であるが、祭り等の地域活動や上記以外の地域活動はマイ

ナスであった。ソーシャル・キャピタルを高める存在とし

て祭り等が重要な役割を果たすとされている 5)が、居住地

への愛着等の観点から、ふるさと納税による居住地への不

利益等を考慮した姿勢を示した結果と考えられる。また、

自分との関係の有無に関わらず、地域間の差異はほぼ見当

たらない結果となっている。 

６．まとめ 

 ふるさと納税等の寄付・募金行為と地域活動に対する意

識の関係性について、以下考察したい。地域活動の参加は

寄付・募金行為を促す要因であることがわかった。つまり、

地域活動の課題である人材及び財源の両方を解決する手段

として、これらの観点に注力することが今後さらに必要と

いえる。一方で、地域活動の内容によっては、居住地への

愛着が高まる傾向にあるため、ふるさと納税は浸透しづら

いという側面から、エリアマネジメントの実施にあたり「意

志ある資金源」の調達方法として、地域活動の中身につい

ても検証することが重要である。例えば、祭り等の地域活

動以外にも「その他の地域活動」に含まれるような活動の

中身の検証を通して、ソーシャル・キャピタルの醸成を図

る地域活動の精査等が必要である。 

【補注】 

(1)BIDとは、Business Improvement Districtの略称。アメリカやイギリス等

ですでに導入され同地区内で事業者等から負担金を徴収できる制度を指

す。 

(2)本調査は科学技術振興機構社会技術研究開発センター（JST-RISTEX）

「ソーシャル・キャピタルの世代間継承メカニズムの検討」プロジェクト

等の調査の一環として実施した。なお、京都大学経済研究所先端政策分析

研究センター「エビデンス・ベース社会の構築に向けた人文社会科学の学

際融合事業」とも連携して実施した。 

【参考・引用文献】 

1)上野美咲（2018）「地方版エリアマネジメント」、日本経済評論社 

2)上野美咲（2019）「ソーシャル・キャピタルが地域活動に及ぼす影響に関

する一考察」、経済理論、（399号）、53-66頁、和歌山大学経済学会 

3)高橋勇介、要藤正任、小嶋大造（2018）「ふるさと納税は寄附か-ソーシャ

ル・キャピタルの視点からの実証分析-」、KIER Discussion Paper、1707巻、

1-12頁、Institute of Economic Research, Kyoto University 

4)和歌山地域経済研究機構（2019）「和歌山県湯浅町を事例にした地方版エ

リアマネジメントの導入可能性の調査とその効果（調査報告書）」 

5)伊多波良雄、八木匡（2009）「ソーシャル・キャピタルとしての祭り～京

都三大祭りの経済的評価を中心に～」、Doshisha University Life Risk Research 

Center Discussion Paper Series、 No.2009-02、同志社大学ライフリスク研究セ

ンター 

表―２　推定結果

係数 z-値 係数 z-値 係数 z-値

人口 -0.030 -1.139 -0.129 -3.208 *** -0.122 -3.339 ***

年齢 -0.022 -10.117 *** 0.033 10.715 *** 0.030 10.448 ***

性別 0.201 3.387 *** 0.433 4.870 *** 0.223 2.787 ***

公共施設の維持活動ダミー 0.458 8.103 *** 0.359 4.325 *** 0.245 3.214 ***

景観等の維持活動ダミー 0.440 7.817 *** 0.274 3.258 *** 0.166 2.151 **

祭りや伝統行事等の地域活動ダミー 0.227 4.029 *** -0.348 -4.174 *** -0.343 -4.483 ***

その他の地域活動ダミー 0.520 4.794 *** -0.891 -3.600 *** -0.905 -4.264 ***

親や祖父母と一緒に地域活動に参加して
育つ

-0.050 -1.214 -0.126 -2.043 * -0.106 -1.878 *

親や祖父母の地域活動を身近で見て育つ 0.003 0.061 -0.058 -0.885 -0.049 -0.814

親や祖父母の人助けを身近で見て育つ 0.184 3.938 *** 0.060 0.863 -0.017 -0.270

家庭内で人助けの大切さを学ぶ 0.000 -0.006 0.024 0.317 0.034 0.496

家庭内で地域活動に参加すること
の大切さを学ぶ

0.067 1.342 0.207 2.812 *** 0.178 2.653 ***

世帯年収ダミー

　400万円未満 -0.128 -1.832 * -0.014 -0.124 -0.022 -0.216

　600万円以上1,000万円未満 0.020 0.270 0.099 0.909 0.286 2.876 ***

　1,000万円以上 0.302 3.011 *** 0.455 3.293 *** 0.717 5.767 ***

世帯金融資産ダミー

　400万円未満 -0.123 -1.418 -0.469 -3.756 *** -0.505 -4.303 ***

　600万円以上1,000万円未満 0.159 1.636 0.090 0.679 0.027 0.215

　1,000万円以上 0.205 2.304 ** -0.133 -1.035 0.147 1.246

有意水準：***=1%、**=5%、*=10%

対数尤度：Y1=-6684.1、Y2=-3364.761、Y3=-4050.616

Y1=非営利団体や慈善活動等

を行う団体への寄付・募金

Y2=自分と関係のある地域へ

のふるさと納税

Y3=自分と関係のない地域へ

のふるさと納税

決定係数：Y1=0.035、Y2=0.050、Y3=0.050
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京都市の緑地地域指定にみる特別都市計画法下の緑地制度の運用実態

株式会社URリンケージ	 	 	 田中	 優大 
龍谷大学政策学部 阿部	 大輔 

１.序章 

（１）研究の背景と目的 

	 近年、人口減少を背景とする都市縮小が予測される中、

都市機能の集積を図ることで都市縮小への対応を図る立地

適正化計画等の制度の導入が進んでいる。こうした都市縮

小に向けた政策的展開を図る上で、かつて講じられた類似

制度、政策に知見を見出すことは有効ではないだろうか。 
	 戦後、戦災復興都市計画の基本方針として掲げられた大

都市抑制の考えを実現するものとして整備された緑地制度

は、市街化抑制の手法としての役割を担った 1)。 
	 本研究では、市街化抑制の手法としての役割を期待され

ていた緑地制度が、実際の政策的展開の中でどのように運

営されていったのか、東京での運用実態など先行研究で蓄

積された知見を踏まえつつ、東京以外で大都市として唯一

緑地地域の指定を行った京都市で緑地制度の運用や、地方

都市における運用の比較から、その制度運用の実態を明ら

かにすることを目的とする。 
（２）研究の位置づけ 

	 戦後の緑地制度の導入背景や目的等について論じた研究

として、東京の緑地地域指定を中心に制度設立時の目的や

議論について明らかにした宮本 2)や、緑地地域の指定、計

画標準について整理した杉田ら 3)、土地利用計画設定標準

における位置付けと目的などを明らかにした藤賀 4)などが

挙げられる。緑地地域の実際の指定実態については、東京

における指定と変遷を明らかにした宮本 5)や、東京におけ

る緑地地域の改廃と近郊地帯への展開について明らかにし

た竹内ら 6)、地方戦災復興都市における用途地域指定の特

徴を考察する中で一部都市の緑地地域の指定について明ら

かにした浅野 7)による研究がある。また、京都市における

緑地制度の導入や背景、緑地地域の指定については、田中
8),9)が明らかにしている。このように、緑地制度の展開や指

定実態については東京を中心に蓄積が厚く、また京都や一

部地方都市を対象とした研究の蓄積がなされているものの、

その指定や運用に関しての評価、考察は個別的に行われて

おり、各都市における緑地制度の運用実態にする横断的な

評価は依然として十分でない。 

	 以上の整理から、本研究は先行研究で明らかとなった東

京等の緑地地域の指定、運用実態を踏まえつつ、京都市や

地方都市における緑地地域の指定、改廃の動向を整理、比

較し、戦後の緑地制度の運用に対して横断的に評価、考察

を行う点で独自性を持つ。 
（３）研究の方法 

本研究は、主に 1950〜60 年代の京都市の緑地地域指定
に関わる資料、戦災復興誌、当時の緑地制度の運用に関す

る関係団体資料等を用いて調査、考察を行った。 

２.緑地制度の導入と目的 

終戦後、戦災復興都市計画の基本的な方針として、1945
年 12 月に戦災地復興都市計画基本方針が閣議決定され、
1946年9月に戦災復興都市計画を目的とした特別法である
特別都市計画法が制定された。 
	 戦災復興都市計画基本方針では、その方針として「大都

市抑制、地方中小都市振興」10)が掲げられ、都市部の市街地

抑制が戦災復興都市計画の一目的となった。そうした方針

を反映して、特別都市計画法では緑地制度が創設された。 
（１）緑地制度の目的 

	 緑地制度は法の条文においてその目的が明記されていな

いものの、戦災地復興都市計画基本方針並びに法整備に伴

い設定された戦災都市土地利用計画設定標準では、「都市計

画区域を市街地区域、緑地地域及び留保区域に大別する。」
11)とあるように緑地地域が都市計画区域を市街地区域、留

保区域と並び区分するものであるとされ、非市街化区域を

意味するものとして位置付けられた。また、緑地地域は「良

田、良畑、山林、池沼、河川等の存する区域で、都市の食

料時給、厚生、風致保存等の見地から特に存置育成が必要

とするもの。」11)、「市街地の連檐を防止し、これを適当な団

地に区画するため必要な地帯」11)とされていた。緑地地域

指定標準においても、緑地地域の選定基準として「市街地

の膨張抑制又は家屋の連担防止を必要とする土地」12)を一

に掲げており、これらの各種標準から、緑地制度が市街地

の連檐抑制に加え、農林等の保全による蔬菜供給の確保、

厚生、風致保全等を目的とするものであったことが確認で

きる。また、宮本によれば法制定時の説明において「都市

ノ過大膨張ヲ抑止シ、且ツ市民ノ健康ヲ保全シマス為ニハ、

主トシテ都市ノ周辺部ニ相当広大ナ土地ヲ空地トシテ保存

スルコトガ必要デアリマス（中略）是等ノ土地ヲ緑地地域

トシテ指定スル必要ヲ認メラレ」2)とあり、その目的として

都市の課題膨張の抑止を謳っていた。 
	 緑地地域の指定については、指定都市の要件や配置、形

状が技術標準において定められており、指定の方針として

「人口 20 万人以上の戦災都市及び特に都市の接続してい
る地方」12)が指定の基本的な対象とされた。また、緑地地域

の配置や形状は「市街地の外周部及び内部に環状又は放射

状」12)、「帯状、環状又は放射状」11)、「緑地帯ヲ市内ニ楔入」
13)として市街地を環状に緑地帯で囲み拡大を抑制するもの、

緑地帯を市街地間に放射状に打ち込むことで市街地の連単

を防止する楔状等の指定が挙げられた。 
（２）緑地制度の導入 
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	 緑地制度は前述したように、特別都市計画法において規

定されたため、当初、緑地制度の導入は戦災都市に限定さ

れていた。しかし、特別都市計画法以外に、1950年前後に
制定が進んだ特別都市建設法において緑地制度は導入され

た。特別都市建設法における緑地制度は、特別都市計画法

の緑地制度を規定した第三条を準用する形で緑地制度を導

入した(1)。これにより、横須賀、舞鶴、別府、京都、奈良な

どの非戦災都市においても緑地制度の運用が可能となった。 
	 特別都市建設法における緑地制度導入の背景には、緑地

制度が戦後の都市計画法案改正の頓挫から戦災都市に限定

された特別都市計画法での導入に留まったという経緯から、

戦災の有無に問わず緑地制度を大都市に適用したいとする

建設省の意図があった(2)。 

３.実際の緑地地域の指定と内実 

（１）指定都市の内訳 

特別都市計画法及び特別都市建設法で緑地制度の運用が

可能となった都市は124都市であった(3)。この内、水戸、日

立、東京、岐阜、高知、下関、八幡、若松、久留米、大牟

田、京都の11都市で緑地地域が指定された。 
京都市を除く 10 都市は特別都市計画法で対象とされた
戦災都市であり、戦災復興都市計画によって緑地地域を指

定した。京都市は特別都市建設法である京都国際文化観光

都市建設法の規定によって適用となり、指定された。 
	 また各指定都市の緑地地域指定時人口をみると、緑地地

域指定標準で掲げられた 20 万人の人口を上回っていた都
市は東京、八幡、岐阜、京都の4都市に留まり、半数以上
の指定都市において20万人を下回っていた。 
（２）戦災都市における指定 

	 戦災都市における指定を見ると、その指定時期の大半は、

諸都市において戦災復興土地利用計画の制定が進んだ

1950年までに集中して行われている（表－１）。 
	 各都市における緑地地域の配置やその形状を見ると、帯

状、楔状、環状、或はその組み合わせ、また海や河川とい

った地形を利用して、配置が行われていたことがわかる。 
	 先述した計画標準や法制定時の議論、先行研究から、緑

地制度の主要な目的が市街化抑制であったことは疑いもな

い。一方で、計画標準等において蔬菜供給等の目的が挙げ

られているように、緑地制度は市街化抑制のみを目的とし

た一義的な制度ではなかった。戦災復興誌における各指定

都市の緑地地域の指定理由に実際の運用における指定目的

をみると、基本的な目的として市街化の抑制を謳っている

ものの、その指定理由は多義的であった。 
	 八幡市における緑地地域指定の解説では、「緑地地域は市

民生活の健康の保持と防災上、山麓地の無制限の宅地化の

防止並びに農林生産を兼ねて」14)とあり、厚生、市街化抑

制、農林行の保全等を掲げている。さらに「河内、畑貯水

池を連ねる一帯は八幡市民のレクリエーションの場として

最適と地域である。」14)と続き、緑地地域の指定理由として

厚生を重視していたことが窺える。日立市においては「３

条の緑地を配して市街地を分断し、無統制に膨張しつつあ

る市街地の発展を抑制するとともに都市美をも助長するこ

ととした」15)として、市街化抑制に加えて、都市美を意図し

ており、都市の風致保存等を目的としていた。岐阜市では

「ハイキングコース、ドライブウェー等それぞれ応じた施

設をするときは、行楽、観光地として好適であることから

現状を確保」16)、「市民への野菜供給源として存置し、無統

制な市街の形成、土地の利用を抑制」16)として蔬菜供給や

行楽等の厚生を市街化抑制以外の利用として掲げている。

実際の運用における緑地制度は、市街化抑制の目的以外に

も、厚生、風致、農林等の目的に柔軟に対応しつつ運用さ

れた多義的な制度であった実態が確認できる。 

	 緑地地域の指定は、初期の計画では環状の指定や広域の

指定を構想していたものの、実際の指定においては構想の

一部に留る例もあった。水戸市では将来的な市街化を見越

し、構想として市街地を囲繞する様に市域外に渡り緑地地

域の指定が構想された 17)ものの、実際の指定では那珂川沿

いの緑地帯等の一部指定に留まった。指定された緑地行き

は将来の追加指定によって環状緑地帯と連結する構想であ

ったが、追加指定は行われず、市街化の抑制策としての緑

地地域の効能は限定的であった（図１）。 
（３）京都市における指定 

非戦災都市であった京都市では、当初特別都市計画法に

おける緑地制度の対象とならず、1950年の京都国際文化観
光都市建設法制定によって緑地制度の対象となったことか

ら運用が可能となった。そのため、初期の指定が 1955 年

表－１	 緑地地域指定都市諸元表(4) 

図－１	 水戸市の緑地地域の構想区域と実際の指定区域(5) 
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と、戦災10都市と比較してその時期は遅い。また、特別都
市建設法によって緑地制度の対象となった5都市の内、実
際に指定へと至ったのは京都市のみである。 
京都市の指定を見ると 18) （図－２）、京都市の中心市街
地を核に、北山、東山、西山の山陵部にかけて環状に緑地

帯を配置し、伏見、山科、桂等の衛星市街地との間に緑地

帯を配置することで、中心市街地と衛星市街地、各衛星市

街地間における市街化の連担を防止しようとした。 
	 これらの指定理由を京都市の説明資料に見ると「市街地

の範囲を可能な限り縮小して都市施設の有効利用をねらっ

た」19)、「市街地が無秩序に平面的に拡大するを制御するた

め」20)としており、緑地地域の指定を市街化抑制の手法と

して位置づけた指定であったことがわかる。また一方で、

指定について「市街化区域の過大防止と生産緑地の確保と

いう本来の目的以外に、景勝地の風致保全維持の目的のた

めの指定と、指定当時において如何なる土地利用が都市計

画上望ましいか判断しがたい地域を、発展動向が確実視さ

れるまで、市街化を当面抑制する目的で指定した。」21)とも

されており、風致保全、または将来的な発展代としての保

留という目的も指定の意図として含まれていた。 

４.制度的限界と衰退 

（１）緑地地域の廃止・縮小 

	 各都市において指定された緑地地域は、初期指定以降、

期間を空けず縮小変更されている例が見られた。東京等に

おける改廃、縮小の経過、動向については、宮本（1993）、
竹内ら（2008）に詳しい。これらの先行研究によれば、東
京等における緑地地域の廃止は、国における国土開発、住

宅開発等の整備の促進、好景気を背景とする民間の建設活

動の増大を背景に行われた。また、こうした緑地地域の解

除地域では、住居地域への用途転換が行われるのと併せて、

区画整理、住宅の一団地経営による計画的な市街化が図ら

れた。一方で、こうした緑地地域の廃止や計画的な市街化

が図られても尚、違法建築等による緑地地域の市街化は進

んだ。 
	 地方都市における緑地地域指定後の動向をみると、その

傾向と共通し、指定後数年以内に縮小変更される都市がみ

られた。指定から10年以内に大牟田、水戸、日立、高知の
諸都市において緑地地域の縮小変更が行われた(7)。縮小変

更の理由が確認できる高知では、「近時人口の著しい増加」
22)などが理由として掲げられており、地方都市においても

人口増加を背景として、住居地地域等への転用を図るため

に緑地地域が縮小されていたことが明らかとなった。 
	 また、人口増加や住宅政策への呼応の他に、指定都市で

は「指定された緑地地域にしばしば縮小変更乃田至はそう

した陳情運動などが行われ」23)、縮小変更を迫られた(8)。 
（２）京都市における緑地地域の廃止・縮小 

京都市では初期指定の 6年後の 1961 年に緑地地域の縮
小廃止を行った。その後も3度に渡り緑地地域の縮小変更
を行っている。これらの変更では大半の緑地地域が住居地

域へと変更されたが、例外はあるもののいずれも変更地域

においても、区画整理事業、一段地による住宅経営、新住

宅市街地開発事業が行われ、計画的な市街化が図られた。 
	 緑地地域縮小の検討、変更は「指定後７ヶ年を経過し、

その間の社会的、経済変動は著しく、特に経済情勢の好軽

に伴う産業の発展による工場建設の民間地力による住宅建

設は、昭和30年変更指定当時の予想を遥かに上廻って、急
テンポで行われており、また国家的見地より進められてい

る名神高速自動車国道、東海道新幹線の設置ならびに国道

の付替等の都市施設の整備充実は、都市計画全般に亘り再

検討を促し、地域計画においても早急に再検討を加えるべ

き段階に至っている。特に、昭和30年指定された緑地地域
は（略）都市諸施設の整備充実により、緊急に用途地域に

変更する必要性に直面している地域が随所に見られており、

これらの地域がどの様な条件のもとに用途地域に変更して

いくかが、大きな問題となっている」21)と、1955年の指定
以降の社会状況の急速な変化と、高速道路や新幹線といっ

た国土開発を進める開発政策の方針を背景とする用途地域

の再検討において緑地地域の変更が主要な問題であるとの

認識の下、進められていった。 
	 また、こうした理由の他に「健全な市街地発展のために

指定された緑地地域も、人口増加、産業の発展、地価の騰

貴等による宅地の圧迫のため、不当に蚕蝕されてゆく恐れ

が充分ある」24)として、東京等の緑地地域で進んでいた様

な違法建築や散逸的な開発による緑地地域の無秩序な市街

化が進む前に計画的な市街化を図ろうとしたことも縮小が

進められた理由の一つであると考えられる。 
（３）制度の形骸化 図－２	 京都市の緑地地域指定区域(6) 
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11都市において緑地制度が運用されたものの、緑地制度
の運用対象都市が124都市であったことを鑑みると、その
運用率は10％に満たず、制度として十分に活用されていた
とは評しづらい。また、指定都市において指定後短期間に

緑地地域の改廃が進んだ実態に加え、当時の建設省官僚が

「今や緑地地域制度は、特に地方都市の都市計画にたずさ

わる人たちにとっては、完全に考慮の対象外にあるのでは

ないということである戦後いち早く生まれたこの制度は、

戦後十年にして無用化しつつあるのではないかということ

である。」25)と評したように、制度設立から 10年余りの内
に、緑地制度が都市計画における手法として検討の対象と

されていない実態があり、制度として形骸化しつつあった

といえる。その背景には、指定諸都市の緑地地域の縮小理

由に挙げられていたように、高度経済成長を迎える中で国

土計画、都市計画における方針が、全国総合開発計画の制

定等に代表されるように開発を基調とする方向へと変化し

たことにあった。1950年半ば以降の経済成長を背景とする
都市部への人口流入や市街地開発の圧力の高まり、開発を

基調とする政策方針への転換などの中で、大都市抑制を掲

げ、市街化抑制の手法であった緑地地域は成長を是とする

国土開発の方針にそぐわぬ制度と化していった。 

５.結論 

	 緑地地域指定諸都市における制度運用の整理からは、実

際の運用における緑地地域の配置、形状や、市街化抑制以

外に厚生、風致保全等を重視した指定、将来的な発展を見

越した保留地としての指定等、市街化抑制策としての一義

的ではない多義的な側面を持つ柔軟な運用が行われていた

実態が明らかとなった。また、緑地地域の指定時人口の整

理からは、指定標準において掲げられた人口規模が厳密に

適用された訳でなく、将来的な計画人口を見越すなどした

運用がなされていたことがわかる。 
	 指定については、大規模な緑地帯の構想がなされながら

も実際の指定は限定的であった水戸市の事例等、実際の運

用の中で構想と実態のズレが生じていたことが窺える。 
	 また、緑地地域の指定が進んだ戦災復興都市計画初期以

降に、緑地地域の縮小変更等の動きが東京のみならず地方

都市においても見られたことや、それらの理由として差異

はあるものの、人口の増加や、それらに呼応する国の住宅

政策、国土政策の影響が共通する背景としてあったことが

明らかとなった。また、京都市の緑地地域の縮小と計画的

な市街化の背景に、緑地地域における蚕食的な市街化への

懸念があったことからは、緑地地域の縮小変更の遠因が、

違法建築や散発的な市街化等を抑制できない緑地制度の制

度的な脆弱さにあった可能性を示唆している。 
	 さらに、こうした縮小変更の動きに加えて、緑地制度の

運用対象都市における指定の少なさなど、制度としての十

分に運用されておらず、制度整備から 10 数年の内に制度
として形骸化していた実態が明らかとなった。 
以上、特別都市計画に規定された緑地制度の実際の制度

運用や、制度的限界、形骸化の実態は、縮小時代における

市街化抑制、縮小手法に重要な示唆を与えると考えられる。 

【補注】 
(1) 緑地制度の準用の条文は各特別都市建設法によって異なるが、その形式
は二つに大別され、一つは特別都市計画法全体を適用する中で緑地制度

が運用可能となったもので、横須賀、舞鶴、別府が該当する。もう一つ

は特別都市計画法の緑地制度を規定した第三条のみを準用する形を取

ったもので、京都、奈良が該当する。参考文献7)参照 
(2) 京都国際文化観光都市建設法の法案が審議された第8回国会の建設委員
会第 4号、建設・地方行政連合委員会 第 1号の説明で建設省都市局長
より説明されている。参考文献7)参照 

(3) 内閣告示第 30号、総理庁告示第 24号、第 82号における戦災都市と特
別都市建設法により対象となった5都市の合計。 

(4) 戦災都市については戦災復興誌都市編第1から第7における各都市の当
該部分より参照。京都市については参考文献19) 参照。また、緑地地域
の指定範囲が確認できなかった都市については形状等を不明とした。指

定理由については、各都市の指定区域を基に判断した。 
(5) 参考文献7)を基に加筆 
(6) 参考文献20)の他、同第85、99、112、106回資料を基に作成 
(7) 戦災復興誌都市編第1から第7による。 
(8) 東京の緑地地域解除の陳情の動きは参考文献5)に詳しい。 
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コミュニティ型暫定利用による空地活用の実態と事業期間終了後の動向に関する研究 

-事業の継続・終了プロセスに着目して-

龍谷大学大学院政策学研究科  田中 智朗 

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 

人口減少期を迎え、今後、都市において空地・空き家が

無秩序に増加していくことが予測されている 1)。そういっ

た低未利用地の増加は、まちの治安やイメージの悪化を招

く恐れがあり、遊休地として放置されることは地域の活力

低下といった負の影響をもたらしかねない。そのような状

況の中、低未利用地を地域の資源として捉え、柔軟かつ合

理的に活用していく暫定利用の取り組みが注目を集めてい

る 2)。 

近年、空地に代表される遊休不動産を暫定利用する事例

が増加し、その目的や役割が多様化している中 3)、空地の

管理・運営や、イベント等の活動を通した人々の交流が地

域コミュニティの形成を促進している事例（以下コミュニ

ティ暫定利用）も多く見受けられる。暫定利用という一時

的な取り組みにおいて、暫定利用期間後にどのような展開

がみられるのか、その実態を明らかにすることは、都市縮

小期における市街地の再編手法を検討していく上で重要で

ある。 

そこで本研究では国内で実施されたコミュニティ型暫定

利用38事例を対象に、1)運営形態に着目し概要を整理する

ことで、事業の実態を明らかにするとともに、暫定利用期

間が終了した事例に着目し、その継続・終了プロセスから

2)暫定利用期間終了後における事業展開の実態を明らかに

することを目的とする。 

（２）先行研究の整理 

本研究に関連する既往研究として、暫定利用の効果や評

価について述べたものに、ドイツのライプツィヒを事例に

暫定利用が地域の実情に合わせた柔軟な土地利用を可能に

している点を明らかにした大谷ら（2018）4)の研究や、神戸

の「まちなか防災空地事業」を対象に、暫定的な広場の存

在が密集市街地の都市機能を補完しうることを明らかにし

た三好ら（2018）5)の研究がある。また、事業の運営プロセ

スに着目したものとして、福井市「新栄テラス」を対象に

暫定利用として試験的に始めた取り組みの定着に向けて、

段階的に利用期間を延ばしていく手法のプロセスを示した

原田（2020）6)や、千葉県柏市「カシニワ制度」を対象に土

地の貸借に関わるトラブルを未然に防ぐ仕組みや運営方法

を明らかにした寺田ら（2012）7)の研究がある。複数の事例

から暫定利用を捉えた研究として大野（2017）3)や花野ら

（2020）8)らがある。本研究もそれらに続く位置付けである

が、本研究では、事業の運営形態と暫定利用期間後の動向

から、空地の暫定利用がその後の地域のコミュニティ形成

に及ぼす影響について考察を試みる点に特徴がある。 

２.研究方法 

（１）対象事例の抽出方法 

対象事例の抽出方法としては、大野（2017）3)で取り上げ

られた 1960 年から 2017 年にかけての事例 83 件に加え、

国土交通省が発行した「暫定利用に取り組む事例紹介」2)、

Web の検索エンジンを用いて「暫定利用」、「空地利用」、

「空地」、「低未利用地」のキーワード検索で抽出された事

例を含めて全 96 事例を暫定利用の事例として抽出した。

そこから10000㎡未満の空地を暫定利用している事例を対

象に、①広場もしくは農園として活用されており、市民が

維持管理に携わるもの、②商業的利用が行われており、 

表－１ 対象事例 
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地域コミュニティの交流拠点としての要素(1)が見られるも

の、のいずれかに該当する事例 38 件をコミュニティ型暫

定利用の事例として抽出した。（表－１） 

（２）研究の方法 

文献調査により、収集した事例の詳細なデータを把握し、

整理を行うことで、コミュニティ型暫定利用の実態を明ら

かにする。 

３.コミュニティ型暫定利用の概要整理 

（１）運営形態の類型化 

 コミュニティ型暫定利用における運営形態を表－２のよ

うに類型化した。 

 ①市民委託型は、密集市街地の防災性向上や、既成市街

地における公園面積の確保など公的な目的を背景に行われ

る事業が多い。期間限定であること、貸与により税制の優

遇や補助金を受けられることで、対象地区内の複数の所有

者から土地を貸借している事例が多くみられる。インセン

ティブの設定としては固定資産税の減免もしくは免除が最

も多く採用されている。 

 ②官民協働型は、まちなかの空洞化や、回遊性の低下を

背景とする、衰退地域の活性化を目的とした事業が多く見

られる。民間に管理を委託することで、空地の空間的な整

備のみでなく、イベントの開催等も含めた幅広い活動が可

能となっている。また、該当する6事例のうち5事例は、

大学と市の協働で行われており、大学生が企画・運営に携

わることで地域活性化に向けた創造的な取り組みが行われ

ている。 

 ③市民運営型は、地域のまちづくり組織やボランティア

団体が、遊休地の所有者に自ら働きかけを行うことで事業

が成立するケースが多く、オープンスペース創出を目的と

した事例が多い。ほとんどは公有地を対象に行われており、

借地代は無償である。「氷川台農園」の事例に関しては、個

人所有の空き家を対象としているが、空地の適正管理を行

うことと、必要時には返却することを条件に、無償での借

地が成立している。 

 ④民間空地活用型と⑤企業間貸借型では、賑わいの創出

や人々の交流生み出すことを目的とした事例が多い。運営

方法としても、主体となる民間企業が空地の整備を行い、

その後、利用したい事業者や市民が企業側と契約を結び、

運営していくという流れが一般的である。土地所有者への

インセンティブは基本的に土地の借地料となるが、遊休地

を対象とした事業では場合によっては無償、もしくは低め

に抑えられることもある。 

（２）面積と期間 

コミュニティ型暫定利用における面積と期間の関係を次

のように表した（図－１）。収集したコミュニティ型暫定利

用の42％は、区画単位（500㎡以下)の面積かつ、5年未満

という期間設定で行われている。 

運営形態に関しては、民間企業が運営を担う官民協働型、

民間空地活用型、企業間貸与型は全て5年以下の短期間を

想定して行われている一方で、市民や行政が運営に携わる

市民委託型・市民運営型の事業は比較的長期的な期間設定

を行う場合がみられた。これは、開発予定地を対象地とし

た民間運営の事業が多いことや、定期的にイベントを行い、

賑わい創出を目的とした事業形態が長期的な運営には向か

ないことが理由として考えられる。 

図－１ 面積と期間の関係 

（３）運営形態と用途の関係 

 コミュニティ型暫定利用の用途を、前項で類型化した運

営形態ごとに整理を行った（表－３）。運営形態ごとの特徴

を見ていくと、行政・市民主体で行われるほとんど事例は、

広場が整備されており、農的要素と組み合わせて空地の整

備が行われているものも見られる。 

表－２ 運営形態の類型 
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行政・市民が運営を行う事例に比べ、民間企業が運営に加

わる事業は、商業的要素が加わり、イベント利用が行われ

る事例が多いという特徴がある。イベント利用には、「カナ

ドコロ」のように運営側が主催して行われる場合と、「若者

クリエイティブコンテナ」のように広場をレンタルスペー

スとして利用希望団体に貸し出し、運営とは別の主体が主

催する場合があるが、コミュニティ型暫定利用では後者の

取り組みの方が多い。 

また民間主体のなかでも、官民協働型は、誰もが自由に

使える広場と、ワークショップなどで利用できるレンタル

スペースが併存されている事例が多い。これは地域の活性

化を目的とした事業であるため、まちづくりの拠点として

の役割が強いからであると思われる。民間空地活用型は同

じく民間主体の事業ではあるが、行政の介入がないため、

広場的要素を含んだ事例は少なく、使われ方としては農園

としての利用や小規模なブースを設けた商業利用が多い。 

表－３ 運営形態と用途 

（▲は複数事例のうち一部該当） 

４.コミュニティ型暫定利用を通したまちづくり活動 

コミュニティ型暫定利用は地域のまちづくり活動と連携

して行われることが多い。暫定利用時に行われるまちづく

り活動の種類として、対象地の周辺自治会等、そこに居住

するコミュニティによって展開される「地域自治活動」、空

地の維持管理を担う地域ボランティア等、団体によって展

開される「団体活動」、ワークショップ等のイベントを通し

て展開される「イベント活動」に分類し、それぞれの実態

からまちづくり活動としての役割を考察する 

（１）地域自治活動 

 地域自治活動は、主に市民委託型の事業がこれに該当す

る。活動としては、事業対象地の清掃活動などの管理活動

が一般的であるが、中にはコミュニティ農園の運営を行う

といった積極的な活動も見られる。事業の多くは、既存の

コミュニティが形成されている地域に、後から空地の管理

を委託することになるため、新たなコミュニティが生まれ

るというよりは、既存の組織における活動の幅を広げる役

割が大きいと考えられる。また、暫定利用であることは、

運営に関わる際の心理的負担を軽減し、参加の機会を増や

すことで住民の自治意識を向上させる役割があるのではな

いかと思われる。 

（２）団体利用 

 団体活動では、市民管理型で多く見られる。活動として

は、地域自治活動と同様、管理活動が多いが、周辺住民に

委託するよりも空間整備に意欲的な人が多く参加するため、

整備の質は高い傾向がある。そのため、ある程度敷地面積

の広い空地に対しては、団体利用が有効であると考えられ

る。また、団体に土地の管理を委託することは、地域のま

ちづくり組織の経験を蓄積していく役割があると思われる。 

（３）イベント利用 

 イベント利用は、民間が運営に携わる事業で多くみられ

る。イベントの開催やワークショップを通して、外部から

人が訪れるため、特定のコミュニティが利用する市民利用、

団体利用時に比べると、多様な人々との交流が生まれやす

い。地域のまちづくり活動においても新たな展開が生まれ

やすいといった特徴があると思われる。 

５. 暫定利用期間後の動向 

（１）暫定利用継続時の動向 

暫定利用期間継続に至る経緯としては、開発予定が無い

こと理由に契約更新が行われるケースが最も多く、神戸市

「まちなか防災空地事業」では、貸借により固定資産税が

免除されることから、規定されている3~5年の貸借期間を

経過しても、所有者側に開発の意向が無い限りは継続され

ている土地が多い。他にも税制の猶予が生じる市民委託型

の事業では、これに該当するものが多く見られた。 

上記の継続経緯以外には、次のような実態が見られた（表

－４）。1つ目のパターンとしては、利用者から継続に声が

多く集められたことを背景に、継続する事例が挙げられる。

「橋通りCOMMON」では、当初2年間の暫定利用の予定

であり、一度は閉場したものの、利用者の要望や土地所有

者らの理解が得られたことにより、1年後「COMMON-SHIP

橋通り」として同敷地に復活し、その後2年半の間活動を

継続した。また、更新前後で事業の内容を起業者向けから、

市民向けへと変更するなど、事業期間を一度区切ることで、

地域のニーズに合わせた大幅な転換に踏み切りやすいとい

った側面も見られた。 

2 つ目のパターンとしては、暫定利用期間後に新たな主

運営形態 名称 期間
面積

（㎡）

広

場

ベ

ン

チ

芝

生

遊

具

農

園

花

壇

商

業

空

間

交

流

空

間

イ

ベ

ン

ト

利

用

身近な広場 平均20年 平均928 ● ▲ ▲ ▲ ▲

まちなか防災空地事業 3~5年 平均96.1 ● ● ▲ ▲ ▲ ▲

まちかど広場整備事業 20年 200~300 ● ● ▲ ▲ ▲ ▲

カシニワ制度 1年契約 平均8341 ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

深谷ベース 2年 900 ● ● ● ● ●

まちづくりスポット創生事業 最大3年 平均240 ● ● ▲ ▲

プチテラス事業 5年以上 20~300 ● ● ▲ ▲

まちなかコモンズ整備事業 5年以上 40以上 ● ● ▲

文京区空き家対策事業 原則10年 50～180 ● ▲

練馬区区民農園 未定 平均2095 ▲ ● ▲

みんなのひろば 5年 370 ● ● ● ● ● ● ●

カナドコロ 3年 1,250 ● ● ● ● ● ●

新栄テラス 3年 430 ● ● ● ● ● ●

わいわい‼コンテナ 未定 624 ● ● ● ● ● ●

若者クリエイティブコンテナ 未定 600 ● ● ● ● ● ●

崇仁新町 2年 1,000 ● ● ●

経堂子ども天国 2年 約640 ● ● ●

桜丘冒険遊び場 1年3ヶ月 2,150 ● ● ●

大日六丁目商店街・にぎわい広場 1年 162 ● ● ●

花のふれあい花壇 10年 約540 ● ● ● ●

さいわい夢広場 9年 7,000 ● ● ● ●

六町エコプチテラス 7年 2,000 ● ● ●

玉川コミュニティガーデン 6年 540 ● ●

氷川台農園 未定 100~300 ● ●

夢キャンパス2001 5年 7,865 ● ● ● ● ●

HELLO GARDEN 未定 360 ● ● ● ● ● ● ●

葉山小屋ヴィレッジ 1ヶ月半 433 ● ● ● ● ● ●

シェア畑 2~5年 500~5000 ● ●

北加賀屋みんなのうえん 3年 150~300 ● ● ● ●

油津アーケード農園 1年半 100 ●

橋通り COMMON 5年半 400 ● ●

下北線線路外空き地 1年半 1,400 ● ● ● ● ● ● ●

日比谷パティオ 2年 2,700 ● ● ● ● ● ●

くらすクラス 4年 850 ● ● ● ● ● ● ●

EKITUZI 2年 1,700 ● ● ● ● ●

下北沢ケージ 3年 200 ● ● ● ●

COMMUNE 246 2年 826 ● ● ●

street table 9ヶ月 約400 ● ●

用途

広場的要素 農的要素 商業的要素

②官民協

働型

③市民運

営型

事業概要

①市民委

託型

④民間空

地活用型

⑤企業間

貸借型
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体が運営を引き継ぐことで、事業が継続する事例が挙げら

れる。「新栄テラス」では、まちなかの滞在や賑わいを生み

出すことを目的に、駐車所を広場として活用する取り組み

が行われている。1年目は夏秋の年に 2回、それぞれ 2週

間、2 年目は秋に 1 ヶ月の社会実験が行われた。その後、

地元との協議を重ね、周辺商店街の商店主が主体となり、

そこに大学と市が加入する形で「新栄テラス運営委員会」

が発足され、運営を引き継ぐことで、3 年間の暫定利用が

行われた。さらにその暫定利用期間後、（～のため）任意団

体「新栄リビング」が発足され、運営が継続している。 

 3 つ目のパターンでは、暫定利用が恒久化する事例が挙

げられる。「さいわい夢広場」では、市が、遊休地の暫定利

用希望団体を募集し、それに採用された市民ボランティア

によって、9 年間に及ぶ管理・運営を経て都市公園として

恒久利用されるに至った。 

（２）暫定利用終了後の動向 

暫定利用期間が満了し、事業が終了した後の土地利用と、

事業のその後の展開を次のように整理した（表－５）。 

暫定利用期間後の動向としては、3つの展開が見られた。

1 つ目は「玉川コミュニティガーデン」のように、事業終

了後、住民有志が新たな団体を設立し、これまでとは別の

形で地域活動が継続されるパターンが見られる。2つ目は、

「経堂子ども天国」のように、同団体が別の空地を使って

新たな事業が行われるパターンである。3 つ目は「葉山小

屋ヴィレッジ」のように、暫定利用期間中の人々の交流が

新たな展開を生み、長年放置されていた空地の活用に繋が

った事例も見られた。 

６．まとめ 

 本研究では、コミュニティ型暫定利用を対象に、空地活

用の実態を把握した。以上から、①事業の目的、用途、面

積、期間は、運営形態によって傾向が異なること、②暫定

利用終了後は対象地や運営主体の変更が生じるなど新たな

展開の契機となる可能性があること③暫定利用を通して場

を共有することによって形成されたコミュニティが、利用

終了後も継続的なまちづくり活動として展開されている可

能性があること、が明らかとなった。 

 コミュニティ型暫定利用は終了を前提とした事業であり、

いずれ人々の拠点としての場は消滅するが、地域のコミュ

ニティ形成に及ぼした影響には持続性を持つ可能性がある

と考えられる。 

補注 

(1)具体的には、地域団体の会議等で利用できるレンタルスペースが設置さ

れている場合や、地域の人々を対象としたイベントやワークショップが定

期的に開催されている場合を、要素があると判断した。 
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更新パターン 名称 用途 期間 継続要因 その後の展開

わいわい‼コンテナ 広場・交流施設 8ヶ月 利用者アンケートを実施し、継続の声多数につき延長
元々使用していた土地は市が買い取ったうえで広場化し、別の土地で内容を

リニューアルして社会実験を継続

橋通り common 商業施設 2年 継続の声多数につき延長
飲食店中心の店舗構成に一部修正を加え、更新後は市民の自由な挑戦の場と

なることを目指し、趣味や特技を活かせる交流の場を併設

新栄テラス 広場・交流施設 3年 地元商店主が中心となり新たな団体を結成し、事業を引き継ぐ
市と大学が中心となる事業から、地元組織主導へと移行。3年間の暫定利用終

了時も任意団体「新栄リビング」を立ち上げ、事業を継続

夢キャンパス2001 広場・農園 5年 利用者がNPO団体を立ち上げ、運営を引き継ぐ 1年間ごとの契約更新に変わり、事業が継続

くらすクラス 広場・商業施設 4年
市民主体の運営から、東日本旅客鉄道株式会社、株式会社JR中央線コ

ミュニティデザイン、稲城市民の３者による運営に移行
芝生エリアの設置など、設備をリニューアル

北加賀谷みんなのうえん 農園・交流施設 3年 利用者がNPO団体を立ち上げ、運営を引き継ぐ

自立運営体制として、5年間継続。その後さらに活動の幅を広げるため「一般

社団法人グッドラック」に事業を移譲し、その後別の地域で「みんなのうえ

ん」を開園

大日六丁目商店街・にぎわい広場 広場 1年 地域住民が管理・運営を引き継ぎ継続 恒久利用へ移行

さいわい夢ひろば 広場 9年 9年のボランティア活動を経て、市が都市公園に指定 都市公園として恒久利用へ移行

桜丘冒険遊び場 広場 1年3ヶ月 住民・ボランティア団体を中心とした活動が評価された 別の場所で「羽根木プレーパーク」が開園

①利用者の声を

反映

②新たな主体に

引き継ぎ

③恒久化

終了後の動向 名称 用途 期間 土地利用 その後の展開

玉川コミュニティガーデン 農園 6年 高齢者施設
住民有志が、「地域の福祉を考える楽多の会」を設立し、新たな地域活動を

展開

みんなのひろば 広場・交流施設 5年 駐車場
広場と同時期に設置された交流スペース「もぶるラウンジ」は自主運営に切

り替え、活動としては継続中

経堂子ども天国 広場 2年(7~9月) 緑道 周辺の空き地を探し、「桜丘冒険遊び場」を開始

深谷ベース 交流施設 2年 住宅 別の空き地に移転し事業の継続を検討

葉山小屋ヴィレッジ 広場・交流施設 1ヶ月半 宿泊施設 暫定利用期間中の参加者が

油津アーケード農園 農園 1年半 コンテナ屋台 次のプロジェクトとして「ABURATSU GARDEN」が始動

①組織の活動は

継続

②新たな場所で

継続

③その後の土地

利用に影響

表－４（上）継続事例 

表－５（下）終了事例 
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歴史古道「業平道」におけるシークエンス景観の記号化による誘引効果の解明 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 荻原 実花 

大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 松尾 薫 

大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 武田 重昭 
大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 加我 宏之 

1．研究の背景及び目的

古道とは、西川らによると「近代まで人や物、文化の移

入に貢献してきた地域間を結ぶ道である」1)と定義されてい

る。また、丸山によると、古道の保存には「点や線、ある

いは多少の広がりをもつ面の次元を大きく越えて、自然景

観や歴史環境の保全という歴史空間的次元のもの」、「現代

日本の都市構造や農村のあり方と、歴史の伝統との調和す

るもの」2)が重要とされている。このように、古道は人や物、

文化の交流に重要な役割を果たした貴重な歴史資源として

保全することが求められている。 

また、古道は地域間を結ぶ道として人の移動を通じて得

られる空間の魅力を有している。しかし、現代では車での

移動が主流になっており、人が歩くことで体感できるシー

クエンス景観の魅力は失われつつある。田島らは、「連続的

に景観を認知していくことでその空間全体をより深く認知

していくことができる。そのため、人間と空間の関係を景

観から考えていく上でシークエンス景観は1つの重要な捉

え方である。」3)と述べ、シークエンス景観の重要性を指摘

している。 

シークエンス景観の魅力に関する既往研究を見てみると、

加藤らは、連続景観写真を用いて城跡における利用者の注

視特性に着目し、シークエンス景観の魅力を探っている 4)。

また、山口らは、連続景観写真を用いて、参道空間のシー

クエンス景観における歩行の誘引要素を探っている 5) 。地

域間を結ぶ古道は、このような次々とひとつづきで知覚・

体験されるシークエンス景観としても重要な歩行空間であ

り、そこには人の歩行を先へ先へと誘引する要素があると

考えられる。そこで、本研究では、大阪府柏原市の歴史古

道「業平道」のシークエンス景観の空間構造を記号化する

ことで、その誘引効果を解明することを目的とした。 

2．調査及び解析方法 

調査対象とした業平道は、在原業平が河内姫のもとに通

ったとされる道であり、現在の天理市から八尾市に位置し

ている。在原業平は、天長2（825）年から元慶4（880）年

に生きた平安時代前期の歌人である。業平道は、近代まで

村と村、寺と寺をつなぐ道として人々に利用され、現在で

は、歩くことを楽しむウォーキングルートといった観光資

源としての活用の展開が目指されている 6)。 

柏原市ウォーキングマップでは、JR高井田駅から八尾市

に至る業平道が示されている。堅下南小中学校付近以北の

業平道は、ルートが明確になっており、旧集落を通る区間

である。本研究では、図－1に示した堅下南小中学校付近 

から八尾市の八王子神社付近までの約 3.2ｋm の区間を調

査対象とした。 

まず景観基盤特性として、沿道の土地利用と道路特性を

把握した。沿道の土地利用特性は、大阪府の都市計画基礎

調査（2015年）より土地利用現況図を作成し、沿道の東側・

西側別の土地利用割合を算出した。道路特性は、1／2,500

地形図（2010年）から道路幅員を計測した。これらの景観

基盤特性から対象地を図－1に示す 7区間に分割した。さ

らに、それぞれの区間の景観基盤特性から、特徴の異なる

4 区間をシークエンス景観の調査対象区間として選定した。

景観写真は焦点距離 24mm のデジタルカメラを用いて、

10m間隔で約1.5mの高さから進行方向を撮影した。 

得られた連続景観写真を、Lynchらが「The View from the 

Road」7)において提唱した道路景観におけるシークエンス

景観の記号化の手法を歩行空間に応用し、「空間と動作の感

覚」と「注視対象物の位置と見え方」の2つの視点からシ

区間１ 

区間２ 

区間３ 

区間４ 

区間５ 

区間６ 

区間７ 

図－1 調査対象位置図 
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ークエンス景観を記号化した。「空間と動作の感覚」は空間

特性と動作の感覚で捉えた。空間特性は左右、前方、横の

広がりで把握し、左右は遮断、スクリーン、開放の3つで

記号化する。遮断は、左右が完全に遮られる時、スクリー

ンは左右が完全には遮られず向こう側が見える時、開放は

遮るものがない時である。前方は、進行方向が遠くまで見

える時、近くまでしか見えない時で、遠いか近いかを記号

化する。横の広がりは、狭い、広いで表す。動作の感覚は

上下の動作、曲がり具合、閉じ込めで把握する。上下の動

作は道の上り下りで表す。曲がり具合は道の曲がり具合に

合わせて記号化する。また、閉じ込めは閉鎖された空間を

表す。次に「注視対象物の位置と見え方」はディストリク

ト、ランドマーク、ノード、エッジを特定して分析し、誘

引効果を探った。ディストリクトは同質の広がりを持つ領

域のことで、ブドウ畑や神社、集落地などが挙げられる。

ランドマークは景観を構成する主要な構造物のことで、ク

スノキやマンション、山並みなどが当てはまる。またラン

ドマークは可視範囲も捉え、見え始めから見え終わりまで

を表す。ノードは道の結節点のことで、交差点を指す。エ

ッジは領域の境界を明示するもので、水路や神社の出入り

口を示す石柱などが挙げられる。このようにして得られた

シークエンス景観を記号化した図から、各区間におけるシ

－クエンス景観の特性と誘引効果を分析した。 

3．景観基盤特性 

図－2は土地利用特性を示している。沿道の土地利用は、

区間全体では集落地が東側で 45.1％、西側で 54.3％と最も

優占しており、特に区間4と区間6は東西ともに全沿道が

集落地である。区間2も集落地が大半を占めるが、農地が

東側で 44.7％、西側で 11.9％を占めている。一方、区間 5

は両側で一般市街地が9割以上を占め、区間3は東側、西

側で一般市街地がそれぞれ67.6％、55.0％である。区間7は

一般市街地が東西とも5割強を占めるが、普通緑地の墓地

や農地が混在する。区間1は一般市街地の他、学校、緑地

などが混合する。以上から、集落地型の区間 2と区間 4、

区間6、一般市街地型の区間3と区間5、土地利用が混在す

る区間1と区間7に大別できる。 

図－3 は道路特性を示している。道路幅員は、区間全体

では4.0m未満が64.3％と高い割合を占めている。区間2は

0.9m未満が 6.1％、0.9m以上 1.8m未満が 31.1％、1.8m以

上 2.7m未満が 32.9％と狭隘な道の割合が高い。区間 4 は

0.9m以上1.8m未満が21.2％、1.8m以上2.7m未満が33.4％

と狭隘な道が一定見られる。区間6は2.7m以上4.0m未満

の道が58.4％と過半数を占める。一方、区間1、5、7は4.0m

以上がそれぞれ96.6％、28.8％、34.2％であり、区間1では

4.0m以上の道が9割以上を占め、区間5、7でも4.0m以上

の広い道が一定みられる。また区間3は0.9m未満が12.4％、

0.9m以上 1.8m未満が 17.0％と非常に狭隘な道も見られる

が、4.0m以上も69.2％を占めており、狭隘な道と広い道が

混在している。以上から、区間2、4は狭隘な道が残る区間 

であり、区間1、5、7は4.0m以上の広い道が一定みられる

区間、区間3は狭隘な道と広い道が混在する区間である。 

以上の景観基盤特性の結果から、全沿道が集落地で比較

的狭隘な道の区間 4、集落地を中心として農地が混在し狭

隘な道の区間 2、一般市街地が優占するが集落地も混在す

る区間 3、9 割以上が一般市街地の区間 5 をシークエンス

景観の調査区間とした。 

4．シークエンス景観の誘引効果 

（1）区間2（集落地が優占する区間） 

図－4は区間 2のシークエンス景観を記号化した図であ

る。写真－1から4は区間2の特徴的なシーンである。 

図－2 土地利用特性 

図－3 道路特性 
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シーン1－3では、写真－1のように道が曲がっているこ

とで、前方が近くなり、先が見えないことで先への期待感

が高まり誘引される。また、シーン1－2の右側では擁壁面

の遮断により閉じ込めが生じている一方で、左側は開放さ

れていることにより、左右が対照的になっており、遮断さ 

れている右側へ誘引される。またシーン1からシーン4に

かけて、ランドマークのクスノキが中心、左、右と移動し

て見え、道の曲がりとランドマークがリズム感を生み、先 

 

へ誘われる。シーン4－7は1.8m未満の狭い道が続き、曲

がりもなく、左側はブドウ畑が続き、連続性を感じる。ま

た、シーン4でランドマークとなる藤棚が見え始めシーン

9まで連続することで、藤棚が目標物となる。シーン8－9

ではやや左曲がりと直角以下の左曲がりの連続によって先

が見えないことで、期待感が演出されている。シーン10に

入ると先に開放感のある空間が見え、誘引される。シーン

11－13では、写真－2のようにシーン11の石柱が神社の入

り口を示すエッジとなり、シーン 13 まで広がる境内のデ

ィストリクトへ誘い込まれる。シーン 14 で大きな交差点

がノードとなり道が途切れるが、右側に案内板が見えるこ

とで、古道の連続が認識でき誘引が保たれる。シーン15－

29では、写真－3のような集落地のディストリクトが連続

し、その一体感から誘引される。特にシーン19－22では、

集落地のディストリクトが特徴的である。シーン35－42で

は、シーン39まで写真－4のように右側にブドウ畑、シー

ン39から左側にブドウ畑、右側に畑と、ディストリクトが

続くことが空間の連続性や一体感を生み、誘引される。区

間2と同じく集落地が優占する区間4でも、連続的な集落

地のディストリクトによる誘引が見られる。また、区間 4

では、狭隘な道と両側の遮断が閉鎖空間を作り、閉じ込め

を生み、先へ引き込む効果を生んでいる。 

（2）区間5（一般市街地が優占する区間）

図－5は区間 5のシークエンス景観を記号化した図であ

る。写真－5から8は区間5の特徴的なシーンである。 

シーン 1－10の左側では、写真－5のように水路による

エッジが連続し、古道が続くことを感じさせ誘引される。

シーン4－14では、シーン4－8で木造建築物の壁面、シー

ン 4－14まで写真－6のような土塀が続く集落地のディス

トリクトとなっており、同質空間が連続している。シーン

15ではシーン14まで続いていた土塀が終わり開放になり、

開放感がある空間へと誘引される。シーン 19 では大きな

交差点があり、道が途切れ、シーン20－33は両側遮断であ

り、単調な空間が続く。シーン24のやや左曲がりによって

前方が近くなり、先が見えず期待感が高まるが、シーン25

で先が見えると変化がなく単調な空間が続き、失望感を与 

写真－1 区間2のシーン2 写真－2 区間2のシーン11 

写真－4 区間2のシーン36 写真－3 区間2のシーン20 

図－4 区間2のシークエンス図 

（図中左側の数字はシーン番号を示す） 
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えている。一方で、写真－7のように、シーン19－23では

右側に庭木、シーン 22－24では左側に庭木、シーン 26－

30では左側に生垣が見られ、庭木や生垣の連続が小さなラ

ンドマークとなって、誘引を補っている。シーン34－40で

は、右側に庭が続き連続性を感じる。シーン40を過ぎると

単調な空間が続くが、シーン20－33と同様に、写真－8の

ような庭木が小さなランドマークとなる。区間5と同じく

一般市街地が優占する区間3でも、単調な空間の中で、庭

木や生垣の連続が小さなランドマークとなり、誘引を補っ

ている。 

 

5．業平道におけるシークエンス景観の誘引効果の解明 

全区間を通じて、ディストリクトを形成するブドウ畑や

ランドマークとなる山並みなどの自然要素は、古道が通る

地域の景観基盤となっており、シークエンス景観の誘引効

果にとって重要である。また、全区間を通してエッジが見

られたのは2か所と少ないが、印象的なディストリクトを

強調するエッジの演出が新たな誘引効果を生むことも考え

られる。 

集落地では、木造建築物の壁面や石垣、土塀等の住宅の

囲障がディストリクトを感じさせることで誘引効果を生ん

でいる。また、道の幅員が狭いことや緩やかに道が曲がる

ことは、古道の特徴を活かした誘引効果であるといえる。 

一般市街地では、庭木や生垣といった小さなランドマー

クの連続により、単調な空間にアクセントを与えるといっ

た誘引を補う工夫が求められる。また、ブドウ畑や集落地

のディストリクトのように、一般市街地の中で集落地の名

残や自然物が残る区間では、それらの保全が古道の歩行ル

ートとしての活用において重要となる。 
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鉱山地域の景観づくりに関する日中比較考察

－ 兵庫県生野町と山東省棗荘市を中心に － 

和歌山大学経済学部 宋 謙 

１．はじめに 

 近年、人々の生活環境に対する意識は「多様性」や「自

然と人の営みの調和」など、「地域の個性」をも求めるもの

へと変化しており、これを実現させる一つの要素として、

「良好な景観づくり」が重要視されるようになった。景観

の概念は明確な定義はないものの、風景、外観、眺めおよ

び地域の歴史や文化など目に見える形となって表れたもの

と一般的に認識される言葉である1)。平成16年に「景観法」

が実施された以来、多くの地域において優れた景観の形成

に係る様々な取り組みがなされてきている。一方、鉱山町、

鉱山都市という独特の地域において、大規模な鉱山開発に

伴う自然環境の汚染をはじめ、施設の放置や居住環境の悪

化、産業遊休地の緑が少なく故に魅力的な景観はほとんど

ない状態が見られてきた。とりわけ旧炭鉱のズリ山による

放射能汚染や地盤沈下に代表される鉱坑による景観の支障

問題が発生していることも確認されている2)3)。 
こうした課題に対し、鉱山地域の景観づくりの実践とし

ては、筑豊炭田4)、生野銀山5)や佐渡相川6)のように鉱山遺

跡の保存・活用に係る景観整備がなされてきている。しか

しながら、こうした整備は地域の歴史・文化の醸成、継承

並びに地域外からの観光客誘致に焦点を置いてきたが、地

域内の生活環境を含む景観づくりの手法は十分明らかにさ

れておらず、景観の保全・整備にあたっては各地で試行錯

誤が続けられている7）。 
他方、資源大国である中国の鉱山地域(1)では、鉱山の閉山

に伴う社会基盤の再建が追われて、都市計画の構造転換が

求められている。2013 年 12月に施行された「全国資源型

都市持続可能な発展計画」(2)においては、『鉱山地質環境の

保護、生態機能の回復、都市インフラの整備』と記述され

たほか、『山水景観の形成や生態的に住みやすい都市づくり』

という施策目標が設けられた。これ以降、鉱山地域の景観

づくりは各地で実践されている 8)。 
本稿では日中における鉱山地域の景観づくりに関する比

較研究を行い、対象地域での取り組みを検討したうえで、

景観づくりの実態を考察したい。本研究は、日中における

鉱山地域の景観づくりの相違と特徴を明らかにすることだ

けでなく、今後の鉱山地域の景観計画に向けた知見を深め

ることにも有意義であると考えられる。 

２. 考察対象の概要と研究方法

2.1事例の概要

（１）兵庫県生野町 
 兵庫県中央部に位置する生野町（朝来市）は、かつて「佐

渡の金・生野の銀」と言われた生野銀山を中心に栄えた全

国屈指の鉱山町であった。昭和48（1973）年3月には鉱量

枯渇等により生野鉱山が閉山され、翌年に「史跡・生野銀

山」という名称でテーマパークとなった。生野銀山は2007
年4月に「我が国鉱業近代化のモデルとなった生野銀山な

どにおける鉱業の歩みを物語る近代化産業遺産群（通称：

鉱石の道）」に認定された。翌年9月に日本観光協会と全国

産業観光推進協議会が主催する第2回「産業観光まちづく

り大賞」の銀賞を受賞した。また、2014年3月には「生野

鉱山及び鉱山町の文化的景観」が、鉱山町として全国で初

めて国の重要文化的景観に選定された。生野町観光協会ホ

ームページ(3)によると、これは地役人の町屋、様々な宗派の

神社仏閣、近代化産業遺産群などが、町中に多く現存して

おり、400 年以上もの間、今もなお生き続ける現役の鉱山

都市としての価値が認められたからだという。 
朝来市は 2017 年 12月に「物語 色濃く残るこのまちで

生きる」というフレーズを掲げて「重要文化景観 生野鉱山

及び鉱山町の文化的景観ガイドブック」を作成し、生野町

のまち活性化に寄与しようとしている。 
（２）山東省棗荘市 
棗荘は隋唐時代に石炭の採掘活動を始まったと伝えられ

ている。清時代に通商大臣の李鴻章氏の許可の下、1878年
に中国三大炭鉱のひとつである官営中興鉱務局がこの地で

設立され、採掘が隆盛を極めた。その後、棗荘鉱務局へと

発展し、炭鉱拠点都市となった棗荘は、1961年に山東省に

おける第4番目の地級市(4)として設立された。 
2000年代に入ると、石炭資源の減少による深度採掘が進

められ、坑道の延長が長くなり採掘コストも増加したため、

鉱山は次々と閉山された。加えて長年にわたり大規模な採

掘による粉塵汚染や地盤沈下などの問題が域内に発生した

ことから、2009年には「資源枯渇型都市」に指定され、ま

ちの再建に追われていた。同年から、棗荘市は都市再建に

資する産業転換、インフラ整備、観光開発などの計画に取

り組んでいた。諸計画を行った結果、棗荘市は国家森林都

市（2014）、中国園林都市（2015）、中国最美文化生態旅行

都市（2017）など数多くの都市大賞を受賞した。 

2.2対象事例の選定理由 

 生野町と棗荘市は古い時代から採掘活動が始まり、近代

に入り同じく資源の減少による鉱山閉山やまちの衰退に至

った。生野銀山は日本初の政府直轄運営鉱山であり、棗荘

炭鉱も中国の国有鉱山であることから、両者は同様の性格

をもっている。また、両地域とも鉱山跡を活かした景観づ

くりを積極的に推進し、数多くのまち整備大賞を受賞して

いる。限られた地域資源を用いてまちの再建に成功してい

ることが両者の最大の共通点であることから、この二つの

地域を取り上げた。 
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 日中の地域規模は異なるものの、鉱山地域という独特の

地域性を有することや、特定の景観に焦点を絞った上で考

察することから、両地域間の比較は妥当だと考えられる。 

2.3研究方法 

 本稿では、両地域の代表的な景観スポットを抽出し、そ

の景観の実態を概観した上で、景観の歴史性や整備主体を

図るマトリクスを用いて、景観づくりの特性を考察する。

代表的景観に関しては、舟引（2015）(5)によるランドスケー

プ概念に関する「文化的価値」、「美的価値」、「緑的価値」

の考え方を参考して、それぞれの代表的景観スポットを表

-1の通り選定した。なお、両地域の景観実態を確認するた

めに、2019 年 7月と 9月に筆者が現地観察調査を行った。 

表－１代表的な景観スポット 

景観1 景観2 景観3 

生

野 
生野銀山 旧鉱山社宅 

但陽美術館 

銀山まち口番所 

棗

荘 

中興国家 

鉱山公園 
中堅1878 東湖公園 

３. 景観の実態概観

3.1生野町の景観

 生野町は生野銀山を擁する地域として、銀山の発展とと

もに町並みが形成された。域内には口銀谷、太盛、奥銀谷

の三つの地区に分けられ、鉱山町として栄えた面影が残る

地域的特性を景観づくりの中心とする観点から、住民と行

政とが一体となって景観づくりを進めてきた。 

図－１生野町の景観 

 特に口銀谷地区では、国土交通省の街なみ環境整備事業

やまちづくり交付金事業などによる修景整備、協議会活動

支援を進め、生野まちづくり工房「井筒屋」（国登録有形文

化財）や「旧生野鉱山職員宿舎」（朝来市指定文化財）、「口

銀谷・銀山町ミュージアムセンター」などの再生整備が行

われた。これらの歴史的景観に加え、但陽美術館、銀山ま

ち口番所・カフェ屋「アルジャン」といったまちづくり型

の施設も整備された（図－1）。 
現在の生野町内にはカラミ石、旧鉱山社宅、トロッコ道、

会所、路地にある井戸、生野瓦などの特徴ある人工的景観

資源と、市川の清流に代表される自然的景観資源とが調和

しながら美しい景観を見せている｡奥銀谷地区には史跡・生

野銀山が整備され、実際に掘られていた坑内に入り、当時

のままの岩肌や、電機仕掛けの人形による再現された作業

風景を見ることができる（図－2）。 

図－２生野銀山坑道および坑道外景観 

3.2棗荘市の景観 

2000 年代から棗荘市は石炭資源の枯渇による地域発展

の低迷が見られるようになった。一方、鉱工業化と引き替

えに汚染された自然環境や破壊された景観が、負の遺産と

して残されてしまった。その代表例として、ズリ山や炭鉱

跡にある沈下盆が挙げられる。 
まず、これらの工業的景観に対し、市は産業施設、炭坑

跡地を歴史の証人として保存し新たな利用を図ることが決

められた。その代表例として歴史的施設の保存、再利用お

よびズリ山を活用した中興国家鉱山公園の事例がある。 
鉱山公園は市北部にある操業を中止した中興炭鉱のズリ

山を改造し、鉱業発展の歴史的要素を含む施設の保全、増

設によって公園化したものである。公園全体の面積は

2100haに及ぶ広大なもので、風致公園としてだけではなく、

歴史研究、レジャーやイベントの会場などにも用いられて

いる（図－3の1と2）。 
同じく公園化した東湖公園では、約65haに及ぶ範囲で沈

下盆を利用して人工湖が作られた。その人工湖の中心に、

公園の景色を一望できる高台が配置され、周りに生態観賞

ゾーン、スポーツ運動ゾーン、文化交流ゾーン、水上レジ

ャーゾーンなど多様な機能を持つ総合的な屋外レジャー施

設が形成された（図－3の3と4）。
他方、生野町と同様に、住宅機能しか持っていない質の

低い炭鉱労働者用の社宅団地がある。団地には、鉱山の閉

山とともに老朽化し、周囲の景観を乱しているケースが少

なくはない。このような現状を受け、「中堅 1878」プロジ
ェクトが打ち出された。団地を含む周辺区域には棗荘の近
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代発展史を再現する「中華民国風ストーリー」(6)と現代商業

を味わう「ファッション都市」(7)の 2 大主題に対応するプ

ロジェクトを展開している。団地の改修にあたって地元の

近代史を表現できるレトロ調の建築デザインを採用してお

り、低層、不規則形状で外構が豊かな中華民国時代の建築

様式を継承している。具体的には、民国ストーリーを表現

する勝利の島、中興の光、勝利の門などの施設が構成され

たゾーンと現代商業文明を味わう北京広場、上海広場、勝

利の岸などの施設が構成されたゾーンを整備した。この二

つのゾーンを繋いで展開され、まるで歴史の歩みを体験す

るような意匠を凝らしたスポットである（図－3の5と6）。 

図－３棗荘市の景観 

４. 考察の結果

4.1考察の枠組み

以上の概観を踏まえ、本稿は両地域における景観づくり

の特性を図るために、景観の歴史性による整備形態、整備

主体という 2 つの軸を設定する。2本の軸を連立すると、

考察の枠組みは図―4 に示すようなマトリクスで図示する

ことができる。 

図－４景観づくり特性マトリクス 

本稿における景観の歴史性とは、機能・用途・技術・意

匠・設計思想などにおいて特徴があり、地域における歴史

的風致の維持・向上に寄与できるものを指す。景観の歴史

的要素の度合い（多→少）によって歴史型、準歴史型、現

代型の順に分類される。整備主体について、実際に景観づ

くりに参与する主体から公的部門、民間部門および両者の

間に位置する中間部門（公民連携）に分けられる。 

このように、景観づくりの特性を分かりやすく表示する

ために、さらに9つのサブタイプに分けられる。そのうち、

右上にある9の構造は、景観づくりに対する歴史性による

規制が最も高く、しかも整備主体が民間部門に主導される

状態を指す。その反対に、1 の構造は歴史性による規制が

最も低く、整備主体が公的部門に主導されるものを指す。 

4.2考察の結果 

 生野町の景観づくり 9)は、主に定住促進と観光交流を主

眼にした地域独自の風土と歴史を表現したものである。保

有する古民家を改修した交流施設や、旧鉱山社宅、採掘坑

道、トロッコ道などを当時使用されていたままの姿での展

示・稼働を通じて鉱山町の歴史文化的景観の保全を図って

いこうとしている。一方、集客の観点から生野町の名物を

活かした銀山まち口番所のような準歴史型、但陽美術館の

ような現代型の景観スポットも併設されている。現地観察

では総じて銀山の町として栄えた生野の鉱山町を形成して

いる歴史的な町並み景観が色濃く残っていることが確認で

きる。 

整備主体に関しては、旧鉱山社宅は朝来市が運営してい

る物件のほか、「口銀谷の町並みをつくる会」、「生野まちづ

くり工房」、「生野ひいきの会」などが組織され、整備事業

の計画策定、運営、緑化活動なども含めて民間主体による

実施されてきた取り組みが主である。生野銀山では三菱マ

テリアル株式会社（旧三菱金属）と朝来市の出資による第

三セクターである株式会社シルバー生野(8)が管理されてい

るため、民間部門に位置するのは妥当であると考えられる。

但陽美術館と銀山まち口番所の事例では、但陽信用金庫お

よび地元商友会を主体に整備されたもので、民間部門によ

る景観づくりが該当される。このように生野町の景観づく

り特性をマトリクスで図示すると、図－5のようになる。

図－５生野町の景観づくり特性 
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棗荘市の三つの事例をマトリクスで示すならば、図－6
のように位置付けることができる。 

図－６棗荘市の景観づくり特性 

 中興鉱山公園では、「鉱山歴史の保存」を開発のビジョン

としながら、遊休化している大規模炭鉱跡地をランドスケ

ープパークの整備に連動させた市民公園の形成が準歴史型

に該当される。同じく歴史のある団地街の改修と同時に、

現代的に考え直した商住一体型の計画で開発された中堅

1878は同様の分類にあると考えられる。両者ともに地元政

府と所有者（鉱山企業）の共同開発でなされたものである。

一方、東湖公園は都市基盤の整備という政府の開発行為に

よるもので、民間部門の関与は見られていない中、完全に

現代公園として整備されたものである。 

５. おわりに

以上の考察を通じて、日中それぞれの鉱山地域の景観づ

くりにおける相違と特性を以下のように明らかにした。 
第1に、鉱山の歴史性を重視した景観づくりに関しては、

両地域は共通するが歴史性を忠実に再現されるのは生野町

の方が強い。第2に、整備主体に関しては、生野町は民間

部門の主導による景観の再生・維持がうまく展開すること

に対し、棗荘市は公的介入が主である。第3に、生野町は

観光を主眼にした整備形態が多く見られるに対し、棗荘市

は生活環境の改善に着目した取り組みが主な特徴を確認で

きる。 
 本稿は両地域の景観事例のみを比較考察したため、鉱山

地域における景観づくりのあり方についての論述は十分で

はない。今後の課題として、鉱山地域の景観整備に関する

日中の都市計画、景観計画の違いを踏まえ、理論的フレー

ムワークを設定して考察を深めたいと考えている。 

【補注】 

(1) 中国では鉱産物の開発に基づいて形成された都市地域を資

源型都市（中国語は資源型城市）と呼ぶ。鉱産物などの天然

資源が無くなった後の都市は資源枯渇型都市という。本稿の

鉱山地域は資源枯渇型都市（鉱山類）を指すものである。 
(2) 中国語は「全国資源型城市可持続発展規劃（2013-2020年）」

国発［2013］第 45 号令。http://www.gov.cn/zwgk/2013-

12/03/content_2540070.htm、中国語（2021年5月18日取得）。 
(3) 「生野町について」、生野町観光協会 http://www.ikuno-

kankou.jp/（2021年5月18日取得）。 
(4) 地級市は中国の地方行政単位。地区、自治州、盟とともに二

級行政単位を構成する。省クラスと県クラスの行政単位の中

間にある地区クラスの行政単位である。 
(5) 参考文献1）pp.4「ランドスケープの三つの価値」より。 
(6) 棗荘炭鉱の発展は概ね中華民国時代に集中する。前身の中興

炭鉱もこの時期で急速に発展した。炭鉱の発展は棗荘市の設

立に大きな助力になっていたため、現地では中華民国の歴

史・人物に関わる名所も多く、この時代のストーリーに沿っ

た建物は地元に親しみやすいと言われている。 
(7) 商業系プロジェクトは、既存市街地や炭住歴史との関係付け

といった都市計画的な面での配慮と共に、RBD 方式（主に

季節性観光の需要に応じて市街地においてレストラン、娯楽

施設、土産店などを集中的に設置する区域を指す）が採用さ

れた。この方式では、整備区域の全体に対して、いくつのテ

ーマを設定し、歴史的な意味のある建造物群から現代商業の

繁栄を体感する施設に至る時代の回廊が形成された。こうす

ることで、外形を保ちながら、地域特性を表す古今融合型の

市街地へと蘇らせることができた。 
(8) 株式会社シルバー生野は昭和48年2月に三菱マテリアル株

式会社（90%）と朝来市（10%）の出資による設立されたも

ので、現在も生野銀山の関連施設を管理・運営している。史

跡・生野銀山ホームページhttp://www.ikuno-ginzan.co.jp/（2021
年5月20日取得）。 
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近江八幡旧市街地における古民家利活用のプロセスと成立要件に関する研究 

京都大学大学院工学研究科  溝口 徳昭 

京都大学大学院工学研究科   谷川 陸 

京都大学大学院工学研究科  山口 敬太 

京都大学大学院工学研究科  川﨑 雅史 

１．研究の背景と目的 

近年，多くの地方都市では定住世帯の減少による空洞化

と若年層の人口減少による高齢化が進行し，それに伴う空

き家の発生が問題となっている．特に，歴史的市街地では，

建造物の規模が大きく，建造物と道路の接地面が少ないな

どの物理的要因によって，空き家の活用が困難になってい

る．また，空き家を賃貸住宅などで事業利活用するために

は，相当の改修を行う必要があり，財務的要因も空き家の

活用を困難にしている．空き家の増加は，将来，空地化や

駐車場化などの低未利用地の拡大を招き，面的な景観の破

壊をもたらす．一方，2018（平成30）年，文化財保護法改

正により，これまで文化財指定に値しなかった古民家 1)の

活用を含めて，文化財を地域で一体的に活用することが方

針づけられ，面的な市街地景観の価値が再認識されつつあ

る．こうした状況から，歴史的市街地では，歴史的町並み

の喪失を防ぐため，官民一体の包括的な対策の必要性が高

まっている． 

歴史的市街地の古民家利活用に関する既往研究として，

空き家を専門で取り扱う不動産業者に着目し，空き家仲介

のプラットフォームの成立要件を分析した研究がある 2)．

また，地元建築士に着目し，長屋再生活動を契機とした地

域への波及効果を調査した研究がある 3)．これらの研究で

は，古民家を仲介する人物の視点から，古民家利活用の促

進要件や便益を明らかにしている．一方で，古民家の利活

用者の視点から，利活用の促進要件や便益に言及した研究

は少ない 4)．仲介者だけでなく物件所有者点入居者の視点

から，古民家利活用の促進要件や便益を分析することは，

古民家利活用の成立要件を知る上で重要である． 

近江八幡については，2001（平成13）年までの修理・修

景の実態を調査した研究がある5)が，その後約20年かけて，

古民家の利活用事例が増加しており，その成立要件と課題

を明らかにすることで，官民一体の街並み景観整備に向け

た知見が得られると考えた． 

そこで，本研究では，滋賀県近江八幡市の歴史的市街地

を対象に，古民家利活用プロセスを明らかにし，その促進

要因を探る．伝建地区とその周辺地域において，古民家の

物件成約，物件改修，資金調達・事業運営の成立要件を検

討する．研究の方法として，近江八幡旧市街地を対象に，

過去20年で古民家を事業利活用している物件12件を対象

に，事業者にヒアリング調査 6)を行い，物件成約，物件改

修，資金調達・事業経営の成立要件を抽出した（3章）．ま

た，古民家の類型ごとに典型事例を挙げ，利活用の経緯と

成立要件を明らかにする（4章）． 

２．対象地の概要 

 滋賀県近江八幡市の旧市街地は，国の重要伝統的建造物

群保存地区（1991年4月に約13.1ha指定．以下，重伝建地

区とする）に指定されている．対象地区は徳勢らの研究 7)

を参考に，重伝建地区境界から約 200m の範囲で町丁目界

を目安に設定した．近江八幡市の人口は，令和元年，82,129

人で減少傾向にある．市の空き家調査 8) (H20年度～H25年

度)によれば，「その他の空き家 9)」の割合が7.35%と県や全

国に比べて高く，また，学区別では重伝建地区が含まれる

八幡学区の空き家率が最も高い．空き家所有者の5割程度

が今後の空き家を売却・賃貸したいとしている一方で，市

場に出回らない空き家が多く存在している． 

近江八幡市では，2008（平成20）年に「おうみはちまん

町家情報バンク」を開設，翌年には「おうみはちまんネッ

トワーク」を設立し，「NPO 法人はちまんまちづくり間の

会」（以下，「間の会」とする）などの地域団体と連携して

物件情報の管理・提供を行っていた．しかし，2017（平成

29）年12月からは「近江八幡空き家情報バンク」を開設し

市独自で運営を行っている． 

 また，2012（平成24）年6月には，近江八幡旧市街地の

歴史的建造物を維持保全・利活用を目的とする「まちや俱

楽部」が設立され，旧酒造跡を段階的に改修して宿泊施設・

コワーキングスペース・物販店舗などの複合施設を運営し

ている．地域活動としては，現代アート展示会や地元事業

者と連携したマルシェイベントの開催などを行っている．

これらの活動が要因となり，空き家所有者から物件相談を

受けて古民家を買取り，宿泊施設別館や飲食店などへと利

用するなど波及効果をもたらしている．また，古民家を複

合商業施設として活用し，その後テナント利用者が旧市街

地エリア内で新たに店舗を経営する場合もみられた． 

３．利活用プロセスの分析 

利活用プロセスを表―1 にまとめた．ヒアリングを実施

した12件のうち，重伝建地区内の物件が4件，重伝建地区

外の物件が8件である．また，物件所得して活用している

ものが 6 件（うち複合店舗 5 件），テナント利用が 6 件で

ある．ヒアリング内容をもとに，古民家の利活用プロセス

を活動動機と物件成約，物件改修，資金調達・事業運営に

分類した．本章では，各分類における成立要因について分

析を行う． 

3−1．活動動機 

 活動動機として，(a)愛着ある近江八幡で事業を行いたい

から（7 件)，(b)古民家や景観に魅力を感じたから（3 件)，
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(c)退去予定の町家を保全・活用したいから（2件)，という

3 通りの動機が確認できた．(a)に関して，近江八幡出身の

ため愛着がある場合が4件ある一方で，テナント利用で事

業を行う間に愛着が生まれた場合が3件認められた．この 

3 事業者は，テナント利用をきっかけに地域でコミュニテ

ィを形成し，近江八幡の景観や古民家に愛着を持つように

なり，近江八幡旧市街地内での物件を探すようになった．

(c)に関して，事業者は解体もしくは退去を計画した物件を

買取り，近江八幡の景観を守るため多額な改修費を負担し

て事業利用を行っている． 

3−2．物件成約 

物件成約の成立要件として，(a)親族からの物件譲渡（4

件)，(b)地元住民・事業者の紹介（5件)，(c)地元設計士の紹

介（1件)，(d)家主からの物件紹介（1件)，(e)空き家調査を

行い管理会社と交渉（1件)，の5通りが確認できた．(b)で

は，テナント利用した家主からの紹介を受けた場合が2件，

地元事業者から情報を得た場合が2件認められた．(c)では，

テナント利用を通じて知り合った「間の会」所属の地元設

計士X氏を通じて，物件成約に至った．(d)では，古民家利

活用による景観保全事業に賛同した家主から物件を売買し

た．(e)では，市場に出ない物件を自身で調査し，管理会社

と交渉して成約に至った．事業者によれば，福祉事業で共

感を得たため物件交渉が促進されたという． 

以上の通り，市場に出ていない物件の家主は信頼できる

人物を通じて物件を賃貸・売買していることが確認できた．

信頼関係の構築に関して，親族関係にあること，テナント

利用を通じて信頼関係が構築されたこと，信頼できる仲介

業者（地元設計士X氏）がいたこと，景観保全事業（E氏）

や福祉事業（D氏・H氏）などに共感が得られたこと，が

要因として考えられる．また，家主は空き家を物置にして

おくことを主張したが，事業者が地域住民を通じて活用を

促したため，物件成約に至った案件も確認できた． 

3−3．物件改修 

物件改修の成立要件として，(a)地元設計事務所の主導(6

件)，(b)知り合いの業者が改修主導もしくはセルフリノベー

ション（6件)，の2通りが確認できた．(a)のうち，地元設

計事務所（X氏）と事業者C氏が共同で行ったものが2件，

X氏が主導したものが1件，地元木材店（Y氏）が関わっ

たものが2件，事業者C氏が主導で行ったものが1件であ

った．(b)のように，セルフリノベーションのスキルがある

と初期費用が少額で収まり，財務的なリスクを軽減できる．  

3−4．資金調達・事業運営 

 資金調達・事業運営について，(a)家主が屋根・外装費を

負担する場合が5件，(b)事業者の自己負担する場合が7件

確認できた．重伝建地区内の4件中すべてで，家主が屋根

と外装改修費を負担した一方で，重伝建地区外では8件中

1 件のみ家主が屋根の改修費用を負担していた．重伝建地

区内では，母屋・土蔵の外観に関して，修理事業において

負担割合 72％（上限 450 万円），修景事業において負担割

合54％（上限360万円）の補助が受けられることが家主の

改修を促した要因と考えられる． 

 改修費用はテナント利用で，10〜1000万円前後と振れ幅

が大きく，状態が良い物件は屋根の改修負担を家主が行え

ば，事業者が比較的安価で利用できる．一方で，物件所得

においては，1000万以上の大規模な改修が必要である．特

に重伝建地区外では補助金がなく比較的多額の費用が必要

とされる．飲食店・旅館業では，改修が大がかりになる傾

向があり，数百万～数千万円程度の改修費用が見込まれる．

またこの場合，5~10年の投資回収期間が想定される．空き

家となっていた期間の長い古民家では，改修工事の際には

じめて，シロアリや柱の腐食が発覚する場合が多いため，

追加で費用が必要となる場合が多くみられた． 

４．古民家利活用事例にみる活用課題・解決方法 

第4章では，古民家利活用事例を重伝建地区内物件取得

／テナント利用と重伝建地区外物件取得／テナント利用の

4 つに分類して，利活用の経緯を述べ，活用課題・解決方

法を考察する． 

表―1 利活用プロセス（ヒアリング内容に基づき筆者作成） 

業種
1.テナン

ト，小売

2.テナン

ト，小売店
3.小売店 4.飲食店

5.ホテル，

テナント

6.ホテル，

テナント

7.小売店，

飲食店
8.飲食店 9.飲食店 10.飲食店 11.小売店 12.小売店

事業者 A氏 B氏 C氏 D氏 E氏 E氏 F氏 G氏 H氏 I氏 J氏 K氏

利活用範囲

（㎡）

全体 

323

一階部分 

116

一部

103

一部

30

全体

330

全体

162

全体

202

全体

120

全体

74

二階

253

一階

138

築年数 150年以上 約120年 150年以上 約300年 約100年 約200年 180年以上 180年以上 100年以上 100年以上 100年以上

物件の利用契約

1.活動動機
(a)近江八

幡への愛着

(a)近江八

幡への愛着

(a)近江八

幡への愛着

(b)古民

家・景観の

魅力

(c)町家を

保全・活用

したい

(c)町家を

保全・活用

したい

(a)近江八

幡への愛着

(a)近江八

幡への愛着

(b)古民

家・景観の

魅力

(b)古民

家・景観の

魅力

(a)近江八

幡への愛着

(a)近江八

幡への愛着

2.物件成約
(a)親族か

ら物件譲渡

(b)地元住

民・事業者

の紹介

(c)地元設

計士の紹介

(e)空き家

調査/管理

会社と交渉

(a)親族か

ら物件譲渡

(d)家主か

らの物件紹

介

(b)地元住

民・事業者

の紹介

(a)親族か

ら物件譲渡

(b)地元住

民・事業者

の紹介

(a)親族か

ら物件譲渡

(b)地元住

民・事業者

の紹介

(b)地元住

民・事業者

の紹介

3.物件改修

(a)地元設

計士(X氏)

の主導

(a)地元設

計士(Y氏)

の主導

(a)地元設

計士(X氏)

の主導

(b)知り合

い業者/セ

ルフリノベ

(a)地元設

計士(X氏)

の主導

(b)知り合

い業者/セ

ルフリノベ

(b)知り合

い業者／セ

ルフリノベ

(a)地元設

計士の主導

(b)知り合

い業者/セ

ルフリノベ

(a)地元設

計士の主導

(b)知り合

い業者/セ

ルフリノベ

(b)知り合

い業者/セ

ルフリノベ

4.資金調達

(a)家主が

屋根・外装

費を負担

(a)家主が

屋根・外装

費を負担

(a)家主が

屋根・外装

費を負担

(a)家主が

屋根・外装

費を負担

(b)自己負

担

(b)自己負

担

(a)家主が

屋根・外装

費を負担

(b)自己負

担

(b)自己負

担

(b)自己負

担

(b)自己負

担

(b)自己負

担

5.事業運営 複合店舗 複合店舗 複合店舗 複合店舗 複合店舗

重伝建地区内 重伝建地区外

物件取得 テナント利用 物件取得 テナント利用
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4−1．重伝建地区内の事例（図―１） 

(1)物件取得（A氏の事例） 

A氏は，親族から築約150年の古民家を買取り，2008年

に複合店舗を開業した．インターネットを通じて，テナン

ト利用者と連絡を取り，デザイナー（C 氏）を含む事業者

5 人にテナント賃貸を実施した．A 氏の物件のテナント利

用を経験した事業者のうち 3 名（B 氏，C 氏，F 氏）が独

立して，近江八幡旧市街地内の古民家で事業を行っている．

複合ショップ内で事業やイベントを行い，地域に愛着が生

まれたことがそれぞれの活動動機になっている． 

A 氏の物件は柱の腐食が激しく，3 回にわたって大規模

な改修を実施した．1，2回目の改修は近江八幡で古民家改

修を多く手掛けている地元設計事務所X氏，3回目の改修

は重伝建地区で古民家改修の実績がある地元木材店 Y 氏

が主導している．いずれの改修工事においても，X氏やY

氏によって，重伝建の補助金の申請手続きが行われた． 

C 氏は 2011 年に独立し，地元設計士 X 氏の紹介で物件

成約に至った．A氏は2017年に複合店舗の形態を終了し，

その後は個別で事業利用を行っている．複合店舗終了後，

B 氏，F 氏が近江八幡旧市街地内で空き家を探していたた

め，A氏は空き家が見つかった際に二人に物件紹介を行い，

いずれも物件成約に至った．F 氏の物件では，C 氏が内装

デザインを担当している．B 氏の物件では，地元木材店Y

氏が一部改修を担当し，残りの改修をデザイナーに依頼し

ている．以上のように，複合店舗で生まれた地域コミュニ

ティによって，それぞれの事業者・設計事務所などが連携

して，複数の店舗で物件改修が実施された． 

(2)テナント利用（C氏の事例） 

C氏は，インターネットを通じてA 氏からテナント利用

の提案を受け，A 氏の複合店舗で 3 年間事業を行った．C 

氏はA氏物件のテナント部分の内装改修を行い，改修を主

導していた地元設計士X氏と面識を持った．その後，C氏

は，X氏の紹介で重伝建地区内の古民家物件を知り，テナ

ント利用で物件契約を行った．改修費用に関する課題に直

面したが，内装工事の経験や，自身の仕事経験を活かして，

セルフリノベーションを行い，改修費用を抑えた．さらに，

家主に重伝建補助金の申請を依頼し，セルフリノベーショ

ンによる資産価値の向上を理由に，家主に屋根の改修費用

の負担を交渉した．以上の工夫を行い，C 氏は物件の改修

費用を抑えている．さらに，近江八幡内の古民家改修にも

2件携わっている． 

4−2．重伝建築外の事例（図ー２） 

(1)物件取得（E氏の事例） 

E 氏は，歴史的建築物や景観を保全するため，個人が活

用するには困難な大規模物件を買取り，複合店舗を開業し

た．家主は事業を撤退するため物件売却を望んでいたが，

大規模な建築であるため買い手が見つからなかった．景観

に与える影響も大きいため地域で話題になっていたという．

そこでE氏は，物件を所得し，改修前に，市の職員や地元

の大学生と連携して，建物の清掃活動などを行った．その 

図―１ 重伝建地区内の古民家利活用成立要件 

図―２ 重伝建地区外の古民家利活用成立要件 

後，地元設計士Xの協力を得て，宿泊・コワーキングスペ

ースなどの複合施設を開業した．E氏は，2017年から周辺

事業者 J 氏らとマルシェイベントを開催し空き家の活用

を進めるなど公益性の高い事業を実施している．このイベ

ントをきっかけに，テナント利用者1件の獲得につながっ

た．また，A氏が複合店舗の形態を終了する際に，テナン

ト利用者の1人がE氏の物件に移っている．さらに，E氏

の公益的な事業を知った周辺の古民家所有者から物件購入

を依頼され，E 氏は酒蔵跡建物付近の物件を新たに 2 つ取

得し，改修している． 

以上のように，E 氏はイベント等の空き家を積極的に活

用する活動を通して，出店需要を高め，地域に経済波及効

果をもたらしている．E 氏の町家を守りたいという想いに

同調して，空き家物件情報が集まってきている． 

(2)テナント利用（H氏の事例） 

H氏は，近江八幡市の観光地としての魅力を感じ，旅館

業として活用できる物件を探していた．「近江八幡空き家情

報バンク」を運営者に物件を紹介されるも，条件が合わな

かったため断念した．その後，共通の知り合いを通して事

業者 J氏を知り，J氏の紹介で物件契約に至った．家主は，
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物件を解体して駐車場にしようと考えていたため，J 氏は

旅館業から飲食店に事業計画を変更した．以前のテナント

利用者と福祉関係で面識があったこともあり，H氏と家主

の物件成約はスムーズ行われたという．近江八幡市の空き

家調査 10)によれば，空き家の家主の中には，福祉利用であ

れば，快く物件を賃貸・売買したいという人が一定数存在

している．H氏の他にも，D氏が福祉事業を行い物件成約

が促進されている． 

物件改修に関して，H氏は内装のほとんどをセルフリノ

ベーションで賄った．そして，水道工事や内装改修によっ

て物件の資産価値が増加することを理由に大家が改修費を

一部負担している．これらの工夫により，H氏は建物の構

造を変えるという大がかりな改修の財務的な負担を減らし

ている．また，知り合いの業者に改修を一部委託すること

で，改修構想の齟齬が生まれにくくなっている． 

５．結論・まとめ 

本研究では，滋賀県近江八幡旧市街地における古民家の

利活用プロセスとその成立要件を明らかにした．  

物件成約の促進要因として，親族・親戚関係にある地域

住民・事業者が仲介に入ること，地元で豊富な改修実績を

持つ設計士が仲介に入ること，景観保全事業・福祉事業な

ど公益性の高い事業に古民家を活用すること，が認められ

た．物件改修の成立要件として，地元設計事務所が屋根・

外観改修を主導することや，セルフリノベーションの技術

によって初期費用を削減することが挙げられた．資金調達

において，物件が小規模もしくは状態が良ければ比較的安

価な改修費用で利活用が行える案件もみられた．一方で，

大規模物件においては，当初の予想よりも改修費用が大き

くなる場合が多く，10年以上の投資回収期間が想定される

場合もある．事業利活用の意志のあるものに対して，情報

提供・物件調査を行う第三者機関が重要であると考えられ

る． 

また，個別の事例をみると，テナント利用でデザイナー

を入れた複合店舗では，デザイナーと地元設計事務所が共

同で物件改修を行うことによって，改修の方法や知識が継

承され，同デザイナーが旧市街地内の別の物件改修に携わ

る事例がみられた．古民家改修に波及効果をもたらすには，

市が上記のような複合店舗を奨励・助成するような体制を

構築する，あるいは市の所有する古民家において，地元設

計事務所と連携しながら複合店舗を実施するなどの方策が

考えられる． 

地元事業者や住民が仲介し，新規事業者と市場に出てこ

ない物件の家主をマッチングする事例もみられた．地元住

民・事業者と新規事業者との信頼関係構築には，イベント

やテナント利用を行うことが有効であることが実証された．

また，地元事業者とつながりを持つ建築業者，材木店が改

修をトータルで主導していた．これらの人のつながりは偶

然生じたものであるが，各々の役割をシステム化し，情報

共有するプラットフォームを設けることが持続的に古民家 

利活用を促進する要因になると考えられる． 
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重要文化的景観選定区域で実施されるクラウドファンディングの特徴

大阪大学大学院工学研究科 赤坂 尚哉 
大阪大学大学院工学研究科 松本 邦彦 
大阪大学大学院工学研究科 澤木 昌典 

１．研究の背景・目的 

2005 年改正の文化財保護法において新たに位置づけら

れた文化的景観は、生活や生業と関わる地域環境を対象に

することから、その保全においては景観の物的保存だけで

なく人々の生活や生業の持続が求められる。 

文化的景観の中でも特に重要なものとして選定された重

要文化的景観（以下、重文景という）の保存と活用を図る

ための事業に要する経費を補助する制度である文化的景観

保護推進事業国庫補助（以下、文景国庫補助という）では、

調査事業、保存活用計画策定事業、整備事業、普及・啓発

事業に対して国からの補助が行われる。しかし、この文景

国庫補助について松本ら 1)は農地整備に関しては積極的に

活用されておらず、その要因として補助対象要件が限定さ

れていることや、景観配慮に伴う整備費の高騰により所有

者等の負担が小さくならないことを指摘している。これら

の課題は農地整備に限らず、文景国庫補助を活用したその

他の景観整備にも共通すると考えられ、解決には国庫補助

活用だけではなく新たな自主財源の獲得手段が必要となる。 
一方で、文化的景観に限らない一般のまちづくり活動に

おいても活動資金の不足は課題となっている。まちづくり

活動に対する支援制度や助成金に関する研究 2)3)では、公益

性が求められる公的補助では補助対象が限定されるため、

継続的な活動資金としての期待は難しく、自主財源確保の

重要性を指摘している。自主財源確保にあたり、会費収入

の増加では構成員・構成団体の負担が増大すること、事業

収入は組織によっては安定的な収入源として期待できない

場合もあることが挙げられる。これらと異なる財源確保手

段としてまちづくり活動にクラウドファンディング（以下、

CFという）を活用する事例が増加している 4)。活動資金の

獲得だけでなく、事業や活動組織に関する情報発信、CFを

通じて実施プロジェクトへの想いを伝えることなどが新た

な支援者との関係構築につながることなどが指摘されてい

る 5) 6)。 
しかし、重要文化的景観選定区域（以下、重文景区域と

いう）の保全に関する経済的負担の解決策として、CFの活

用に着目した研究は存在せず、文景国庫補助活用に伴う自

己負担金の獲得や、補助対象に該当しない事業に対する資

金獲得に関しての CF 活用の有効性は明らかになっていな

い。さらに、重文景区域の保全においても、一般のまちづ

くり活動での CF 活用と同様に、情報発信が支援者や住民

の地域に対する価値認識の向上に有効であるか、支援者と

の関係構築に有効であるのか、CFを通じた名産品のブラン

ディング等が実現できるのかは明らかになっていない。 
そこで本研究では、全国の重文景区域において文化的景

観の保全を目的に実施された CF の事業内容、さらに実施

背景や目的を把握し、景観保全への効果および CF 活用に

よる副次的効果について明らかにすることを目的とする。 
なお本研究では「CFプラットフォーム(1)において実施さ

れたプロジェクト」をCFPJと定義する。 

２.対象地の選定と研究方法 

（１）調査対象とする重文景区域およびCFPJ 

本研究は、2020年10月末日時点で選定されていた65件
の重文景区域で各区域の選定後から2020年10月末日まで

に開始されたCFPJを調査対象とする。 
（２）研究方法１：CFPJの把握とその分類 

重文景区域における保全・活用に関する CFPJ を把握す

るためにインターネット検索を行った（表 1）。CF プラッ

トフォーム(2)およびガバメントクラウドファンディング

（以下、GCF という）プラットフォーム(3)を用いて「文化

的景観」もしくは「（自治体名）」を検索ワードとして検索

を行った。次に、Google 検索(4)、および新聞記事検索サー

ビス(5)にて「（自治体名） クラウドファンディング」「文化

的景観 クラウドファンディング」を検索ワードとして検

索を行った。 
ヒアリング調査対象を選定するために、インターネット

検索によって把握した CFPJ を実施目的と CF 事業実施主

体によって分類した。 
（３）研究方法２：CFPJ実施による影響の把握 
（２）において把握したCFPJ の実施主体に対して、CF

活用の背景や目的、CFによる寄付金の使途やその後の保全

活用状況の変化、その他補助金の活用有無を把握すること

を目的としてヒアリング調査を実施し（表 2）、CFPJ 実施

の効果について文景国庫補助と寄付金との関係や、CFPJの
実施前後で生じた変化を把握することにより、文化的景観

の保全への寄与を分析した。 

３．重文景区域におけるCF実施状況 

（１）景観特性別にみるCF実施状況 

重文景区域において実施されたCFPJは13件存在し、そ

のうちCFPJが10件（15選定区域）、GCFPJが3件（3選 

表１ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ検索による重文景区域のCF探索方法 
検索⽅法 実施期間 把握件数* 

CF プラットフォーム 2020 年7 ⽉〜12 ⽉ 10 件 
GCF プラットフォーム 2020 年7 ⽉〜12 ⽉ 3 件 

Google 検索 2020 年12 ⽉ 7 件 
新聞記事検索ツール 2020 年12 ⽉ 1 件 

*重複あり 
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表２ CFPJ実施主体へのヒアリング調査の概要 

分類 景観構成要素の修景・修繕を⽬
的としたCFPJ 実施主体 

地元住⺠による特産品加⼯販売
を⽬的としたCFPJ 実施主体 

調査
対象 

株式会社地域創⽣[地域創⽣]（蘭
島及び三⽥・清⽔の農⼭村景観、和
歌⼭県有⽥川町） 
KTN スポーツ⽂化振興財団
[KTN](県内7選定区域、⻑崎県) 
飯⼭市教育委員会[飯⼭市] （⼩菅
の⾥及び⼩菅⼭の⽂化的景観、⻑野
県飯⼭市） 
名勝姨捨棚⽥倶楽部[姨捨](姨捨
の棚⽥、⻑野県千曲市) 

合同会社ほろ酔いカレッジ[ほ
ろ酔い C](⽇根荘の農村景観,⼤阪府
泉佐野市) 
甲津原営農組合漬物加⼯部[甲
津原](東草野の⼭村景観、滋賀県⽶
原市) 

調査
期間 2020 年12 ⽉〜2021 年2 ⽉ 2021 年2 ⽉〜3 ⽉ 

調査
⽅法 オンライン、電話 オンライン、対⾯ 

調査
項⽬ 

CFPJ の実施背景・⽬的、寄付
⾦の使途、補助⾦の活⽤状況、 
CF 実施による変化（景観・情
報発信・活動参加） 

CFPJ の実施背景・⽬的、寄付
⾦の使途、補助⾦の活⽤状況、
CF 実施による変化（景観・情
報発信・活動参加・特産品） 

凡例 「[⾓括弧]：本項における略称」、「(丸括弧)：CFPJを実施した重⽂景区域名称(所在地)」 

表３ 重文景選定基準別のCF実施件数と実施率 
棚⽥ 草原 ⾥⼭ 漁村 ⽔辺 採掘 街路 居住 

実施 
件数 13 件 1 件 5 件 2 件 8 件 2 件 5 件 17 件 

実施 
率 39.4% 10.0% 27.8% 25.0% 26.7% 22.2% 22.7% 39.5% 

表４ CFPJ分類別の重文景区域名称 

定区域）存在する。重文景の選定基準 7)に基づき、景観種

別のCF実施件数と各種別でのCF実施率を表3(6)に示す。

CFPJが実施された18件のうち、棚田景観（39.4％）、居住

景観（39.5％）で多く活用されている。農地やこれに関連す

る整備に対して文景国庫補助が積極的には活用されていな

いこと 7)もあり、それが棚田景観で CF が多く活用されて

いる一因とも考えられる。 
（２）実施目的によるCFPJの分類 
重文景区域での CFPJ13 件を実施目的と CF 事業実施主

体から、a.景観構成要素の修景・修繕目的（4件）、b.地元住

民による特産品の加工・販売目的（3 件）、c.外部団体によ

る特産品の加工・販売目的（2件）、d.集客目的（4件）の4
つに分類した。 

４．ヒアリング調査対象CFPJの概要 

上記4 分類のうち、文景国庫補助の補助対象事業に該当

する a.景観構成要素の修景・修繕目的（4 件）と b.地元住

民による特産品の加工販売目的（3件）のCFPJ実施主体の

うち、調査協力の得られた6団体（a群4件、b群2件）を

対象にヒアリング調査を実施した（表5）。 
（１）CFPJの実施目的と寄付金の使途 

景観構成要素の修景・修繕を目的に CF を活用した a 群
に属する地域創生、KTN、飯山市、姨捨では、目的に沿っ

て重文景の選定申出に関わる文化的景観の保存に関する計

画 8)（以下、保存計画という）において重要な景観構成要

素として特定されている古民家や教会群、神社、棚田の保

全に関する事業に CF で集めた寄付金を活用している。一

方で、特産品の加工販売を目的にCF を活用した b 群に関

しても、ほろ酔いC、甲津原では日本酒醸造のための酒米

栽培や漬物等の野菜の加工・販売のための費用として活用

されている。 
寄付者に対する主な返礼品に関しては、b 群に属するほ

ろ酔いC では日本酒や野菜、甲津原では漬物とCFPJ の成

果物である商品化された特産物が提供されている。一方の

a群では、KTNは御朱印帳やクリアファイルの提供であっ

たものの、地域創生は古民家の宿泊券、姨捨は棚田米や現

地での農業体験といった重文景区域の空間体験を提供して

いる(7)。 
目標金額に対する寄付金額の達成率を見ると、a.景観構

成要素の修景・修繕目的のCFPJでは3.5%、4.3%、11.1%、

2.3%と CF で集まった寄付金額が目標金額を大きく下回っ

ている。これに対して、b.地元住民による特産品の加工・販

売目的のCFPJ では131.2%、129.0%とCF で集まった寄付

金額が目標金額を上回っており、修景等よりも商品化に対

する寄付が集まりやすい状況にある。1 人あたりの平均寄

付金額は、a.景観構成要素の修景・修繕目的では 14,925 円

であるのに対し、b.地元住民による特産品の加工・販売目

的では 5,941 円である。これは返礼品の単価に差があるこ

とに起因すると考えられる。 
（２）補助金の活用 

ヒアリング対象 6 団体のうち、CF 活用事業に対して同

時に補助金も活用していたのは、地域創生、飯山市、姨捨

の3団体であり、全て a群に属する。受けていた補助金の

一覧とその情報を表6に示す。地域創生、飯山市ではCFPJ
全てに対して、文景国庫補助のほか、県の文化財補助事業、

市の補助事業を活用していた。姨捨は農業体験交流拠点の

整備改修に使途を限定された補助金のみの活用であり、そ

の他CFPJに対しては別途補助金を活用していない。 
寄付金額が目標金額に達しなかった4団体も全て a群に

属し、地域住民や知人などからの借入金にて事業費を追加

分類 重⽂景区域名称 

a.景観構成要素の修
景・修繕⽬的 

姨捨の棚⽥、⼩菅の⾥及び⼩菅⼭の⽂化的景
観、蘭島及び三⽥・清⽔の農⼭村景観、平⼾島
の⽂化的景観、⼩値賀諸島の⽂化的景観、佐世
保市⿊島の⽂化的景観、五島市久賀島の⽂化
的景観、⻑崎市外海の⽯積集落景観、天草市崎
津・今富の⽂化的景観 

b.地元住⺠による特産
品の加⼯・販売⽬的 

東草野の⼭村景観、宇治の⽂化的景観、⽇根荘
⼤⽊の農村景観 

c.外部団体による特産
品の加⼯・販売⽬的 

佐渡⻄三川の砂⾦⼭由来の農⼭村景観、近江
⼋幡の⽔郷、樫原の棚⽥及び農村景観 

d.集客⽬的 
近江⼋幡の⽔郷、京都岡崎の⽂化的景観、蘭島
及び三⽥・清⽔の農⼭村景観、奥出雲たたら製
鉄及び棚⽥の⽂化的景観 
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拠出した姨捨を除き、事業費の追加拠出は叶わず、景観構

成要素の修景・修繕目的の CFPJ の難しさがうかがえる。

ただしKTNに関してはCFPJにより集めた寄付金を、県内

の文化財保護のための基金に別途寄付（間接的に重文景区

域の保全に貢献）するための拠出金額の一部に充てること

を目的としているため、当初より目標金額の達成有無は重

視されておらず、寄付金額に応じて団体の自己負担を軽減

する予定であった。 
（３）事業計画・寄付金の使途の変更について 

目標金額に達しなかった4団体のうち、寄付金の使途変

更は姨捨のみが行った。姨捨は当初は農業体験交流拠点の

整備改修、農機具の購入、農機具・農作物保管倉庫の購入、

オリジナルグッズ製作を寄付金の使途として計画していた

が予定していた寄付金が集まらず、オリジナルグッズの作

成は予定通り実施したが、農業体験交流拠点の整備改修、

農機具の購入は予定の一部のみを実施し、農機具・農作物

保管倉庫の購入は断念した。寄付金額が目標金額に達しな

かった4団体において、姨捨を除く3団体においては他の

手段で事業費を確保していたため事業が景観整備は予定通

り実施された。 
５．CFPJ実施による副次的効果 

（１）情報発信の効果 

地域創生、KTN、飯山市は CF 活用による情報発信も実

施目的とした。地域創生、KTNにおいてはCFプラットフ

ォームの活動報告欄において事業の進捗報告などを行い、

飯山市では教育委員会のブログを活用して CF の紹介を行

表５ ヒアリング調査対象団体とCFPJの概要 
地域創⽣ KTN 飯⼭市 姨捨 ほろ酔いC 甲津原 

CFPJ の分類 a.景観構成要素の修景・修繕⽬的 b.地元住⺠による特産品の加⼯販売 
所在 

（対象事業地）* 和歌⼭県有⽥川町 ⻑崎県⻑崎市 ⻑野県飯⼭市 ⻑野県千曲市 ⼤阪府⼤阪市 
(⼤阪府泉佐野市) 滋賀県⽶原市 

掲載したCF プラ
ットフォーム 

(株)CAMPFIRE 
「CAMPFIRE」 

(株)マクアケ
「Makuake」 

(株)トラストバンク 
「ふるさとチョイス
ガバメントクラウド
ファンディング」 

(株)CAMPFIRE 
「CAMPFIRE」 

(株)マクアケ
「Makuake」 

(株)CAMPFIRE 
「CAMPFIRE」 

対象事業地の 
主な景観 棚⽥景観 街路景観、居住景観 ⾥⼭景観、居住景観 棚⽥景観 棚⽥景観 ⽔辺景観、居住景観 

CFPJ 実施期間 2018/6/12-7/29 -2019/9/27 2018/12/18-
2019/2/28 2019/5/31-7/24 2020/6/20-10/9 2017/10/12-12/11 

CF 活⽤⽬的 
事業のPR、地域内
の⽂化財の認識の向

上 
拠出⾦額の低減 事業のPR、地域外

からの⽀援獲得 
当初計画になかった
追加⼯事の発⽣に伴
う事業資⾦の獲得 

酒⽶の買取費⽤の 
確保 

特産品の販路拡⼤の
ための統⼀パッケー
ジデザインの制作 

寄付⾦の予定使途 古⺠家の修繕 ⽂化財の維持管理の
ための基⾦に寄付 神社護摩堂の修繕 

グッズ製作、農業体
験交流拠点の整備、
農機具・倉庫購⼊ 

⽇本酒醸造 漬物の加⼯・販売 

主な返礼品 古⺠家での宿泊券 クリアファイル、 
御朱印帳 ふるさと納税返礼品 棚⽥⽶、農業体験 ⽇本酒、野菜 漬物 

寄付⼈数 4 ⼈ 9 ⼈ 15 ⼈ 8 ⼈ 117 ⼈ 42 ⼈ 
寄付⾦額/ 
⽬標⾦額 

\35,000 / 
\1,000,000 

\130,000 / 
\3,000,000 

\332,000 / 
\3,000,000 

\115,000 / 
\5,000,000 

\655,900 / 
 \500,000 

\258,000 / 
\200,000 

平均寄付⾦額 \8,750 \14,444 \22,133 \14,375 \5,691 \6,193 
達成率 3.5% 4.3% 11.1% 2.3% 131.2% 129.0% 

予定事業の実施 予定通り実施 予定通り実施 予定通り実施 

予定通り実施(オリジ
ナルグッズの作成） 
⼀部実施(拠点整備お

よび農機具購⼊) 
実施無し(倉庫購⼊) 

予定通り実施 予定通り実施 

事業費の追加拠出 実施なし 実施なし 実施なし 個⼈からの借⼊れ ⽬標⾦額達成 ⽬標⾦額達成 

事業費の追加拠出
をしなかった理由 

事業費を他の補助⾦
で確保していたため 

団体が負担する拠出
⾦額を減らすことが
⽬的であったため 

事業費を他の補助⾦
で確保していたため - - - 

*所在と対象事業地が同⼀市町村である場合は省略している 
表６ ヒアリング対象団体が活用した補助金の概要 

補助⾦の名称 補助⾦概要 補助主体 補助⾦額 補助事業者 使途 
地域発 

元気づくり⽀援⾦ 
市町村や公共的団体等が住⺠とともに、⾃らの知恵と⼯夫により
⾃主的、主体的に取り組む地域の元気を⽣み出すモデル的で発展
性のある事業に対して、必要な経費を⽀援 

都道府県 550 万円 姨捨 農業体験交流拠点
の整備改修 

⽂化財保護事業補助⾦ ⽂化財の保存事業と情報発信・活⽤事業に対して必要な経費を補
助 都道府県 50 万円 飯⼭市 神社護摩堂の修繕 

⽂化的景観保護推進 
事業国庫補助 

⽂化的景観の保存と活⽤を図るための事業に要する経費に対する
補助 ⽂化庁 1,600 万円 飯⼭市 神社護摩堂の修繕 

700 万円 地域創⽣ 古⺠家の修繕 
浄化槽設置整備 
事業費補助⾦ 浄化槽を設置するための補助⾦ 市町村 約40 万円 地域創⽣ 古⺠家の修繕 
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った。情報発信効果は3団体とも「あった」と回答したが、

CF の実施が実際の来訪者数の向上や地域内外からの価値

認識の向上に繋がったという具体的な効果の認識はしてい

ない。 
情報発信を実施目的としていない姨捨に関しても、団体

構成員や活動に参加している地元学生に対して農業体験交

流拠点のベンチ設置や草刈機購入が CF により実現したこ

との紹介を行っていた。地域外の人からの支援の存在を団

体構成員に実感させることで、棚田保全活動の参加率の上

昇への寄与を姨捨は認識している。さらに、CFPJの返礼品

として棚田米を支援者に発送することで、その後棚田米を

継続して購入する棚田サポーターの会員数が増加している

と姨捨は認識している。以上のように、CFPJの実施による

情報発信の効果は、実施主体が具体的に実感できるまでに

は至っていなかったものの、保全活動の参加率の上昇や会

員数の増加が確認できた。 
（２）特産品のブランド化に対する効果 

CFプラットフォームで日本酒、漬物の加工・販売を確認

できたほろ酔いC、甲津原のうち、CFを通じた特産品のブ

ランド化の取組についてのヒアリング調査を甲津原に行っ

た(8)。甲津原ではCF活用以前から特産品として加工・販売

していた漬物に関して、複数の商品ラインナップを有する

ものの、共通したデザインコンセプトがないというブラン

ディングの課題を抱えており、CFPJで集まった寄付金を活

用して商品群のデザインコンセプトの企画から、ここの商

品パッケージの制作までを行った。ブランディングの取り

組み実施後、市のふるさと納税返礼品と採用されたほか、

市が運営するインターネット通販サイトへの出品が実現し、

漬物の販売促進へと繋がったと甲津原は捉えている。新規

特産品開発だけでなく、既存商品のリブランディングや、

支援者への通知・販売促進に対して一定の効果があったと

考えられる。 

６．まとめ 

CFPJは18重文景区域で、13件の実施を確認できた。文

化的景観の特性別には棚田景観と居住景観を有する重文景

区域で多く実施されていた。 
景観構成要素の修繕・修景目的と地元住民主導による特

産品の加工・販売目的に該当する CF 実施主体に対するヒ

アリング調査の結果から、景観構成要素の修景・修繕目的

の CFPJ が実施されているが、寄付金の達成率は特産品開

発に比べて低く、その他自己財源の確保が必要とされる状

況にあることが明らかになった。そのため修景・修繕目的

の事業費獲得には、支援者に対してより共感を持たせる取

り組みが求められる。一方で、6 団体中 2 団体において事

業の情報発信を CF 利用・活用の実施目的としており、資

金獲得手段以外にも CF 実施に期待する機能として確認で

きた。 
さらに CF 活用における副次的効果としてブランド化で

は、商品のデザインコンセプトの統一という点での効果を

一事例から確認することができたが、実際の来訪者数の向

上や地域内外の主体による地域に対する価値認識の向上な

どの効果発現はなく、今後の課題であることも明らかにな

った。 
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補注 

(1) CFを実施するためのサイトの総称 

(2) CF プラットフォームとして CAMPFIRE、Makuake、READYFOR で

検索した。 

(3) GCFプラットフォームとしてふるさとチョイス、ガバメントクラウド

ファンディング、さとふるクラウドファンディング、楽天ふるさと納

税、ふるなびクラウドファンディングで検索した。 

(4) Google社検索サイトwww.google.com 

(5) 新聞検索ツールとして毎日新聞マイ索、読売新聞ヨミダス歴史館、日

経テレコン21で検索した。 

(6) 複数の選定基準に該当する重文景区域が多く存在するため、1 件の

CFPJに対して各選定基準ごとに重複してカウントしている。 

(7) 飯山市が当該ガバメントクラウドファンディングプロジェクトを実

施した当時のふるさと納税の返礼品は把握できなかった。 

(8) ほろ酔いCでは調査実施時には日本酒の販売開始前であり、寄付金の

使途が酒米の買取費用であったため商品のブランド化に対する効果

を認識していなかっため、商品のブランド化に関するヒアリングは行

わなかった。 
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社会基盤整備の歴史的変遷にみる市街地整備の今日的課題 

～兵庫県西宮市瓦木地区を対象に～ 

大阪工業大学大学院工学研究科 小林 礼奈 

大阪市建設局 柳野 友希 

大阪工業大学工学部 山口 行一 
(株)岩崎都市・地域計画研究所 岩崎 義一 

１．はじめに 

市街地の形成経緯と狭隘街路の形成には密接な関係があ

るが、建築基準法 42 条 2 項道路が未整備のまま今日に至

っていることが市街地整備の課題としてあげられている 1)。

一般に、課題となっているスプロール化で形成された住宅

地は、急速に都市化が進み都市基盤整備がなされないまま、

線形が無秩序な狭隘道路に狭小な宅地が建ち並ぶことが多

いため、道路ネットワークが形成されていないことが多い。 

建築基準法では、第三章「都市計画区域等における建築

物の敷地、構造、建築設備及び用途」において、「道路とは、

幅員四メートル以上のものとし、建築物の敷地は、道路に

二メートル以上接しなければならない」と定めている。法

基準時の 1950 年に幅員 1.8m以上 4m未満の沿道に建つ建

築物を救済するため、建て替え時に道路の中心線から 2m

の後退を行えばよいということが2項道路の規定（建築基

準法42条第2項）であるが、これまで、期待どおりには進

んでこなかった。 

近年、多くの地方自治体では、防災・減災、安全安心な

まちづくりとしての取り組みや、既成市街地における狭隘

道路の整備を行っているほか、街並み誘導型地区計画、連

担建築物設計制度、狭隘道路拡幅整理事業などに取り組ん

でいるが、狭隘道路問題の解決には至っていない。また、

人口減少・少子高齢化の急速な進展により、空き家問題や

バス路線の廃止などの居住水準の低下が危惧されているほ

か、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、働き

方やライフスタイルも変化しつつあり、今後の住まい方に

ついても検討を余儀なくされている。 

そこで、本研究では、住環境改善の観点から現時点の狭

隘道路問題の把握と対応策を検討するための情報を収集す

ることを目的に、住宅需要が高いものの、比較的小規模住

宅が多いため、土地区画整理事業などを通じた道路整備が

行いにくい都心部住宅地を対象に、1990 年から 2020 年に

かけて狭隘道路の変化を分析する。 

研究対象地域は、兵庫県西宮市瓦木地区とし、特に、同

地区内において、本格的な市街化が進む前に土地区画整理

が行われた JR 甲子園口駅地区と、行われなかった阪急神

戸線北部地区を比較する。 

２．狭隘道路に関わる基本的な問題点 

狭隘道路に関わる研究の歴史は長い。1980年頃から、道

路法と建築基準法といった法制度上の課題から解決の方向

性を考察した研究 2)や、全国一律に最低の道路幅員が4mと

することに対する根拠を検討した研究 3)、筆形状・接道状

態の変化と細街路の形成過程を分析した研究 4)などが行わ

れた。2000年以降では、小規模な区画整理の効果を分析し

た研究や小規模宅地の共同化に関する研究 5)、歴史的な街

並みや路地を活かすまちづくりに関する研究 6)、地方自治

体での細街路整備の取り組み事例に関する研究 7)などが行

われてきた。 

現在地方自治体で取り組まれている制度や事業で対応さ

れているものもあるが、解決が難しい問題の原因として既

往研究で指摘されている主な問題点 2)～7)を以下に整理する。 

（１）道路網の形成と連動していない 

道路法では、道路を「一般交通の用に供する道(第2条)」

と定義し、交通の機能に着目しているのに対し、建築基準

法は「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の

基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、

もって公共の福祉の増進に資すること(第 1 条)」を目的と

し、道路を「次の各号のいずれかに該当する幅員四メート

ル・・・以上のもの」と定義し、交通上、安全上、防火上

又は衛生上の観点から居住環境上必要な最低基準として定

められている。建築基準法の接道義務も同様で、前面道路

と敷地および建物の関係について秩序立てて定めている。

このため、建築基準法 42 条 2 項道路に面する建築物が建

て替え時に後退することで幅員 4m を確保することと、地

区の骨格として一般の交通の用に供する道路網、生活道路

網が形成されていくことと連動しているわけではない。 

（２）道路の最低基準として全国一律に幅員４ｍと設定 

2 項道路の道路の中心線が明確ではないという基本的な

問題があり、境界を確定する際に地権者ともめることがあ

げられる。また、建替え時の道路中心線から 2m 後退に掛

かる確認申請は地権者の負担となっており、後退して生じ

た道路空間の維持管理がどのように行われるのかは明確に

なっていない。加えて、狭隘道路に狭小敷地が接する場合

は、後退後の敷地が小さく建物が建たないケースが発生す

ることも問題である。また、不接道敷地が集積している場

合など住環境上問題がある地域でも、適法な道路に面して

いながら不接道敷地の入り口にある、いわゆる喉元敷地の

敷地後退は要請困難であることが多い。 

スプロール化した既成市街地では、住民も多いことから、

2 項道路をいわゆる適法な道路にするのか、あるいは建築

物の救済のみで狭隘道路のまま残すのかという合意形成が

できず、地区として整備が進まないことが問題として指摘

されている。加えて、全国一律で道路の最低基準が決まっ
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たことにより、細街路で構成されている歴史的な街並みを

壊してしまうことについても議論が多かった。 

３．研究対象地域 

（１）対象地区の概要 

 研究対象地域を兵庫県西宮市の瓦木地区とする。西宮市

は、兵庫県の南東部、大阪市と神戸市の中間に位置し、古

くから門前町や宿場町として栄え、豊かな自然と交通至便

により住宅地として発展してきた文教住宅都市である。現

在、人口は 48 万人を超え、市域面積は 100.18 平方キロメ

ートルである。北部の山地部と南部の平野部に分かれてお

り、武庫川、夙川が市域を流れるなど自然に恵まれている。

また、南部は大規模商業施設が複数あるほか、阪神甲子園

球場が有名で、西日本旅客鉄道、阪急電鉄、阪神電気鉄道

で大阪、神戸に15分程度で移動できる。西宮市では、狭あ

い道路拡幅整備事業などに取り組んでおり、平成 30 年住

宅・土地統計調査によると、西宮市の住居地域にある4m未

満の道路に接する建物は24％にまで減少しているが、現在

でも市街地整備上の課題となっている地区が存在している。 

 瓦木地区は、西宮市南東部に位置し、阪急西宮ガーデン

ズという大型商業施設が接する阪急神戸線西宮北口駅の東

側にあり、尼崎市との市境の武庫川に面する住宅地である。 

（２）対象地区の歴史 

 1874年の省線（JR）東海道本線・大阪－神戸間の開通や、

1905 年に阪神電車・大阪－神戸（三宮）間が開通したが、

瓦木村内に駅は設置されず、恩恵は少なかった。 

村内に駅が開業したのは、1920年の阪急急行電車神戸線

の開通時に開業した西宮北口駅である。その後、1921年に

阪急急行電車今津線北側が開業し、1926年に今津線南側が

開業、西宮北口駅は、東西南北の分岐の主要駅として発展

を遂げた。また、村南部を東西交通の幹線として、1927年

に阪神新国道（現国道2号）が開通した。 

瓦木村は1800年以

降 4 度の河川の氾濫

に襲われた歴史があ

る 8)。しかし、1923年

と1928年に行われた

武庫川治水工事 9)以

降は、武庫川の氾濫

に襲われていない。

1942 年に、瓦木村は

旧甲東村と共に西宮

市に合併することに

なるが、瓦木村誌に

よると、「當村境域は、

古来重要地位を占め

る、自然地理的・人

文地理的條件を具

へず、文化の低級水準に置かれ、その埒外にあつた農村に

過ぎなかった。」10)と記述されている。 

戦後、名神高速道路の開通などがあり、交通至便なこと

から人口が急増する。そして、1995年に発生した阪神淡路

大震災は、西宮市内で多くの死傷者を出し、対象地区でも

甚大な被害をもたらした。 

（３）対象地区における土地区画整理事業 

 JR甲子園口駅地区は、省線の新駅設置の公募があり、甲

子園口駅を新駅として設置するため、地元地域が土地・資

金の捻出の為に、甲子園口駅付近の土地区画整理を行った。

瓦木村誌には、「設置費全額地元負擔の請願驛であつて、幾

多の難關がこれを阻み、尋常一様の努力でなかつた。」11)と

あり、順風満帆に行われたものでは無かったことが記され

ている。その後、1934年に甲子園口駅が設置され、その後

1952年にかけて図－1に示すA地区、B地区、C地区、D

地区、E 地区の順に組合施行による土地区画整理事業が行

われた。一方で、阪急神戸線北部地区では、戦前に土地区

画整理が行われることは無く、戦後、1962 年から 2002 年

にかけて断続的にF地区からL地区の順に区画整理が行わ

れてきた。F地区は個人施行、H地区、I地区、J地区、L地

区は組合施行、G地区は、生産緑地が現在も多く残る地区

で西宮市による特定第一土地区画整理事業、K地区は、1995

年の阪神淡路大震災によって壊滅的な被害を受けたことに

よる震災復興土地区画整理事業である。12) 

４．既存市街地における狭隘道路の変化に関する分析 

（１）分析方法 

 本研究では、建築基準法42条1項5号と42条2項の道

路の変化に着目する。まず、国土交通省土地総合情報シス

テムを用いて、対象地域の2007年から2020年上半期まで

の約13年間に取引された不動産取引のあった土地などの

前面道路の種類と幅員を整理し、2つの対象地区について

42条2項道路に接する不動産の動きを把握する。次に、

1991年と2020年の航空写真を用いて、建築物と街路構成

の変化を分析する。そして、ミニ開発などで新設された

42条1項5号道路と既存道路との接続状況を分析する。 

（２）不動産取引からみた前面道路の幅員と種類 

図－2は、取引のあった不動産（マンション除く）の全

面道路の幅員を示している。西宮市全域では8,580件、阪 

図－2 取引不動産の前面道路の幅員 
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図－1 対象2地区周辺の土地区画整理 
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急神戸線北部地区では502件、JR甲子園口地区では332件

あり、阪急神戸線北部地区の方が JR 甲子園口駅地区より

取引が活発であったことがわかる。前面道路の幅員をみる

と、西宮市全域と JR甲子園口駅地区は、各幅員の占める割

合が比較的似ているものの、阪急神戸線北部地区は異なる

ことがわかった。JR 甲子園口駅地区は「6m 以上」の道路

に面した不動産は 50％を超えており、「5m 以上 6m 未満」

が20%、「4m以上5m未満」が15%、「4m未満」が8％に

対して、阪急神戸線北部地区では、「6m以上」が42％、「5m

以上6m未満」が9%、「4m以上5m未満」が43%、「4m未

満」が5％になっている。阪急神戸線北部地区では「4m以

上5m未満」の道路に面した不動産取引が顕著であり、217

件となっている。 

 図－3、図－4は前面道路の市道と

私道の別を道路幅員別に示したもの

である。甲子園口駅地区に比べ、阪

急神戸線北部地区では、私道の割合

が高い。特に、「4m 以上 5m 未満」

「5m以上6m未満」が顕著であるこ

とからミニ開発が進んだと考えられ

る。また、「4m 未満」の既存私道に

面する不動産についても取引が行わ

れていることがわかった。 

（３）建築物と街路構成の変化 

①JR甲子園口駅地区 

図－5は1991年、図－6は2020年

の建築物と街路構成を示している。

甲子園口駅開設の際に、一部地域を

除いて、同地区の大半で土地区画整

理事業を実施している。そのため、

1991 年から 2020 年にかけて街路の

構成の変化はなく、建築物の更新が

進められている。 

②阪急神戸線北部地区 

当地区では JR 甲子園口駅地区と

対照的であった、日野町周辺地区に

焦点を当てて示す。図－7は1991年、

図－8は2020年の建築物と街路構成

を示している。1991 年と 2020 年を

比べると宅地化が進み、街路構成が

少し変化している。農地から宅地へ

の変化は都市の発展を意味すること

の一つだが、それによって狭隘な道

路が増加していることは問題であ

る。特に、1991年時点に存在した42

条 2 項の道路に、ミニ開発などによ

り、紫色で示す位置指定道路の接続

が増加している。つまり、緊急車両

が通行しにくい道路の先に住宅が増

加している状況になってきている。 

図－3 JR甲子園口駅地区 図－4 阪急神戸線北部地区 

前面道路の幅員における道路の種類 

図－5 1991年 JR甲子園口駅地区 図－6 2020年 JR甲子園口駅地区 

図－7 1991年 日野町周辺地区 図－8 2020年 日野町周辺地区 
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（４）道路率と狭隘道路接続状況 

表－1 は、2 つの地区の道路率を GIS で算出した結果で

ある。道路率は、対象地区の該当道路の面積を地区の面積

を除して求めた。 

JR甲子園口駅地区と阪急神戸線北部地区では、地区内の

全ての道路の道路率は同程度である。しかし、2 項道路の

道路率は、前者が 0.94％、後者が 1.45％となり阪急神戸線

北部地区の方が JR 甲子園口駅地区よりも狭隘道路が多い

ことがわかった。 

次に、1991年と2020年の航空写真と2020年の道路台帳

を用いて、1991年以降に作られた位置指定道路の種類と各

パターンにおける本数を分析した。表－2に示したように、

新規位置指定道路とその接続元の道路（既存道路）につい

て、接続の形状別にパターン1～4の4つの種類に、更に、

既存道路の種類別に分類した。なお、2 項道路と位置指定

道路を狭隘道路と定義し、パターン2と4においては、既

存道路が片方でも狭隘道路に該当する場合、狭隘道路とし、

どちらも狭隘道路ではない場合、その他に分類した。 

分析の結果、JR甲子園口駅地区は5本、阪急神戸線北部

地区は 116本の道路が新設された。阪急神戸線北部地区は

パターン 1 が 98 本と全体の約 85％を占めている。そのう

ち、2項道路の袋路は28本となっており、狭隘道路の先に

ミニ開発が進んだことがわかる。パターン2では、1 本は

2項道路同士を接続し、2本は42条1項5号道路同士を接 

 

続している。残りのパターン3とパターン4のうち1つは、

狭隘道路にしか接続していなかった袋路が 4m 以上の道路

に接続し改善されたものも見られる。これらから、狭隘道

路問題の解決に時間を要したあまり、市街地としては複雑

な道路網が形成されていることがわかった。 

JR甲子園口駅地区での狭隘道路への接続は、パターン1

に分類される2項道路からの接続1本だけであった。 

５.おわりに 

JR甲子園口駅地区では、甲子園口駅開設時に一面的な土

地区画整理を実施した。阪急神戸線北部地区でも、戦後に

土地区画整理が実施されてきたが、ほとんどの事業は狭い

範囲であった。 

JR甲子園口駅地区では前面道路が6ｍ以上の幅員に面し

た不動産は50％であり、狭隘道路の道路率も1.09％である

のに対し、阪急神戸線北部地区では前面道路が 6ｍ以上の

幅員に面した不動産は42％、狭隘道路の道路率は3.57％で

あった。JR甲子園口駅地区と比較すると、阪急神戸線北部

地区は、幅員の狭い街路を改善できていないことがわかっ

た。例えば、日野町地区では一面的な土地区画整理事業の

実施は叶わず、未整備地区では 2 項道路に 42 条 1 項 5 号

道路を接続するといった問題が多々発生していた。 

建築基準法でいう道路の種類と接道義務との関わりにつ

いて、既存の2項道路に新規の位置指定道路や2項道路が

接道、延長して開発を進めることの妥当性については今後

検討が必要である。 
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道路率 
JR甲子園口駅 

地区 

阪急神戸線 

北部地区 

2項道路 0.94% 1.45% 

位置指定道路 0.15% 2.12% 

すべての道路 18.7% 18.9% 

図 分類 

接続する 

既存道路の 

種類 

JR甲子園

口駅地区 

本数 

阪急神戸線 

北部地区 

本数 

1 袋路 

2項道路 1 28 

位置指定 

道路 
0 0 

その他 4 70 

2 連絡路 

2項道路同士 0 1 

位置指定 

道路同士 
0 2 

その他 0 2 

3 
袋路 

延伸 

2項道路 0 0 

位置指定 

道路 
0 8 

その他 0 0 

4 
袋路 

変化 

2項道路 0 0 

位置指定 

道路 
0 0 

その他 0 5 

合計 － － － 5 116 

表－2 1991年以降に作られた42条1項5号道路の種類と本数 

表－1 対象2地区の道路率の関係 
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酒造業にまつわる歴史的湧水に関する地域的研究 

株式会社 建設技術研究所 笹尾 俊博 
近畿大学理工学部 岡田 昌彰 

１.研究の背景と目的

古来より水稲栽培を主たる生業としてきた日本において，

米を原料とする清酒は長い歴史をもつ．平安時代には日本

酒の製造方法が確立，室町時代には酒屋が誕生した．さら

に，江戸時代には輸送手段の確立により大衆化に至る 1）．

近代以降は 1875 年に明治政府が創設した酒税が国税収入

の約 35％を占め国家財政を支えるが，1996 年以降は酒造

業者数の減少が続いている 2）．近畿圏においては，伏見や

灘に大規模な酒蔵群が現存するのに加え、伊丹・灘の酒造

業が2020年日本遺産に認定されその再評価が進んでいる． 

立地地域における酒造業及び湧水の社会的位置づけに着

目した研究には，それぞれ経済学の側面から酒蔵の存在に

着目した柚木学によるもの 1），人文学の観点から湧水を評

価した河野忠による著作3）などがあるが，仕込み水の神格

化やその地域的特徴に着目した研究は希薄である． 

本研究では，このような背景を踏まえ，近畿圏を中心と

した日本各地の酒造業の仕込み水にまつわる歴史的湧水の

うち特に神格化されたものに着目し、それぞれの管理主体

や信仰の由来などを精査することでそれぞれの地域的特徴

を明確化することを目的とする． 

２.日本における酒造業と信仰の系譜 4）-8） 
 日本における酒の記述は『日本書紀』にまで遡る．10世

紀の法令全書『延喜式』（905年）は酒の製造法を記録した

日本最古の書物であり，「酒八斗法」による“御酒”ほか15

種類の酒が節会や儀式において嗜まれたとある．一方，武

家政治が台頭する室町時代には酒造りにも大きな変革が訪

れ，酒屋での醸造が始まる．神仏習合により大寺院におい

ても荘園から神に献上する米を用いて醸造が行われていた． 

図―１ 白鹿宮水井戸（西宮市） 

 江戸時代になると，伊丹・鴻池・伏見などの新興酒造地

が台頭し清酒は大衆化する．灘の酒造は西宮に井戸を求め，

貴重な仕込み水として「宮水」が使用されるようになる 9）

（図―１）．米の酒（清酒）はハレのステータスシンボルで

あったが，次第にケの飲み物へと変化する． 
明治期以降は各酒造地にて近代化が図られ10）．企業化が

進み重要産業へと発展を遂げる一方，酒は神聖なものであ

り続けた11）．醸造技術の向上により大量生産12）が可能とな

るも，湧水をはじめとする酒造関連の有形・無形文化を通

して酒造と信仰は意味的つながりを維持してきたと言える． 

３.酒造りの神的要素及び仕込み水の重要性

 日本における酒造りと寺社仏閣の関わりは深く，酒神を

祀る桜井市の大神神社，京都市の松尾大社，梅宮神社など

が近畿地方に集中している13〜15）．また，奈良市の春日大社

では，859年に「酒殿」が創建され，お供え用の神酒を醸造

している．さらに，松尾大社では神泉「亀の井」の水を仕

込み水の一部として使用することが習慣となっている．こ

れを用いれば美酒になるとの言い伝えがあり，毎年多くの

酒造業者が参拝するほか，延命水としても信仰されている． 

４.酒造業にまつわる歴史的湧水の特徴

 本章では近畿地方を中心とし，酒造業に関する湧水全37

件を対象としたフィールド調査を実施した．文献ならびに

各酒造業者や関係機関へのヒヤリングから得た情報をもと

に，歴史的湧水の特徴を把握・整理した（表―１）． 

図―２ 白牡丹井戸（東広島市西条） 

４－１.酒造業者による湧水信仰の特徴 

 酒造規模は多様であるが，それに関わらず湧水を神格化

する事例が見られた．また，灘・伏見・西条などの一大産

地においても湧水信仰が確認された．さらに，西条におい

ては酒蔵が密集する利点を生かし，仕込み水を巡る湧水観

光の事例も確認できた（図―２）．また，伏見及び西条の仕

込み水は一般開放されているのに対し，灘の仕込み水は酒

造業者だけが使用できるように厳重に管理されており，信

仰の形態には差異が認められた． 
４－２.信仰の由来 

（１）神仏由来の湧水 
神仏由来の湧水においては，不動明王，弁財天，弘法大

師，及び薬師如来が祀られていることが確認された．八海

酒造（新潟県）では，落雷被害を収めるべく雷電様を祀っ 
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た後，水源地近くに水祖神を祀る藤原神社が創建されてい

ることを確認した（図―３, ４）． 

 さらには，浪速酒造（大阪府）においては，玉光大明神

の境内に清水大師地蔵尊（図―５），住吉大社・戎神社（図

―６）が祀られており，湧水を中心とした多様な信仰が行

われている．同敷地内には集会所も併設されており，地域

コミュニティの中心としても機能していることがわかった． 

図―３ 雷電様（南魚沼市） 図―４ 水祖神（南魚沼市） 

 図―５ 清水大師（阪南市） 図―６ 戎・住吉大社（阪南市） 

（２）寺社仏閣由来の湧水 

図―７ 黒牛の水（中言神社：海南市） 

 「御神水」や「閼伽水」など，神仏への献上水用の湧水

を仕込み水とする事例が確認できた（図―7）。名手酒造（和

歌山県）では中言神社の創建とも深く関わる神獣「黒牛」

の名を冠した銘酒が販売されている．太古より万葉集に詠

まれた付近の黒牛潟にはかつて「黒牛」という牛に似た黒

い岩があり，地名（黒牛潟）の由来にもなっている．さら

に神社は黒牛潟大明神という別名で尊称されており，この

神話と深い関わりをもつ神社であることが伺える．このよ

うに，既に神格化された水を用いて酒造りを行うことで，

結果的には製品のブランド力が向上していると言える． 

（３）酒造由来の湧水 

 酒造業者

が独自に湧

水を神格化

する事例が

確認できた

（図―８）．

酒造業者に

よって神仏

のほか縁起

物などが祀

られるが，後にこれらを地域住民も参拝するようになり，

結果として水源に新たな地域的価値が付与されていること

がわかる．ここでは，「酒造創業」→「酒造業者による湧水

神格化」→「地域住民による生活水としての利用」という

プロセスが確認できる． 

４－３.湧水の管理主体における特徴（図―10） 

 現地調査によって確認

できた湧水の管理主体

（寺社，住民，酒造業者）

の相互関係を整理した． 
（１）寺社管理型 

 大神神社（桜井市：図

―９）や御香宮神社（京

都市伏見区）など，地域

の信仰対象である寺社が

管理する湧水が６件確認

できた．これを仕込み水

とする酒造業者は酒樽の

奉納や御神酒の提供など

寺社の運営にも深く貢献

しており，同時に寺社の

名称を冠した銘酒を醸造

することで既存の「寺社ブランド」を自社の商品に付与し

ているものと考えられる．これによって寺社と酒造業との

図―８ 酒造による神格化（女鳥羽の泉:松本市） 

図―９ 薬井戸（桜井市）

図―10 管理形態の概念図 

湧水管理

酒樽
御神酒
を奉納

寺社管理型

酒造

寺社

住民

湧水

湧水空間
を介した
信仰

仕込み水
御神水

ブランド化による需要

御神酒を介した信仰

ブランド 付与

住民管理型

湧水管理

酒造

神仏

住民

信仰

ご利益

神格化

安定供給

湧水管理を提供

生活水・ 信仰の場を提供

湧水

コミ ュニティ 空間

仕込み水

酒造管理型

湧水管理

酒造

神仏

住民
湧水管理を提供

取水地を提供

生活水 感謝神格化

安定供給

湧水

コミ ュニティ 空間

仕込み水

安定供給
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意味的つながりが，元来酒がもつ神的意味とともに強化さ

れ，さらに寺社内の湧水空間や酒を媒介として地域住民の

寺社に対する信仰心も深化されているものと考えられる． 
（２）住民管理型 

酒造業

者により

神格化さ

れるも住

民が主体

的に管理・

利用する

湧水が１

件確認で

きた．石川

県津幡町のしょうず（図―11）では，1793年に仕込み水の

安定供給を祈願する酒造業者が湧水空間に不動明王像と石

碑を建立している．一方，現在の管理主体は地域住民とな

っており，生活用水の供給とともに不動明王信仰を介した

コミュニティ形成の強化に繋がっているものと考えられる． 
（３）酒造管理型 

図―12 石橋の水（松江市） 

図―13 石橋の水（松江市） 

 前述の中言神社黒牛の清水や松江市の石橋の水（図―

12）など，酒造業者が主体的に管理する湧水が３件確認で

きた．いずれにおいても地域住民が古くから信仰してきた

湧水が仕込み水としているが，前者を利用する名手酒造社

は湧水の衛生管理や定期的な掃除を担っているほか，後者

の李白酒造社は市所有の湧水を借り受けて住民と一体的に

管理していることがわかった． 

４－４.酒造業にまつわる湧水信仰の無形民俗 

 福井市の酒清水（図―13）には，かつて酒自体が湧出し，

その後病気治療や茶に用いる清水へと変化し，後に酒の仕

込み水とするに至ったとの古事が確認できた． 
このほか，蜻蛉長者伝説16）（秋田県八幡市のだんぶり長

者の泉），酒の井伝説（酒々井市の酒の井湧水），子は清水

伝説16）（会津若松市の強清水湧水）など，酒にまつわる伝

承が４件確認できた．これらは酒造を介した湧水空間の神

格化過程を示す貴重な無形民俗と位置づけることができる． 
５.結論

 本研究では，酒造業の仕込み水にまつわる湧水を対象と

し，その信仰形態，管理形態，ならびに酒造業の介入によ

り生起した事象を収集・整理した．その結果，以下のよう

な地域的特徴をもつことが明らかになった． 

（１）祀られる神仏に特徴が認められ，さらに複数の神仏

信仰や地域コミュニティの中心的役割を果たす事例の存在． 

（２）酒造が独自に湧水を神格化する事例においては，設

置された神仏が地域住民の参拝対象ともなり，水源にも新

たな地域的価値が付与されている． 

（３）酒樽の奉納や御神酒の醸造・提供によって「寺社ブ

ランド」を自社製品に付与することで，寺社と酒造業との

意味的つながりが酒の神性とともに強化される事例の存在．

また，酒や寺社の湧水空間を媒介として地域住民の信仰心

の深化も認められる． 

（４）酒造が湧水を神格化するも住民が管理する事例の存

在．仕込み水の安定供給が祈願される一方で，地域住民は

生活用水供給とともに不動明王信仰等を介したコミュニテ

ィ空間の形成強化につながっている． 

（５）日本各地における仕込み水の湧水にまつわる伝承の

現存状況を確認し，収集事例との関連とともに当該分野に

おける無形文化遺産としての可能性を指摘した． 
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図―11 しょうず（石川県津播町）
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空間の残存と悲劇の記憶の継承メカニズムの関係性に関する考察

株式会社 地域計画建築研究所  筈谷 友紀子 
龍谷大学政策学部   阿部 大輔 

１.はじめに 
１-１研究の背景と目的 
悲劇の記憶はどのように継承されるのだろうか。本研究

では、戦争・震災・差別・公害など悲しみの記憶に関わる

記憶を「負の記憶」と位置づけ、その中でも政策や社会制

度を通じて抗えない構造として規定された差別や暴力に関

わる記憶を「悲劇の記憶」と定義し、考察の対象とする。

悲劇の記憶の継承手法には、語り部による伝承や資料館の

設置のほか、アウシュビッツ強制収容所や原爆ドームのよ

うに悲劇を象徴する遺構や場所といった「空間」の保存活

用が挙げられる。しかしながら、悲劇を象徴する空間（＝

悲劇の遺産）の保存は、様々な関係者らによる合意形成が

不可欠であり、容易ではない。 
本研究では、①悲劇の記憶を象徴する空間がどのような

プロセスを経て保存されるのかを明らかにし、空間に関連

する継承活動の展開を整理した上で、②空間の残存と悲劇

の記憶の継承メカニズムの関係性を考察することを目的と

する。 
１-２先行研究の整理 
遺構や場所といった「空間」に着目し、記憶の形成過程

を考察した研究は、直野(2010)1)による平和記念公園の形成

過程と戦後の記憶形成に関する研究や、福間(2016)2)による

広島・長崎における被爆遺構やモニュメントに関する研究

があげられる。これらの研究は、集合的記憶が形成される

過程で後景に置かれる記憶があると指摘する点で共通して

おり、遺構の保存やモニュメントの設計は記憶を一元化し

定着させる行為であるとして批判の対象となっている。 
一方で、都市計画・建築分野では窪田(2014)3)による「記

憶の枠組み」に関する研究や、後藤(2008)4)による都市の記

憶を継承する手法としての歴史的建造物の活用に関する研

究などが見られるものの、「空間」が記憶の想起を促す媒体

であることを指摘するに留まっており、先の批判を乗り越

えていない。本研究の新規性は、悲劇の記憶の継承の観点

から「空間」の残存について評価を試みる点にある。 
１-３研究の方法と事例の選定理由 
本研究では、空間の保存をめぐる議論の結果、それぞれ

異なる残し方を経た悲劇の記憶を対象に、関係主体による

議論の経緯、保存手法、継承活動の展開を整理し、最後に

空間の残存と悲劇の記憶の継承メカニズムの関係性につい

て考察を行う。考察の対象事例は、資料の蓄積がある「十

坪住宅」と「長崎刑務所浦上支所跡地」とした（表1）。研

究の資料として、空間の残存をめぐる議論が確認できる委

員会議事録、市民団体が発行する機関紙や当時の新聞報道

記事等を用いた。そのほか、記憶の継承活動を行なってい

る団体が公開している資料等を参照した。 

表−1 対象事例の残存状態
5) 6) 7) 8)

２.空間の残存を伴う悲劇の記憶の継承プロセス 
２-１十坪住宅の悲劇性 

1930年代から始まった無らい県運動は、都道府県にハン

セン病患者の数を競わせることで患者の収容率を高めた。

この運動の高まりは、全国の療養所在所者数の急激な増加

を招き、各療養所では慢性的な定員超過に陥った。そこで、

長島愛生園で所長を務めていた光田健輔は、収容力強化の

ため、市民から寄付を集め十坪程度の簡素な住宅を建設す

る十坪住宅建設運動を考案した。十坪住宅の入居者は主に

療養所内の夫婦であり、入居にあたっては優生手術を強制

するなど、その運用は患者の人権を制限するものであった。

ここに隔離政策が悲劇の記憶である所以がある。 
２-２十坪住宅の保存の議論 
(１)厚労省歴史的建造物保存作業部会による保存の枠組み 
ハンセン病療養所内の歴史的建造物については、「ハンセ

ン病問題の解決の促進に関する法律」にて保存が定められ

ている。保存の検討を行う厚生労働省歴史的建造物保存作

業部会は建築史学的観点で全国の療養所に残存する建造物

の中から保存対象を選定した。長島愛生園に残存する十坪

住宅は建物の傷みや増築の痕跡を理由に保存対象から除外

された 9)。建築史学的観点の評価軸のもとでは、十坪住宅

の保存価値は見出されなかったといってよい。 
一方で、菊池恵楓園に残存する監禁室や長島愛生園に残

存する収容所については、「隔離政策の状況を伝える」こと

を理由に修復保存の対象として挙げられている 10)。先に述

べたように十坪住宅は療養所の収容力強化に寄与したこと

から、監禁室や収容所と同様に「隔離政策の状況を伝える」

建築物であると考えられる。それにも関わらず、十坪住宅
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が修復保存の対象として挙げられなかった背景には、十坪

住宅をめぐる悲劇性が十分に認識・共有されていなかった

という要因が考えられる。 
(２)ボランティア団体による十坪住宅の価値付け 
十坪住宅の保存を最初に主張したのは長島愛生園等の入

所者の社会復帰を支援していたボランティア団体の「ゆい

の会」である。「ゆいの会」は、長島愛生園・邑久光明園の

世界遺産登録運動を支援することを目的に、厚生労働省歴

史的建造物保存作業部会が保存対象として挙げていない建

築物の中から、十坪住宅を選び、保存運動を開始した。 

「ゆいの会」は、建築士に建築調査を依頼したり、学識

者と知見の交換を行ったり、様々な主体と協力しながら十

坪住宅の価値を立証していった。「ゆいの会」の要請のもと

十坪住宅の建築調査に携わった建築士は、十坪住宅につい

て「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)。」と評価を加

えている。ゆいの会と交流のある学識者は十坪住宅を隔離

政策を形成する根幹的思想性の経緯が理解できる建物であ

ると指摘している 12)。 
以上のような識者の評価を受けて、「ゆいの会」では、十

坪住宅を「戦前、すべてのハンセン病患者の隔離収容を目

指した絶対隔離政策の下、官民一体で進められた『無癩県

運動』を象徴する歴史的建造物 13)」であると評価し、十坪

住宅の保存意義を以下の二点にまとめた。一つ目はハンセ

ン病療養所という人権侵害の歴史を記憶に留めるための①

負の遺産としての意義、二つ目は強制隔離政策の下で、入

所者自らの手で住宅を増築するなどして改善が加えられて

きた②入所者の生の証としての意義である 14)。 
十坪住宅は病床が不足する中で住居を提供したという点

で患者救済の一側面を持っているものの、「ゆいの会」はあ

くまでも十坪住宅を患者の人権を無視した隔離政策を官民

一体となって強力に支えてきた「悲劇の遺産」であると評

価した。他方で、十坪住宅の残存状態から隔離政策下にお

ける入所者らの暮らしの痕跡を見出し、積極的に評価する

ことで、多義的な価値を見出している。 
２-３十坪住宅の保存 
「ゆいの会」による保存運動からしばらくして、厚生労

働省歴史的建造物保存等検討会の下に「史跡ワーキンググ

ループ」が設置され、十坪住宅の保存検討を行うことが決

定した。これを受けて「ゆいの会」の会長である近藤剛氏

は、「長島愛生園、入所者自治会および厚労省の『史跡WG』
とも密接に連携しながら、十坪住宅保存のあり方を探って

いかなければならない 15)」と述べ、保存に向けた連携を示

唆している。 
「ゆいの会」による独自の保存活動としては、長島愛生

園に残存する 5 棟のうち、1 棟の修復工事を行い、収集保

存した資料と合わせた展示活用を進めている。残る十坪住

宅4棟についても、厚生労働省歴史的建造物保存等検討会

のもとに設置されている「史跡ワーキンググループ」へ修

復保存の働き掛けが行われている。 
２-４隔離政策の記憶の継承活動 
長島愛生園における記憶の継承活動には、資料館の設置、

語り部活動、教育活動などがある。しかしながら、元患者

らの高齢化や、優生手術の影響による子ども世代の不在か

ら、被爆二世のような語り部の継承は望めない。加えて、

長島愛生園を含むハンセン病療養所は島嶼や山中に立地し

たため、地域が主体となった継承活動も望めず、記憶の継

承主体が限定的であるという課題を抱えている。 
このような状況の中、地域という枠を超えた記憶の継承

手法として着目されたのが、観光を通じた教育学習、すな

わちダークツーリズムである。2018年5月から9月にかけ

て実施されたクルージングツアーでは、「島で生涯を過ごす

ことを強いられた人の思いを感じてもらえたら 16)」という

主旨のもと歴史館、収容桟橋、収容所跡、監房跡、目白寮、

納骨堂の5つの歴史的建造物及び史跡が見学対象となった。

今後、保存された十坪住宅では内部見学のほかガイドによ

る解説も検討されている 17)ことから、面的な観光プログラ

ムの展開が期待される。 

３.空間の解体を伴う悲劇の記憶の継承プロセス 
３-１長崎刑務所浦上支所の悲劇性 
長崎刑務所浦上支所は原爆投下の中心から約 150m の距

離に位置していた。そのため、庁舎は壊滅し、刑務所を囲

っていた高さ 4m の鉄筋コンクリート塀も基礎部分を残し

て倒壊した。刑務所内での爆死者は134名であり、その内

34 名が国防保安法及び治安維持法違反で勾留中の強制連

行された中国人と朝鮮人であった。長崎刑務所浦上支所を

めぐる記憶は、戦時下における被害の記憶と加害の記憶が

重層している点で特徴的である。 
３-２長崎刑務所浦上支所跡地の整備をめぐる議論 
戦後、長崎刑務所浦上支所跡地を含む原爆落下中心地一

帯では、「浦上公園」の建設が進められた。その背景には、

浦上支所が国有地であったことや爆心地であることを記念

する考え方があった 18)。1951年に長崎国際文化都市建設法

が制定されると、浦上公園は「平和公園」と名称を変え、

長崎国際文化都市建設法に基づく建設事業の一環として整

備が進められた。1983年には平和公園聖域化検討委員会が

設立され、「自然と頭が下がり、手を合わさずにはいられな

いような神聖で荘厳な雰囲気が漂うように、すなわち聖域

化する 19)」ことを整備方針として掲げた。長崎刑務所浦上

支所跡地は平和公園という新たな空間の登場により被爆者

を悼む「聖域」へと変容した。 

３-３長崎刑務所浦上支所跡地の遺構の保存をめぐる議論 
1992年1月、平和公園地下駐車場建設工事の際に長崎刑

務所浦上支所の遺構が発見された。平和祈念像に向かって

北側には死刑場跡が残存しており、平和記念式典が行われ

る広場に重なるように長崎刑務所浦上支所の建物の基礎部

分が残存していた。 

(１)市民団体による保存要望  
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同年11月23日付の読売新聞は、原爆問題研究普及協議

会や長崎原爆被災者協議会等6団体が「被爆遺構は後世に

被爆の惨状を訴え続け、人類の犯した過ちを子孫に警鐘し

続ける」として、本島市長あてに現地保存の要望を行なっ

たと報じている。要望からもわかるように、発見直後は「被

爆遺構」としての保存が市民団体からも求められていた。

同年1月31日には、長崎市長により、公園南側の遺構の保

存及び平和祈念像に面する公園北側の保存の検討について

発表がなされた。一方、同年2月1日付の読売新聞では、

長崎原爆被災者協議会会長の話として、「刑務支所では、日

本が植民地化した中国や朝鮮半島出身の人たち四十五人を

含む百三十五人が亡くなった。こうした事実をきちんと伝

えることが重要(中略)。全面復元を望みたい」と、被爆遺構

としてだけではなく、戦時下における日本の加害性を示す

遺構であることを理由とした保存要望が取り上げられた。 

(２)長崎刑務所浦上支所跡地の保存をめぐる対立 
市民団体によって保存要望が提出されたことを契機に、

長崎市原爆被害資料協議会と長崎市聖域化検討委員会にて

保存の検討が行われた。1992年2月6日に開催された長崎

市原爆被害資料協議会では、発見された遺構は建物の基礎

部分であるため被爆遺構としては価値がないといった主張

や、「遺構公園としてしまっては現在の平和公園の価値を損

なう。」といった反対意見が出された 19)。同月に開催された

第4回平和公園聖域化検討委員会においては、長年平和公

園の聖域化を検討してきた背景から、「全面保存ということ

になれば、年一回の平和記念式典はここではできないとい

うことになる。(中略)いまの平和公園の価値、イメージが

下がらない様な方法をとっていただきたい。」「死刑場を残

すということは、平和公園という意味合いからも無理な感

じがする。」といった反対意見が目立ち、戦時下における加

害性については言及されなかった 20)。その他、刑務所とい

うことを理由とした反対意見も見られた。 

以上のように、長崎刑務所浦上支所をめぐる議論では、

関係主体の間で保存の是非が別れた。このような議論を踏

まえて、長崎市長は同年 2 月 19 日の市議会教育厚生委員

会にて公園南側の遺構については保存し、式典の会場に当

たる死刑場を含む公園北側の遺構については地下駐車場工

事終了後に復元し、現地に埋め戻すことを発表した。 

(３)遺構の一部解体と保存 
しかし、長崎市長はその後、発見された遺構は外壁の基

礎部分であり原爆による熱線を受けていないとし、被爆遺

構ではないと結論づけた。その上で、既に保存が決まって

いる公園南側の遺構を除き、公園北側の遺構等は解体した

上で別の場所に埋め戻すとの最終方針を1992年3月30日
の市議会各派代表者会議で示した。市は「(北側にあった死

刑場などの遺構は)一般にさらすべきものではなく目に見

えないように埋設する」と、埋設の理由を説明している。

北側の遺構の解体・埋設に対し、市民団体は「中国、朝鮮

半島出身者も犠牲になっており、軍国主義を再現させない

よう後世に残すことに意味がある 21)。」と批判し、解体され

た北側の遺構の復元を要望した。 
1992年8月には、発見された外壁の基礎部分が大量のガ

ンマ線を浴びていたことが明らかになり、市は見識を改め、

被爆の事実を認めた 22)。市は長崎刑務所浦上支所跡地の保

存をめぐる議論を契機に策定した「原子爆弾被爆建造物取

扱基準」をもとに保存を再検討するとしたが 23)、市の定め

る被爆建造物のリストに長崎刑務所浦上支所跡地は加えら

れていない。保存の枠組みから外れたことにより、解体さ

れた北側の遺構の復元は行われず、南側の一部遺構のみ保

存するに留まった(図2)。 

図-1  遺構の解体・保存範囲

出典：平和公園再整備検討委員会「平和公園再整備基本計画報告書」（平成

6年3月）をもとに筆者作成 

３-４長崎刑務所浦上支所の記憶の継承活動の実践 
(１)遺構の解説板の設置 
長崎刑務所浦上支所跡地の遺構は、被爆遺構としても、

戦時下の加害を示す遺構としても、曖昧な展示に留まって

いる。当初、市が設置した解説板には強制連行の実態や犠

牲者の勾留理由及び国籍についての記載は見られなかった。

解説板の記述をめぐり、長崎証言の会と住吉トンネルの保

存と活用を考える市民の会の両団体は「過去の歴史的事実

に則り、被爆の中での日本の加害責任を問い、次世代に語

り継ぐため」に刑務所内の外国人爆死者数及び国籍と拘留

理由に関する記述を市に要求した 24)。しかし、以上の要求

は市により退けられた。その理由として長崎証言の会の会

員である森口氏は「市民には様々な歴史解釈がありその対

応に苦慮する」ことや「強制連行を含む等刑務所の犠牲者

のことなど、遺構案内や説明にあたる人達が、それぞれの

知識に応じて話していくことで、その伝達は図れる。」とす

る市側の姿勢があったと指摘している 25)。 
市民団体の要求により、現在では犠牲者の内訳や国籍に

ついて修正・加筆がなされたものの、強制連行に関する記

述は未だ見送られている。戦時下における加害責任の継承

は「遺構案内や説明にあたる人たちが、それぞれの知識に

応じて話していくこと」に託された。 

(２)平和案内人による継承活動 
平和公園では、被爆の実相を次世代に伝えるため、平和

案内人と呼ばれるボランティアによるガイドが行われてい

る 26)。平和案内人は、主に長崎原爆資料館や国立長崎原爆

死没者追悼平和祈念館、平和公園周辺の被爆建造物等を来

訪者とともに巡りながら、被爆被害を来訪者に伝えている。

展示保存範囲 
平和祈念像 

解体範囲 

遺構 
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その際、長崎刑務所浦上支所遺構も訪問の対象となってい

るものの、戦時下の加害性についての言及は管見の限り為

されていない。 
本事例からは、たとえ「空間」が保存されたとしても、

継承すべき悲劇性とは何かといった議論の蓄積とその共有

がなされない限り、悲劇の記憶の継承は困難であることが

示唆される。 

４.結論 
４-１まとめ 
本研究で明らかにした点は以下の通りである。第一に、

悲劇の遺産の保存をめぐっては、背景にある事象の悲劇性

について関係主体の間で議論が深められる点に特徴がある。

悲劇の遺産は文化財に指定されるような歴史的建造物とは

異なり、建築的価値を持たない。悲劇性及びそこから得ら

れる教訓が保存価値となる。それゆえに、保存にあたって

は悲劇性を共有し、乗り越えるプロセスが不可欠となる。 

第二に、悲劇の記憶をめぐっては、そのよすがを「空間」

として希求する傾向にある。本事例で挙げた十坪住宅や長

崎刑務所浦上支所は、それぞれ保存措置は異なる結果とな

ったが、関係主体によって悲劇の象徴として希求された。 
４-２空間の残存と悲劇の記憶の継承メカニズムの関係性 
空間の残存有無にかかわらず、悲劇の記憶そのものは当

事者を含む関係主体や地域で共有される。一方で、悲劇の

記憶の継承という観点からは、当事者や関係主体だけに留

まらない記憶の継承の枠組みが不可欠である。悲劇の教訓

は広く継がれてこそ意味を持つ。その点、空間が残存した

十坪住宅の事例においては、ダークツーリズムとも言える

観光や訪問学習が展開され、「地域」を超えた継承活動が可

能になった。「地域」を超えた記憶の継承が可能になる点で、

空間が残される事の意義が示唆される。 
将来世代への継承という観点では、継承活動の持続が不

可欠である。その点、残存した空間は将来に渡って想像す

るきっかけをつくる不変の資料としての可能性を持つ。空

間の保存を契機に共有プロセスが要請されたように、残さ

れた空間は将来的に議論を喚起する契機となりうる(図 2)。 
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京都市における公営住宅の縮小再編に関する考察 

―公営住宅の立地の変容に着目してー 

龍谷大学大学院政策学研究科 内海 ありさ 

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 

我が国では、住生活基本法の制定により住宅の「量」の

確保から国民の住生活の「質」の向上を図る住宅政策へ転

換する方針が掲げられた 1)。また公営住宅政策においても、

建築物の老朽化等に伴う更新などの「再編」が進められて

いる 2)。京都市も「京都市住宅マスタープラン（京都市住

生活基本計画）」で住宅施策の方向性を定め 3)、「京都市市

営住宅ストック総合計画」で市営住宅の具体的な整備方針

を掲げ 4)、事業を展開している。しかし、住宅セーフティ

ネットの役割を担う公営住宅の縮小再編は、公営住宅の戸

数の減少や立地の集中につながり、住宅確保要配慮者(1)の

住宅の選択肢を限定させるのではないか。 

そこで、本稿では、京都市の市営住宅の活用の方針を基

に京都市の公営住宅・改良住宅の立地の変容を整理するこ

とで、京都市の市営住宅の縮小再編について考察すること

を目的とする。 

（２）既往研究の整理 

 公営住宅・改良住宅の整備実態について論じた研究とし

て、全国の大規模な住宅団地が抱える問題点の要因と実態

に関する類型特性を考察した石井ら（2012）5)の研究がある。

また、公営住宅の再編について論じた研究として、香川県

営住宅を事例に再編計画の課題を転居の可能性から指摘し

た小山ら（2007）6)や、公営団地の更新・再生方法の在り方

について考察することを目的につくば市の市営住宅ストッ

クの管理計画を評価した五十石ら（2011）7)がある。 

また、京都市の市営住宅を対象とした研究として、向島

団地に居住する住民の社会・経済的属性を分析することで

市営住宅の役割を考察した藤井（1996）8)の研究や、改良住

宅で取り組まれてきたまちづくり活動の検証と考察をした

後藤（2015）9)、市営住宅の団地再生計画の課題と地域再生

の意義について論じた竹口（2012）10)の研究がある。 

しかし、京都市における公営住宅および改良住宅の縮小

再編について、立地の変容という観点から論じた論文は不

在である。 

（３）研究の対象と方法 

 京都市市営ストック総合活用計画の策定時である 2010

年 11月時点に設置されていた 99団地、702棟、23,616戸

の市営住宅（公営住宅78団地、改良住宅21団地）を対象

とする。 

 研究の方法として、京都市の市営住宅の方針を把握する

ために、京都市が発行する「京都市住宅マスタープラン（京

都市住生活基本計画）」と「京都市市営住宅ストック総合活

用計画」を用いて調査を行った。また、住宅確保要配慮者

の実態を把握するために、「平成30年住宅・土地統計調査」

を用いて調査を行った。 

２．京都市市営住宅の縮小再編の方針 

（１）京都市住宅マスタープラン（京都市住生活基本計画） 

 京都市は 2006 年 6 月に施行された住生活基本法に基づ

き、2010年3月に「京都市住宅マスタープラン」を策定し、

10年間の住宅施策の方向性を定めた。 

この計画では、住宅確保要配慮者の住生活の課題として、

①今後住宅確保要配慮者の増加が予想される、②施策対象

者の範囲が拡大する中で、セーフティネットの中核となる

市営住宅の更なる適正な管理・運営が求められる、③既存

の民間賃貸住宅等には性能が低いものが多く、居住者と住

宅のマッチングが難しい、④都心部に改修の進まない低家

賃の老朽木造賃貸住宅が数多く存在している、の４つを挙

げている。 

 そこで、京都市は住宅確保要配慮者が安定した居住を確

保できるようにするために、市営住宅やそれを補完する公

的賃貸住宅や民間賃貸住宅等の賃貸住宅全体を活用した重

層的なセーフティネットを構築する必要があるとしている。 

市営住宅については、①住宅セーフティネットの中核と

して、公営住宅の管理戸数は現状程度にとどめながら、②

計画的に更新・改善等を実施し、③コミュニティに配慮し

た団地づくりや団地内外とのコミュニティの活性化に資す

る施設整備等を進めることとしている。また、民間賃貸住

宅等は福祉分野等と連携し、住宅確保要配慮者の入居の円

滑化や居住支援の施策の推進などを進めるとしている。 

（２）京都市市営住宅ストック総合活用計画 

 京都市住宅マスタープランの下位計画として、各団地及

び住棟の活用方針を示し、京都市住宅マスタープランで定

められた「市営住宅ストックを長く有効に活用する」とい

う方針の具体化を図る計画として2011年に策定された。計

画期間は、2011年度から2020年度までの10年間で、2010

年時点で設置されている市営住宅の99団地、702棟、23,616

戸（公営住宅 19,060戸、改良住宅等 4556戸）を対象に、

各団地、住棟ごとの活用方針などを示している。 

具体的なストック活用の基本方針として、①長期的な有

効活用に向けた適切な維持管理と改善の実施、②公営住宅

の最小限の建て替え・計画的な集約、③木造住宅等の用途

廃止、④団地再生計画の策定を挙げている。 

②については、「公営住宅は、老朽化等の著しい住棟に限

定し建て替えを実施し、改良住宅は改善された住棟等への
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入居者の住み替えを進め、集約する。」としている。また、

「公営住宅の建て替えは、都心部に立地している改良住宅

の集約後の敷地の利用を検討し、公営住宅の郊外への集積

の緩和を目指す。」としている。③については、「用途廃止

により公営住宅の戸数が減少する場合は、改良住宅の空き

住戸の公営住宅への転用等により、公営住宅の戸数を維持

する」としている。 

この方針で、継続活用が467棟、20,906戸、全面的改善

が1棟、380戸、建て替えが26棟、615戸、集約が58棟、

1435戸、そして用途廃止が150棟、280戸と分類された。 

３．方針ごとに見た市営住宅の立地の特徴 

（１）継続活用 

82団地、467棟、20,906戸の継続活用に分類された市営

住宅のうち、52.8％を占める伏見区が最多で、西京区が

15.2％、山科区が 11.2％となっている（表－1）。その一方

で、中京区が0.7％、北区が1.3％、東山区が2.1％、左京区

が2.5％にとどまった。 

表－１ 継続活用とされる市営住宅の割合 

（２）用途廃止 

 17団地、150棟、280戸のうち、左京区が 124戸と全体

の 44.3％を占め、伏見区が18.6％、北区が 17.1％となって

いる（表－2）。左京区の4団地と北区の1団地は、老朽木

造住宅で構成されているため、団地全体が廃止される。 

表－２ 用途廃止とされる市営住宅の割合 

（３）集約・建て替え 

集約される改良住宅は、11団地、58棟、1,435戸である。

そのうち、戸数の割合が高い区は、全体の 32.5％の左京区

と、18.3％の下京区、17.6％の北区である（表－3）。 

また、建て替えが行われる公営住宅は、5団地、26棟、

615 戸と少ない（表－4）。そのうちの 94.3％が伏見区に立

地している。 

表－３ 集約される市営住宅の数と割合 

表－４ 建て替えとなる市営住宅の数と割合 

４．市営住宅の方針の区ごとの特徴 

方針ごとに市営住宅の戸数の変容を分類した結果、３つ

の特徴で分類することができる（図－1）。 

一つ目は、今後も戸数がほとんど変わらない区である。

ここでは伏見区・西京区・山科区・南区・右京区が当ては

まる。特に、伏見区や西京区は市内でも市営住宅の住戸数

が多いだけでなく、ほとんどの市営住宅が継続活用される。 

二つ目は、総戸数の半数が減少する区である。中京区・

北区・左京区が当てはまる。特に、中京区と北区は、他区

と比較して住戸数が少ないにもかかわらず、今後、住戸数

の減少によって、区内に住む市営住宅の入居有資格者です

ら市営住宅に住む機会が得られにくい可能性が高まる。 

三つ目は、総戸数が現在の 3／4 となる区である。東山

区・下京区が当てはまる。2 区はそれぞれ 1 団地ずつしか

立地しておらず、改良住宅の集約後、公営住宅の建て替え

の移転先とされた場合、区内での集住を促す可能性が示唆

される。 

また、伏見区や西京区や山科区など、市営住宅の総戸数

が多い区ほど住戸数の変化は少なく、現在の総戸数が少な

い区ほど継続活用となる戸数が少ないことが分かった。 

５．市営住宅の立地と公営の借家(2)に住む年収200万円(3)以

下の世帯の関係性 

（１）公営の借家に住む年収200万円以下の世帯 

借家に住む年収200万円以下の世帯のうち、公営の借家

に住む世帯の割合を示した（図－2）。5％以下の区が7区と

なった一方で、20％を超えるのが伏見区と西京区である。

7 区のうち、年収 200 万円未満の世帯数が多い左京区・上

京区・北区・右京区の公営の借家に住む世帯の割合が低く、 

継続活用

北区 1 1.2% 9 1.9% 262 1.3%

左京区 3 3.7% 11 2.4% 530 2.5%

東山区 1 1.2% 6 1.3% 431 2.1%

中京区 2 2.4% 4 0.9% 142 0.7%

下京区 1 1.2% 15 3.2% 699 3.3%

南区 12 14.6% 33 7.1% 1,549 7.4%

右京区 9 11.0% 35 7.5% 755 3.6%

西京区 6 7.3% 84 18.0% 3,168 15.2%

伏見区 35 42.7% 210 45.0% 11,031 52.8%

山科区 12 14.6% 60 12.8% 2,339 11.2%

京都市 82 100% 467 100% 20,906 100%

団地 棟 戸

用途廃止

北区 1 5.9% 24 16.0% 48 17.1%

左京区 6 35.3% 81 54.0% 124 44.3%

東山区 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

中京区 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

下京区 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

南区 1 5.9% 2 1.3% 4 1.4%

右京区 2 11.8% 7 4.7% 14 5.0%

西京区 0 0.0% 0 9.3% 26 9.3%

伏見区 6 35.3% 34 13.3% 52 18.6%

山科区 1 5.9% 2 1.3% 12 4.3%

京都市 17 100% 150 100% 280 100%

団地数 棟数 戸数

集約

北区 2 18.2% 9 15.5% 253 17.6%

左京区 3 27.3% 19 32.8% 466 32.5%

東山区 1 9.1% 5 8.6% 150 10.5%

中京区 1 9.1% 4 6.9% 100 7.0%

下京区 1 9.1% 11 19.0% 262 18.3%

南区 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

右京区 1 9.1% 3 5.2% 75 5.2%

西京区 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

伏見区 2 18.2% 7 12.1% 129 9.0%

山科区 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

京都市 11 100% 58 100% 1,435 100%

団地数 棟数 戸数

建て替え

北区 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

左京区 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

東山区 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

中京区 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

下京区 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

南区 1 20.0% 1 3.8% 35 5.7%

右京区 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

西京区 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

伏見区 4 80.0% 25 96.2% 580 94.3%

山科区 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

京都市 5 100% 26 100% 615 100.0%

団地数 棟数 戸数
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世帯数に対して市営住宅の供給数が見合っていないことも

明らかになった。 

（２）市営住宅の立地と民営の借家に住む年収200万円以

下の世帯の割合の関係性 

 市営住宅の棟の立地と民営の借家に住む年収200万円未

満の世帯の割合を示した（図－3）。市営住宅の供給数が少

なく、年収200万円未満の総世帯数が多く民営の借家に住

む世帯の割合が97％以上の上京区、北区、左京区は、市営

住宅の用途廃止や集約が進み、より一層、区内での市営住

宅の居住の選択肢が限定されることが明らかとなった。ま

た、左京区と北区は団地自体の廃止が決定している団地も

存在するため、もし市営住宅に住めたとしても希望の地域

に住める可能性は減少すると考えられる。その一方で、民

営の借家に住む世帯の割合が低い伏見区・西京区・山科区

は、区内のほとんどの市営住宅が継続活用となる。 

このように、市営住宅の縮小再編が進んだ結果、市内で

の立地の変容に二極化が起こり、住宅確保要配慮者は公営

住宅での生活を希望する場合、住戸数が多い郊外部の3区

に行かざるを得ない可能性が高まることが言える。 

６．まとめ 

本稿では、京都市の市営住宅の縮小再編について立地の

図－１ 方針ごとの戸数の割合 

図－２ 借家に住む年収200万未満の世帯が住む住居タイプの割合
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変容に着目して論じてきた。 

立地の変容に関しては、①戸数にあまり変化が見られな 

い区、②総住戸数の半数が減少する区、③総戸数が3／4と

なるが市内に1団地しか立地しておらず、今後住戸数が増

加する可能性のある区という3つの特徴に分類できると考

えられる。これを踏まえ、京都市における市営住宅の縮小

再編によって、①郊外部と都心部で市営住宅の立地の二極

化が起こること、②主に都心部では、団地の数が少なくな

ることで、区内での住宅確保要配慮者の集住を促す可能性

があることが明らかとなった。 

市営住宅の縮小再編により、今後、更に住宅確保要配慮

者の住宅の選択肢がより一層限定され、集住が加速し、住

み分けが発生する可能性がある。 

補注 

(1)低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、その他住宅の

確保に特に配慮を要する者のことである。 

(2)民営借家は「公営の借家」、「都市再生機構（UR）・公社の借家」又は「給

与住宅」のいずれにも該当しない賃貸住宅として定義されている。なお、公

営の借家とは、都道府県・市区町村が所有又は管理する賃貸住宅で、「給与

住宅」でない住宅である。 

(3)年収 200 万円の世帯としたのは、市営住宅の入居の資格者となるのが、

収入額が月158,000円以下の世帯でのためである。 

参考文献 

1)四日市拓哉（2021）、「公営住宅の長寿命化等の推進と課題」、『都市住宅学』、

第112号、pp.10-14 

2)四日市拓哉（2021）、「公営住宅の再編に係る制度の変遷について」、『住宅』、

第70巻、第3号、pp.9-14 

3)京都市（2010）、「京都市住宅マスタープラン」 

4)京都市（2011）、「京都市市営住宅ストック総合活用計画」 

5)石井政雄、山田悟史、大内宏友（2012）、「公営・改良住宅の実態調査にも

とづく類型特性に関する研究」、『日本建築学会計画』、第 77 巻、680 号、

pp.2415-2422 

6)小山雄資、吉田友彦（2007）、「転居の可能性からみた廃止・削減を伴う公

営住宅の再編に関する研究 香川県営住宅を事例として」、『都市計画論文

集』、第42.3巻、pp.211-216  

7)五十石俊石、岩田司（2011）、「公営住宅のストック更新計画の評価 : つく

ば市営住宅を対象にして」、『日本建築学会学術講演梗概集』、pp.1077-1078 

8)藤井透（1996）、「京都市における公営住宅の役割―向島ニュータウンを事

例として―（成熟都市の条件）」、『佛教大学総合研究所紀要』、pp.304-332 

9)後藤直（2015）、「オールクリアランスからマイナーチェンジへ―第 3 期

を迎えた被差別部落の住環境整備―」、『佛教大学総合研究所共同研究成果

報告論文集』、第2015号、pp.1-13 

10)竹口等（2012）、「京都市市営住宅の団地再生計画の方向性と地域再生」、

『人間学研究：京都文教大学人間学研究所紀要』、第6巻、pp.15-22 

図－３ 市営住宅の棟の立地と民営借家に住む年収200万未満の世帯の割合 

３ 市営住宅の棟の立地と年収300万未満
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廃校活用の優良事例における地域参画のプロセスに関する研究 

大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 舟瀬 優月 

大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 松尾 薫 

大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 武田 重昭 
大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 加我 宏之 

１． 研究の背景及び目的 

少子化にともない、全国で学校の統廃合が進んでいる。

廃校となった学校施設は、地方公共団体にとって貴重な公

的資源であり、有効に活用することが求められている。文

部科学省では平成22年より、「～未来につなごう～みんな

の廃校プロジェクト」を開始し、施設活用のアイデアや利

用事業者などを募集している。廃校施設の情報を公表する

ことで、地方公共団体と民間企業等のマッチングを促して

いるほか、他の省庁と連携して整備等の補助制度を充実さ

せるなど、廃校活用の支援を行っている。 

また、学校は子どもの学びの場であるだけでなく、地域

において多世代が親しみを感じるコミュニティ施設として

も重要な意味を持っている。学校が廃校となることで地域

コミュニティの衰退が加速することが懸念され、地域の実

情やニーズを踏まえて廃校施設を有効に活用することが求

められている。  

このような状況を踏まえると、廃校活用において、地域

住民や地元団体、地域企業などの「地域」が参画すること

は重要であると考えられる。活用にあたり、地域参画によ

って、学校であったという存在意義の継承や地域意向の反

映が可能になるばかりでなく、地方公共団体と連携するこ

とで、廃校活用が地域の活性化にもつながると考えられる。

近年では、このような地域活性化や集落維持を目的とした

事業を展開する廃校活用事例が着目され、その際に地域と

の関わりが期待されている。 

 ここで廃校活用における地域参画に関する既往研究をみ

ると、まず斎尾 1)は統廃合から廃校活用決定までのプロセ

スと、活用実態と所有形態の関連を把握している。能勢 2)

は京都市を事例に廃校活用プロセスの把握を行い、他の政

令指定都市と比較した上で住民参加が重要であることを明

らかにすることで、住民参加の効果を示した。久保ら 3)は

北海道の廃校活用実態を把握し、民間事業者による活用ま

でのプロセスにおいて自治体や住民のかかわり方を明らか

にしている。また学校以外の施設整備における住民参加や

市民参加に着目すると、福田ら 4)は公共施設計画における

住民参加の有効性とその効果を明らかにし、西村ら 5)は、

市民参加を取り入れた駅前の広場整備が公共性を醸成させ

るとして、その構想から維持までのプロセスを詳しく把握

している。 

 以上のように廃校活用に関する既往研究はあるが、廃校

活用の検討から運営に至るまでの地域による主体的で自立

的な参画の一連の詳細なプロセスを探った研究は見られな

い。そこで本研究では、廃校活用の優良事例における検討

から運営に至るまでのプロセスを捉え、今後の廃校活用に

おける地域参画の要点を探ることを目的とする。 

２． 調査方法 

廃校活用における地域参画の特性をつかむために、文部

科学省が発行する「～未来につなごう～みんなの廃校プロ

ジェクト」の企業活用編（2017 年）及び廃校活用事例集

（2019 年）に掲載されている全国の優良事例 76 校を対象

とし、これらの施設概要、活用用途、活用検討のプロセス、

活用後の運営形態を把握した。 

さらに活用検討のプロセスに着目し「地域意向の把握」、

「地域との協議」、「地域での審査」のいずれかが行われた

事例を地域が参画した活用事例と定義し、地域参画の有無

による違いについても捉えた。 

次に、廃校活用の検討から運営に至る詳細なプロセスを

明らかにするために、兵庫県発行の廃校活用事例集等 6)7)8)

から地域が参画した事例で調査協力の得られた4事例を対

象に、2020 年 12 月にヒアリング調査を実施した。ヒアリ

ングでは、活用検討、活用内容、運営形態、組織の変遷を

把握し、これらを用いて廃校活用の検討フロー図を作成す

るとともに、検討時と運営時の組織体制図を作成すること

で、廃校活用における地域参画のプロセスを捉えた。本稿

では、調査を実施した4事例のうち、地域参画のプロセス

において特徴的な2事例（雲部小学校、福住小学校）を報

告する。 

３． 全国の優良事例 

図-1は活用検討のプロセスを示す。全国の優良事例にお

ける活用プロセスでは「地域との協議」を行った事例が32

校、42.1%と最も多い。次に「公募実施」が22校、28.9%と

多く行われたが、「地域での審査」が行われたのは 3 校、

3.9%であった。「検討組織の設置」は 21 校、27.6%で行わ

れ、「説明会」は18校、23.7%、また「地域意向の把握」は

11校、14.5%であった。また「上位計画での位置づけ」が 

 

上位計画での位置づけ 

地域意向の把握* 

地域との協議* 

検討組織の設置 

公募実施* 

地域での審査 

説明会 

地域計画への反映 

＊地域参画を伴うプロセス 

図－１ 活用検討のプロセス 
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行われたのは 12 校、15.8%である一方、「地域計画への反

映」は、6校、7.9%にとどまっている。 

 表-1は地域参画の有無別の学校数とその割合を示す。活

用検討のプロセスにおいて、「地域意向の把握」「地域との

協議」「地域での審査」のいずれかを行った地域参画有りの

事例は37校、48.7%、地域参画無しの事例は39校、51.3%

と約半数ずつである。 

 まずは活用用途に着目する。図-2は地域参画有無別の活

用用途を示す。地域参画有無別でみると、地域参画有りの

事例では、「文化施設」が43.2%と最も高い。次に「商業施

設」、「流通施設」が29.7%と高く、「事務施設」が27%と高

いが、「流通施設」と「事務施設」は地域参画無しの事例と

比べて低い割合となっている。一方、地域参画無しの事例

では、「流通施設」が48.7%と非常に高い。次に「事務施設」

が35.9%と高く、続いて「文化施設」が23.1%、「商業施設」

が17.9%である。 

 次に活用用途の複合度合を見ると、図-3は地域参画有無

別の単一・複合施設の割合を示す。地域参画有りの事例で

は、「複合施設」が70.3%と「単一施設」の29.7%に比べて

割合が高くなっている。一方、地域参画無しの事例では、

「複合施設」が51.3%、「単一施設」は48.7%と同程度であ

る。 

 図-4は活用プロセスの中で地域参画有無別の活用用途の

発意者の割合を示す。地域参画無しの事例では、「事業者」

が61.5%と割合が高く、次に「自治体」が38.5%であった。

地域参画有りの事例では、「事業者」が45.9%と多く、次に

「自治体」が24.3%であった。「住民」は全て地域参画有り

の事例で35.1%を占めている。 

 図-5は活用後の地域参画有無別の連携の有無の割合を示

す。地域参画無しの事例では、「連携無し」が66.7%と割合

が高い。一方、地域参画有りの事例では、「連携有り」が

51.4%と、「連携無し」の 48.6%を上回り、地域と連携して

運営している事例が多い。 

 図-6は活用後の地域参画有無別の主な利用者を示す。地

域参画無しの事例では、「地域外のみ」が51.3%と最も多く、

「地域内外」が 35.9%、「地域内のみ」は 12.8%であった。

一方で、地域参画有りの事例では、「地域内外」が43.2%と

最も多く、次の「地域外のみ」の40.5%を上回っている。 

４．兵庫県の優良事例 

図-7は廃校活用の検討フロー図、図-8は検討時及び運営

時の組織体制図を示す。 

（１）雲部小学校 

雲部小学校の活用プロセスは、平成21年の閉校決定後、

「くもべまちづくり協議会」にて活用検討が開始された。

平成 23 年 3 月の住民アンケートにより活用が決定され、

兵庫県の補助事業への申請が採択された。活用内容は、活

用決定後すぐに検討がはじまり、用途が飲食施設に決定さ

れた。それに伴い協議会内に「旧雲部小学校利用活用委員

会」が設置されるとともに、ワークショップ（以下、WS）

が開催された。平成24年2月には、地域自立計画「雲部ぐ

るっと・もっと・ずっとプラン」が策定され、3月に社会実

験の実施により活用内容の有効性が確認された。平成24年

9 月には検討組織が「旧雲部小学校跡地利用検討委員会」

に移行された。運営形態は、平成23年2月から検討が開始

され、3 月に運営形態が決定された。７月には、地域の各

集落の会合にて運営組織への出資を募り、8 月に「合同会

社里山工房くもべ」が設立された。 

 平成21年度から平成24年度までの検討時の組織体制で

は「くもべまちづくり協議会」が主体である。平成23年に

は、協議会内に活用内容の検討組織として「旧雲部小学校

利用活用委員会」が設置され、平成24年9月に「旧雲部小

学校跡地利用検討委員会」に移行した。自治体がオブザー

バーとして協議会に参画し、エリアマネージャーが自治体 

表-１ 地域参画の有無 

図－２ 地域参画有無別の活用用途 

教育  文化  体育  福祉  医療  事務  試験  宿泊  商業  流通  一般  保安  集合  寄   特殊 
施設  施設  施設  施設  施設  施設  研究  施設  施設  施設  行政  防災  住宅  宿   整備 

    施設            施設         舎    施設 

地域参画有り 地域参画無し 

地域参画有り 地域参画無し 

地域参画無し 

地域参画無し 地域参画無し 

地域参画有り 

地域参画有り 地域参画有り 

住民 自治体  事業者  

地域外のみ 地域内外 地域内のみ 連携有り 連携無し

複合施設単一施設

図－３ 地域参画有無別の 
単一・複合施設 

図－４ 地域参画有無別の 
活用用途の発意者 

図－６ 地域参画有無別の 
主な利用者 

図－５ 地域参画有無別の 
連携の有無 
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から地域づくりの専門家として派遣され検討を進めた。地 

域住民にはアンケートの実施のほか、9 集落の各会合を通

じて報告が行われた。 

 平成25年度からの運営時の組織体制は、「合同会社里山

工房くもべ」が「里山工房くもべ」を運営している。合同

会社里山工房くもべは、「くもべまちづくり協議会」内の部

会の1つとして設立された。「里山工房くもべ」はコミュニ

ティカフェとアトリエがあり、地域外の職人や作家らが施

設に入居している。自治体は「くもべまちづくり協議会」

に施設を無償貸与しており、一部の地域住民は「合同会社

里山工房くもべ」に出資している。 

（２）福住小学校 

福住小学校の活用プロセスは、平成27年の閉校決定後、

「福住地区まちづくり協議会」内に検討組織として「福住

小学校跡地活用検討委員会」が設置され活用検討がはじま

り、平成 28年 1月に行われたWSによって施設の活用が

決定した。3 月の閉校と同時に兵庫県の補助事業への申請

が採択され、約1年にわたり他地区との合意形成が行われ

た。平成29年2月には福住施設活用計画が策定され、検討

組織が「福住小学校跡地活用運営委員会」に移行された。 

活用内容は、活用検討と並行的に検討が開始され、二度

にわたるWSと住民アンケートによって施設の活用内容が

提案された。平成 28 年１月のWS では、活用方針が決定

され、7 月の住民アンケートでは具体的な活用アイデアが

募られた。平成29年7月のWSでは、活用コンセプトが 

立案され、9月には活用内容ごとに提案の具体化が行われ 

 

た。平成30年の先進地視察によって実現性を高め、4月に

シェアキッチンといった活用内容が決定した。10月には社

会実験が行われ、廃校活用の本格実施に向けた最終準備が

行われた。 

 運営形態は、平成 28 年 7 月の住民アンケートを受けて

検討が開始された。平成 29年 7月のWSを受けて運営形

態が提案され、9 月には先進企業の視察や勉強会が行われ

た。勉強会で募った活用希望者らとの意見交換が続けられ、

運営形態の実現性が高められた。平成 31 年 4 月に運営組

織として「NPO法人SHUKBA」が設立された。 

 平成27年度からの検討時の組織体制は、「福住地区まち

づくり協議会」が主体であり、協議会内に検討組織として

「福住小学校跡地活用検討委員会」が設置された。委員会

は、協議会会員、公募委員で構成された。自治体がオブザ

ーバーとして検討に参画し、アドバイザーが検討を進めた。

他地区と合意形成が図られるとともに、地域住民はアンケ

ートや報告会を通じて参加した。 

 平成29年度からの検討時の組織体制は、協議会内に「福

住小学校跡地活用運営委員会」が新たに設置され検討組織

が移行した。委員会は協議会会員、地域の若者を中心とし

た公募委員、地域おこし協力隊で構成された。監修企業や

地域の各活動部、活用希望者らが検討に参画した。地域住

民は報告会や勉強会に参加した。 

令和元年度からの運営時の組織体制は、「NPO 法人

SHUKUBA」が「SHUKUBA」の運営を行っている。「NPO 

法人SHUKUBA」は協議会委員と地域外の若者で構成され 

る。地域内の生産者や特産品製造団体に対して、「NPO法 

図－７ 廃校活用の検討フロー 
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人SHUKUBA」がその活動場所を提供するといった支援を

行っている。また同施設には地域外の IT企業やアーティス

ト、地域の各活動部が入居しており、さらに自治体の支所

も施設に入居している。「NPO法人SHUKUBA」は自治体

から指定管理を受けている。 

５．結論 

廃校活用の優良事例の約半数で地域参画がみられた。地

域参画の特徴として、活用用途では「文化施設」や「商業

施設」といった地域内の人が利用しやすい用途が多く見ら

れ、複合施設となることが多い。用途発意は、活用する事

業者が行うことが多い一方、地域参画によって住民から発

意が行われる場合があることが分かった。複数団体が連携

して運営している事例も多く見られた。 

検討から運営に至るまでの廃校活用における地域参画の

詳細なプロセスを整理した結果、まず地域が活用を検討す

るための組織を作り、自治体との協働で検討を行うことが 

重要であると考えられる。検討の手法に着目すると、いず

れの段階でも会議による話し合いが合意形成のための基本 

となっている。活用内容や運営形態の検討においては、WS

による意向のとりまとめやコンセプトの立案、社会実験に 

よる有効性の確認などの手法を用いて、段階を踏んだ検討

を行うといったプロセスが求められている。また、専門家 

によるサポートや若者の参加によって、柔軟な発想で検討 

 

することが有効であると考えられる。 

参考文献 

1)斎尾直子(2008)「公立小学校の統廃合プロセスと廃校舎利活用に関する研

究―茨城県過去30年間全廃校事例の実態把握の農村地域への研究―」,日

本建築学会計画系論集,73(627),pp.1001-1006 

2)能勢温(2008)「京都市における廃校小学校跡地利用計画策定プロセスに関

する影響」,日本建築学会計画系論集,73(626), pp. 913-918 

3)久保勝裕・渡辺貴久・西森雅広(2009)「北海道の小規模自治体における廃

校利用の実態に関する研究―民間事業者による運営実態を事例に―」,日

本都市計画学会,44(1),pp. 44-49 

4)西村亮彦・舟久保敏(2018)「市民参加を取り入れた駅前広場整備における

公共性の醸成プロセスに関する研究」,土木計画学研究論文集,74(5),pp.605-

611 

5)福田由美子・下田卓夫(1999)「ユーザー参加によるコミュニティ施設計画

のプロセス―広島県音戸町波多美区における施設計画について―」,日本

建築学会技術報告書,5(9),pp.175-178 

6)兵庫県教育委員会 ,兵庫県内の廃校活用事例 , http://www.hyogo-

c.ed.jp/~gakuji-bo/haikoukatuyou.pdf（最終閲覧日：2021年6月22日） 

7)兵庫県,未来へつなぐ地域づくり, https://www.yume-hyogo.com/nature/（最終

閲覧日：2021年6月22日） 

8) 兵 庫 県 , 人 間 サ イ ズ の ま ち づ く り 賞 , 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks18/wd20_000000008.html（最終閲覧日：2021年

6月22日） 

図－８ 検討時及び運営時の組織体制 

－68－

http://www.hyogo-c.ed.jp/~gakuji-bo/haikoukatuyou.pdf（最終閲覧日：2021
http://www.hyogo-c.ed.jp/~gakuji-bo/haikoukatuyou.pdf（最終閲覧日：2021
https://www.yume-hyogo.com/nature/（最終閲覧日：2021
https://www.yume-hyogo.com/nature/（最終閲覧日：2021
https://www.yume-hyogo.com/nature/（最終閲覧日：2021
https://www.yume-hyogo.com/nature/（最終閲覧日：2021
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks18/wd20_000000008.html（最終閲覧日：2021


中国・青島市・大鮑島地区の里院街区における敷地形態の変容 

関西学院大学大学院総合政策研究科 高 峰 
関西学院大学建築学部 山根 周 
関西学院大学建築学部 角野 幸博 

１. はじめに

近代中国では、主要都市の多くが租借地や租界の歴史を

経験した。租借地や租界では、列強国が自国の経済発展と

軍事目的のために開発や都市計画を行い、その中で、西洋

文化の受容によって多くの華洋折衷的な建築スタイルが生

み出された。現在これらの建築は、歴史文化遺産として捉

えられ、保存や活用が進みつつある。 
ドイツの租借地であった青島では、中国人の居住地区に

おいて、「里院Liyuan」と呼ばれる独特な住宅建築が形成さ

れた。本稿では、中国山東省青島市の里院建築地区である

大鮑島地区を対象とし、里院街区の敷地形態の変容につい

て明らかにする（図－1）。 

図－1.青島市および大鮑島地区 

里院は、ドイツの租借地として都市建設が行われた青島

において、中国人居住区の住宅建築として形成された。「里」

は「街区」を、「院」は「庭」を意味し、西洋的なファサー

ドを持ち中庭を囲むように街区内で連続的に建てられる建

築形式と、中国の伝統的な四合院建築の構成が融合した華

洋折衷的建築とされ、青島の植民地時代を象徴する建築形

式の一つである（写真－1&2）。 

写真－１.大鮑島地区の里院建築群 写真－２.里院建築の中庭（広興里） 

青島の里院建築は、最盛期には700棟以上あったとされ

る。しかし2000年代初頭の再開発などにおいて、新たな住

宅建設のために多数の里院建築が取り壊され、その数は約

300棟にまで減ったとされる 1)。一方で2006年以降には、

植民地時代の都市の歴史を残すべく、青島市政府が主体と

なり、100 年以上の歴史を有する里院建築地区をすぐれた

歴史遺産として保存再生させるプロジェクトが進行中であ

る 2)3)。その過程で、2014年より、保存改修のため、市政府

によって里院の住民移転と建築収用の措置が取られ、2020

年5月には、初の再生施設として青島国際デザインセンタ

ーが開館した。このような背景のなかで、青島における里

院建築地区の形成・変容の歴史と、再生に関する現状およ

び問題点等を明らかにし、よりよい保存再生のための方策

を検討することを大きな目的とし、本稿では、大鮑島地区

の街区空間の構成に焦点を当て、ドイツ占領時代以降の大

鮑島地区の街区空間の形成と発展、変容の過程を、青島市

城市建設档案館で収集した地図資料等から明らかにする 4)。

時代によって街区や敷地の形状や規模がどのように変化し

てきたかを分析することにより、大鮑島地区の発展プロセ

ス、里院建築の規模や集合形態などの特質を明らかにする

ことができると考えられる。 

２. 研究対象と研究方法

本稿は2018年8、9、12月、2019年3、4、9月に青島市

において実施した調査に基づいている 1)。現在の大鮑島地

区の中央を南北に通る中山路の東側、すなわち初期の大鮑

島地区の区域を調査対象地区とし、青島市城市建設档案館
2)において収集した地図資料（図－2）等、およびドローン

で上空から撮影した写真データに基づき、基本的な格子状 

図－２.１９０１年青島与大鮑島区域地図（青島市城市建設档案館所蔵） 
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に区画された街区の各ブロックにおける敷地分割のパター

ンやその変容について分析する。 
 具体的には、青島市城市建設档案館で収集した大鮑島地

区の地図資料（「青島与大鮑島区域地図」（1901）、「大鮑島

区域地籍図」（1914）（図－3a）、「青島市市區地圖」（1933）
（図－3b）、「青島特別市市街図」（1939 年頃）（図－3c）、
「青島市区地図」（1948）（図－3d））、およびドローンを用

いた現地調査により明らかになった現在の各里院の敷地状

況のデータを比較分析する。（図－4） 

図－３.  a b  c d 

図－４.大鮑島地区の現在の街区構成と里院建築各類型の分布 

３. 大鮑島地区の里院街区の構成とその変容

３-１. ドイツ占領時代初期の街区構成 
1901年の「青島与大鮑島区域地図」によれば、20世紀初

頭のドイツ占領初期にはすでに大鮑島地区の街路体系と各

街区のブロックは、ほぼ現在と変わらない規模で計画され

ており、開発が進んでいた（図－2）。山東路（現在の中山

路）より東側の地区では、開発が完了したブロックはすで

に22ヵ所あった。このうち、ブロック全域がすでに開発さ

れていたのは11ヵ所で、ブロックの半分以上が開発されて

いたのは5ヵ所、ブロックの開発が半分以下にとどまって

いたのは6ヵ所であった。すでに開発されていたブロック

を見ると、南北街路では中山路および濰県路に沿った街区、

東西街路では李村路、即墨路、膠州路沿いの街区の開発が

進んでいた。当時はまだ膠州路以南の東西の通りには名前

がつけられていなかった。ドイツ人が華人区を建設した理

由は、清朝期から続くこの地の商業機能を継承するためで

あり、山東路が北側の小港と南側の欧人区とを結ぶ中心道

路であること、また北側の街区は小港に近く商業の利便性

が高いことから、これらの通り沿いのブロックから開発が

開始されたと考えられる。（図－5） 

図－５.１９０１年の大鮑島地区（「青島与大鮑島区域地図（１９０１

年）」をもとに加筆） 

３-２. ドイツ占領時代末期の街区構成 

ドイツ占領時代末期に作成された 1914 年の「大鮑島区

域地籍図」と 1901 年の地図を比較すると、13 年間でほぼ

全域の街区ブロックが建て詰まり、大鮑島地区が急速に発

展したことが分かる。街区形態にも若干の変化があった。

一つは山東路（中山路）の北端が1901年には直線であった

ものが、北東方向に屈曲したことであり、そのためにブロ

ック1（図－4記載の番号。以下同じ）は元の正方形に近い

形が台形へと変化した。また、南東部の地区も1901年の地

図に描かれた計画から変更があり、芝罘路の延長と黄島路 
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図－６.大鮑島地区の変容－１（左「青島与大鮑島区域地図（１９０１

年）」、右「大鮑島区域地籍図（１９１４年）」をもとに加筆） 

の建設により、ブロック37やブロック38、ブロック39に
分かれた。 
ドイツ占領時代末期の 1914 年の大鮑島地区は山東路の

西側を含めほぼ全域が開発されていた。この時期の街区構

成の変化には大きく 3 つの点が挙げられる。まず 1901 年

時点で未開発であった地区の街路と街区が整備されたこ

と 、次に1901年の時点では完全に開発されていなかった

ブロックの余白地が補完され、完全に建設されたこと 、そ
してブロック 17 などにおいて、1901 年時点で建設されて

いた建築の構成が変化したことである。（図－6） 
３-３. 第一次日本占領時代～北洋政府時代の街区構成 

北洋政府時代に作成された1933年の「青島市市區地圖」

と 1914 年の地図を比較すると、大鮑島地区はさらに東側

に拡張した。1933 年の地図ではブロック 5 とブロック 40
が新たに建設されている。 

1914年からの大きな変化は、街区ブロック内における敷

地の合筆や分筆である。そのうち、合筆はブロック3で見

られた。一方分筆はブロック1、5、8、11、14、18、19、26、
28、32、33、34、35 で見られた。またブロック 36 とブロ

ック37では合筆と分筆の両方があった。 
これらの合筆や分筆は1914年からの18年間に行われた

ものであり、第一次日本占領時代から北洋政府時代にかけ

ての時期にあたる。档案館から収集した建築申請関連資料

の分析からは北洋政府時代の工事が4割以上と、大きな割

合を占めたことが分かっており、この時期に見られた数多

くの分筆は 北洋政府時代に中国人に完全に掌握された大

鮑島地区に、多くの中国人商人が大鮑島地区に転入し、そ

れにより発展がピークに達したためであると考えられる。

（図－7） 
３-４. 第二次日本占領時代～中華民国時代の街区構成 

第二次日本占領時代の1939年の「青島特別市市街図」と

1933年の地図を比較すると、この8年間には街区構成の大

きな変化は見られないが、ブロック 25、33 で分筆が行わ

れ、ブロック26で合筆と分筆が行われているほか、いくつ

かのブロックで敷地境界の位置が変更されている。（図－8） 
中華人民共和国建国直前の1948年の「青島市区地図」と 

図－７.大鮑島地区の変容－２（左「大鮑島区域地籍図（１９１４年）」、

右「青島市市区地図（１９３３年）」による） 

図－８.大鮑島地区の変容（左「青島市市区地図（１９３３年）」、右「青

島特別市市街図（１９３９年頃）」による） 

図－９.大鮑島地区の変容（左「青島特別市市街図（１９３９年頃）」、

右「青島市区地図（１９４８年）」による） 

1939年の地図を比較すると、ブロック1、25、36で合筆が

見られ、ブロック 3、10、11、18、28で分筆が見られる。

また、敷地境界の位置が 1939 年の地図とは異なるブロッ

クがあり、その位置は 1933 年の地図とほぼ同様の位置で

ある。建物の外壁位置が頻繁に変更されることはあまり考

えにくいので、第二次日本占領時代であった 1939 年の地

図の敷地境界の位置が一部誤っていた可能性が考えられる。

（図－9） 
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図－１０大鮑島地区の変容（左「青島市区地図（１９４８年）」による。

右：２０１８, ２０１９年の調査データに基づく。） 

３-５. 現在の街区構成 
現在の大鮑島地区の里院建築の敷地境界は2018年9月、

12月、2019年3月、4月、9月に青島市において実施した

調査に基づいている（図－10）。1948年から70年が経過し、

戦後および近年の都市開発を経た大鮑島地区の街区構成は

大きく変化した。 
まず、1949年の中華人民共和国建国後、膠州路の拡幅工

事が行われた。膠州路は青島市東部の地区と大鮑島地区を

結ぶ主要な道路となっており、トロリーバスなどの公共交

通機関の路線としても重要な道路である。拡幅工事によっ

て、膠州路の幅員は 18m から 30m に拡幅され、それによ

り、膠州路沿いの街区は、北側のブロックが切り取られる

こととなり 、ブロックが縮小し、膠州路沿いの建物は道路

境界まで切り取られることとなった。 
街路に関しては、近代社会のニーズに対応するために、

大鮑島地区の各街区ブロックの外周に歩道が整備された。

歩道の建設により街区内の車道の幅がかつてより狭くなり、

現在では大鮑島地区の車道の幅は、4メートル 、5メート

ル 、8 メートル 、9 メートル 、16 メートル となってい

る。 
また、中山路の商業的発展にともなって、1990年前後以

降、中山路沿いのブロック と膠州路沿いのブロック の一

部で大型ショッピングセンターやホテルなどが開発された。

しかし、その後、2008年の北京オリンピックを契機とした

都市開発の中で、青島市東部地区が新都心として発展した

ため、これらのショッピングセンターも衰退し、現在では

閉鎖されているものが多い。 

中山路と膠州路の沿道の街区では商業化のため、店舗の

外観が近代的なスタイルに改築された。これらの店舗は大

鮑島地区の里院建築がベースとなっているが、モダンなフ

ァサードやサインデザインなどによって、もはやかつての

里院建築の外観とは大きく異なるものになっている。 
さらに、2000年代になってからは、老城区から新都心ま

での交通渋滞を緩和するため、2002年に大鮑島地区の北端

部を通る膠寧高架道路が建設された。この道路の建設によ

って、かつて大鮑島地区の北端部にあった李村路以北の街

区が消失することになった。消失した街区のブロックは一

体化され、駐車場として整備された。 
都市計画上、居住地である大鮑島地区には様々な公共施

設が必要であり、その整備のために、既存の里院建築が一

部近代的な施設に建て替えられた。ブロック 31 には青島

市商業従業員病院と青島市北区済寧路幼稚園が建設され、

ブロック35には青島第七中学校が、ブロック36には政府

機関である青島市無形文化遺産センターが建設された。ま

たブロック22の南側部分とブロック39の東側部分では既

存の里院建築が取り壊され、高層住宅建築に建て替えられ

た。さらにブロック 40 には青島市地下鉄 1 号線の駅が建

設されることになり、工事が進行中である。（図－9） 

５. まとめ

本稿では、中国、青島市に形成された里院建築地区であ

る大鮑島地区に焦点を当て、その街区空間構成の変容につ

いて、ドイツ占領期以降、第一次日本占領時代、北洋政府

時代、第二次日本占領時代、中華民国時代、そして現在と

いう時代区分における変容のプロセスを、青島市城市建設

档案館で収集した地図資料および現地調査データに基づき

明らかにした。 
大鮑島地区の街区形態は、ドイツ占領時代の計画によっ

てほぼ決定されたが、街区内の敷地分割形態は各時代によ

ってさまざまな変更があった。その要因は、各時代の開発

や人口移動などによるものと考えられる。 
 里院建築の集合形態と街区空間との関係、および里院建

築の空間変容と、街区構成の変容との関係について明らか

にすることが今後の課題である。 
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モバイル位置情報データを用いた歩行者回遊密度と街路構成の関連分析 

－ 大規模ターミナル駅周辺を対象として － 

大阪市立大学大学院工学研究科  中井 智仁 

大阪市立大学大学院工学研究科  吉田 長裕 

１. はじめに

1-1 研究背景と目的

 近年, 環境負荷に対する懸念や超高齢社会の到来, 災害

時の対応といった観点から, 自動車中心の道路空間から歩

行者中心の道路空間が求められ, 多くの都市で歩行者が安

全かつ快適に回遊・滞在できる道路空間の創出が求められ

ている. また, マイカーやタクシー利用の減少などによる

影響から, 京都市の四条通1)や大阪市の御堂筋2)といった大

都市の幹線道路においても車道空間を歩道空間へ再配分す

る動きが強まっている. そうした道路空間再配分を行う際

には, 単なる歩行者にとっての最短経路だけでなく, 歩行

空間の質や量に着目することが必要不可欠となっている. 

しかし実際, 街路構成が複雑な大規模ターミナル駅周辺で

は歩行者の回遊に街路構成のどのような要因がどの程度影

響を及ぼすのかが定かでない現状である. 

 また, 歩行者の回遊調査としてはアンケート調査やゲー

トカウント調査, 貸与型GPSによる調査方法などが頻繁に

用いられてきた. しかし, これらの調査方法では被験者の

記憶に頼る, 大量のサンプル数の取得が困難といった課題

が挙げられてきた. 一方, 近年ではサンプル数が多く, 被

験者の記憶に頼らず詳細な調査が可能なスマートフォンの

位置情報データを用いた調査が進められている. 

 そこで本研究では, 大規模ターミナル駅を有する天王寺,

難波, 梅田の 3 エリアにおいて, スマートフォンの位置情

報データを用いた歩行者回遊密度の特徴分析と街路構成

を表す指標の一つであるSpace Syntax理論（SS理論）の

Int 値を用いた街路構成の特徴分析を行うことで, 道路空

間再配分等により歩行者回遊に資する空間創出を行う際

の一助になることを目的として研究を行う. 

1-2 既往研究のレビュー 

 歩行者の回遊行動に関する研究は, アンケート調査やゲ

ートカウント調査, 貸与型GPSによる調査などによって多

く行われてきた. また, 歩行者の回遊行動と街路構成に関

する研究も進められてきたが, 大規模ターミナル駅周辺を

対象とした研究は少ないのが現状である. 既往研究と本研

究の違いとしては, Ⅰ歩行者の回遊調査にスマートフォン

の位置情報データを用いること, Ⅱ実際の行動データと街

路構成を関連付けること, Ⅲ大規模ターミナル駅周辺を対

象とすることにあり, これらⅠ, Ⅱ, Ⅲを満たす研究はま

だ少ない. 上記2点（Ⅰ, Ⅱ）のレビューを以下に示す. 

Ⅰ スマートフォンの位置情報データを用いた回遊分析 

 佐藤ら 3)はスマートフォンの位置情報を利用し, 回遊時

間やカーネル法を用いた移動圏, 回遊の時空間集積の算出

と視覚化を行い, その手法を提案した. 一ノ瀬ら 4)はスマ

ートフォンの位置情報データを利用して各個人の移動経路

の推定や流動人口の推定を試みた. 

Ⅱ 歩行者の回遊と街路構成の関連分析を行った研究 

 溝上ら 5)は熊本駅周辺を除く熊本市中心市街地を対象に, 

Int 値や距離的近接性, 沿道の土地利用を考慮した街路構

成と歩行者回遊行動の関連分析を行い, 歩行者通行量は動

線モデルのInt値や公共交通機関からの距離と相関があり， 

入込者数は主に商業施設の床利用用途集積度と高い相関が

あることを明らかにした. 更に末木ら 6)は, 甲府市中心市

街地においてInt値や歩道面積, 土地利用, 駐車場からの

経路などを考慮した街路特性の定量評価と歩行者交通量の

関連分析を行い, 土地利用によって街路構造が歩行者交通

量に与える影響は異なることなどを示した. 

図－１ 対象地（左：天王寺 中央：難波 右：梅田） 
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２. 研究方法

2-1 対象地・対象日

 対象日は2019年12月21・22日の休日, 対象地は天王寺・

難波・梅田の3エリアとし, それぞれ JR天王寺駅・大阪難

波駅・JR大阪駅を中心とした1km四方とした（図－１）. 

2-2 使用したデータ 

 ポイント型流動人口データを用いた. ポイント型流動人

口データとは, 携帯キャリアを問わずある特定のアプリを

インストールしたすべてのユーザーのスマートフォンの

GPS から収集した位置情報を年齢・性別を秘匿化し, 緯度

経度からなるポイントデータとして株式会社Agoopが提供

するビッグデータである. 取得情報としては 1 日ごとに切

り替えられる端末毎のデータ ID, 時間, 緯度・経度, 移動速

度, GPS精度を示すaccuracyなどがある. 提供される元デー

タは市区町村単位であり, 対象の市区町村で一日のうち一

回でもログを取得した一日分のログデータが含まれる. 

 元データには本研究の意図にふさわしくないデータも含

まれるため, 必要なデータの抽出を行った. 表－１は抽出

条件とその目的, 抽出されたポイント数を示したものであ

り, すべての抽出条件に当てはまるデータを用いて分析を

行った. 梅田では歩行者数は多いが, 来訪目的が単なる駅

の乗り換えといった通過データが多く含まれていたことも

あり, 最終的なポイント数は天王寺とほぼ同数になった. 

2-3 SS理論に基づくInt値 

 本研究では, 街路構成を表す指標として, SS 理論に基づ

くInt値を用いた. SS理論とは, 1984年にロンドン大学UCL

のBill Hillerらによって提唱された, 幾何的な空間や街路の

繋がり方を定量的に分析する理論である. SS理論の解析手

法の一つであるアクシャル分析を用いて算出される Int 値

は, 空間的なアクセスのしやすさや界隈性を表す指標であ

る. つまり, Int 値が高い場所は途中経路として選ばれやす

く, 日常的に多くの人が通ることが想定される. 

 アクシャル分析では, 街路と敷地で構成される都市空間

を線形化し, Int 値を算出するが, 線形化の方法には認知モ

デルと動線モデルの 2 種類が提案されている 5). 本研究で

は, 直線で移動可能な軸線を 1 つの空間として線形化する

動線モデルを用いた. 線形化の規則は表－２の通りである. 

また, 本研究では地上にある街路及び歩道橋を対象に線形

化し, 地下空間や建物内部, 建物上にある歩行空間につい

ては線形化を行わなかった. 

2-4 分析方法 

 歩行者回遊の分析は, 各エリアの dailyid ごとの緯度・経

度の最大値・最小値から, 一人当たりの東西の移動幅Xと

南北の移動幅Yを算出した. また, 各エリアで50mメッシ

ュを作成し, 各メッシュでのポイント数を各エリア全体の

ポイント数で割ったものを回遊密度[‰]として算出した. 

 次に, 回遊密度と街路構成の関係を探るため, 50m メッ

シュを集計単位とした重回帰分析を行った. 目的変数に各

メッシュ内でのポイント取得数, 説明変数に中心駅からの

距離ダミー, 各メッシュ内での Int値の平均値, 商業・販売

施設の延べ床面積 [m2] をとった. また, Int 値と商業施設

の間に相互作用効果があると考えられたため, Int値の平均

値と商業・販売施設の延べ床面積の積の項を新たに説明変

数に加え, 自由度調整済み決定係数（補正R2）を比較する

ことで相互作用効果を検証した. 

３. 分析結果 

3-1 モバイル位置情報データによる分析

3-1-1 一人当たりの移動幅の分析

 一人当たりの東西の移動幅Xと南北の移動幅Yの算出結

果を図－２に示す. 各エリアによってサンプル数が異なる

ため, 各エリアの母数に対する数の割合で比較している. 

 天王寺はX, Y共に比較的0～200mで回遊を終える人が

多く, 一人当たりの移動距離が短いことがわかる. 一方難

波は, Xは短い傾向にあるが, Yは長い傾向があることが読

み取れる. このことから, 一人の行動に着目すると, 南北

に縦長に回遊が行われやすいエリアであることがわかる.

分類 アクシャルラインの描き方 

歩道両端 各歩道に沿ってアクシャルラインを引く. 
また,カラー舗装された路側帯も歩道とみなす. 

歩道片方 
歩道がある部分にアクシャルラインを引く. 

ただし,残る片方に路側帯が確保されている場合は 
そこにもアクシャルラインを引く. 

歩行者専用道路 
道路両端部分と,斜めに横断するようにアクシャルラインを引く. 

また, 他のアクシャルラインが貫通する場合は 
直線移動できるまでアクシャルラインを引く. 

その他車道 
（中央線あり） 

歩行者は横断できないものとして, 
両端にアクシャルラインを引く. 

その他車道 
（中央線なし） 

歩行者は横断できるものとして, 
斜めに横断するようにアクシャルラインを引く. 

横断歩道 横断歩道に達するまでに1Stepおいてアクシャルラインを引く. 

中央線がある道路と 
交差する交差点 

中央線を貫通せずに, 
アクシャルラインを2本に分けて引く. 

異なった形状の 
街路の結合点 

それぞれの線に交わるように新たにアクシャルラインを引く. 

入口の明確な公園 各入口を繋ぐようにアクシャルラインを引く. 

明確な入口のない公園 他のアクシャルラインをそのまま通過させる. 

階段 個数毎に1Stepおいてアクシャルラインを引く . 

抽出条件 目的 

抽出されたポイント数 

（元データに対する割合） 

天王寺 難波 梅田 

元データ 7,598,367 

(100%) 

12,739,933 

(100%) 

9,758,800 

(100%) 

緯度・経度が各対象地内に含まれる 対象地内のデータの抽出 202,355 

(2.66%) 

373,915 

(2.93%) 

316,584 

(3.24%) 移動速度が0m/s以上2.5m/s未満 歩行・滞留データの抽出 

各エリア2000m四方内で 

10回以上ログを取得 

通過データの削除 164,804 

(2.17%) 

232,120 

(1.82%) 

174,326 

(1.79%) 

駅周辺（中心から400m四方） 

で1回でもログを取得 

駅周辺の回遊データの抽出 133,559 

(1.76%) 

221,415 

(1.74%) 

146,463 

(1.50%) 

accuracyが10m以下 屋外データの抽出 8,502 

(0.11%) 

28,356 

(0.22%) 

8,548 

(0.09%) 

表－１ データの抽出条件とその目的・ポイント数 

表－２ 線形化の規則 

図－２ 一人当たりの移動幅XYの比較 
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最後に梅田では, X, Y 共に比較的大きく, 移動距離が長く

なる傾向が読み取れる. 

3-1-2 歩行者密度の分析 

 回遊密度の算出結果から, 各エリアにおいてヒートマッ

プを作成した（図－３）. 

 各エリアの特徴を簡潔に示すと, 天王寺では JR 天王寺

駅付近で高密度な場所が集中しており, 「一極集中型」と

捉えることができる. 難波では, 御堂筋に沿って南北に長

く高密度なエリアが広がっており, 「南北延長型」と捉え

ることができる. 梅田では, JR 大阪駅の北部の商業地や主

要駅付近で密度が高くなっていることが確認でき, 「分散

型」と捉えることができる. 

3-2 SS理論による街路構成分析 

 Int値の算出結果を図－４に示す. Int値は8段階で色分け

しており暖色系の線ほど Int値が高いことを表している. 

 天王寺ではInt値が1.2程度の街路が全体的に広がってい

ることがわかる. 天王寺の主要な街路であるあべの筋にお

いては, 他の街路に比べて突出して高い数値を示すことは

なかった. これらのことから, 天王寺は移動しやすい街路

がエリア全体として薄く広く広がっていると考えられる. 

 難波では, 御堂筋の東西に位置する格子状に並んだ街路

が高い Int値を示す結果となった. 更に, 心斎橋筋商店街よ

り西側のエリアでは他のエリアと比較しても突出して高い

Int 値を示した. これらのことから, 難波は御堂筋付近, 特
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図－３ ヒートマップ 

（上：天王寺 中央：難波 下：梅田） 

[‰] 

図－４ Int値算出結果 

（上：天王寺 中央：難波 下：梅田） 
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に心斎橋筋商店街を中心に歩行者空間が高く移動しやすい

街路が長く続いて位置することがわかる.  

 梅田では, JR大阪駅の西側ではInt値が低い街路が多い一

方で東側や北側で一部比較的高 Int 値の街路が見られる. 

また, 他のエリアとは違い, 中心駅付近の Int値は低い値を

示す結果となった. これは地下通路や半屋外空間が多く地

上の街路は乏しいことが理由の一つとして考えられる. こ

れらのことから, 梅田では地上で移動しやすい街路は中心

駅から少し離れた東側と北側に位置することがわかる. 

４. 歩行者回遊密度要因分析

4-1 重回帰分析による要因分析

重回帰分析結果を表－３に示す. 

 すべてのエリアでInt値は有意な値となり, Int値は歩行者

密度に影響を与えることが考えられる. 

天王寺では, 他のエリアに比べて商業地が歩行者密度に

与える影響は大きく, 商業地がある場所により歩行者が集

まりやすい傾向にあることがわかる. また, 駅からの距離

が短い場所により集まりやすいことも読み取れる. これは, 

一人一人の移動距離が短いことで一極集中型の密度形態で

あることを表しているといえる. これまでの分析結果と重

回帰分析の結果を踏まえると, Int値が薄く広く広がってい

ることで移動距離が延びず, 更に主要駅や商業地が比較的

近距離に位置しそこに歩行者が集中したことで「一極集中

型」の密度形態になったことが考えられる. 

 難波においても, 商業地の影響が大きいことがわかる. 

一方, 単に中心駅から近い場所ほど歩行者が集まりやすい

わけではなく, 駅から少し離れた場所で密度が高くなる傾

向を示している. これには中心駅以外にも主要な駅が点在

することが理由の一つとして挙げられる. これまでの分析

結果と重回帰分析の結果を踏まえると, 高い Int 値が長く

続く街路が心斎橋筋商店街付近に多く, 一人当たりの南北

の移動距離が長かったこと, 歩行者密度が中心駅からの距

離に依存していないことが「南北延長型」の密度形態にな

った要因として考えられる. 

 梅田では, 他のエリアとは違い, 商業地の影響は小さい

結果となった. また, 難波同様中心駅以外にも多くの人が

利用する駅が点在することもあり, 駅から少し離れた場所

で密度が高くなる傾向を示した. これまでの分析結果と重

回帰分析の結果を踏まえると, 梅田で密度に影響する要因

は, 中心駅以外の駅の存在や駅から少し離れた高 Int 値の

街路であると考えられる. 

4-2 相互作用効果 

 Int 値と商業施設の相互作用変数を加えて重回帰分析を

行った結果を表－４に示す. 

 各エリアの補正R2の変化を見ると, 天王寺エリアでのみ

わずかな上昇が見られ相互作用効果が表れる結果となった. 

一方, その他のエリアでは相互作用効果は確認できない結

果となった. 

５. 課題と展望 

本研究の Int値では, 建物上の街路や水辺空間, 広場等の

歩行者に強く影響を与えると考えられる街路構成は完全に

は考慮できていない. 今後は歩行者空間を更に考慮した大

規模ターミナル駅周辺にふさわしい線形化の規則を構築し, 

より現実に近い指標に改善する必要があると考える. 

 また, メッシュ単位の分析では大まかな特徴・要因分析

は可能であるが, 正確性は低く, 相互作用効果の検証とい

った詳細な分析は困難であった. そこで, 分析単位をゾー

ン単位やリンク単位に変えることでより詳細で正確な分析

が必要である. 

 そうすることで, どこに・どのように街路を変化させた

り広場空間を設けたりすることで歩行者の回遊形態が変化

するのかを検証していきたい. 

【参考文献】 
1) 京都市建設局, 四条通歩道拡幅事業, 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000191438.html, 2021/2/28入手 

2) 大阪市建設局, 「御堂筋将来ビジョン」を策定しました, 

https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000464479.html, 2021/2/2入手 

3) 佐藤貴大・円山琢也（2015）「カーネル密度推定法を応用したスマホ型

回遊調査データの時空間分析」, 都市計画論文集Vol51(2), p. 192-199 

4) 一ノ瀬良奈・丸山喜久・永田茂（2018）「スマートフォンの位置情報に

よる流動人口の時空間分布の推定」, 土木学会論文集 A1 Vol74(4), p. 

I_210-I_219 

5) 溝上章志・高松誠治・吉住弥華・星野裕司（2012）「中心市街地の空間

構成と歩行者回遊行動の分析フレームワーク」, 土木学会論文集 D3 

Vol68(5), p. I_363-I_374, 

6) 末木祐多・佐々木邦明（2018）「甲府市中心市街地の街路特性の定量評

価と歩行者交通量の関係性」, 土木学会論文集 D3 Vol74(5), p. 

I_1111-I_1119 

説明変数 天王寺 難波 梅田 
t p t p t p 

切片 0.09 0.93 -0.21 0.83 0.87 0.38 

駅からの距離 

0～100ｍ四方 8.77 0.00 ** 1.60 0.11 1.26 0.21 
100～200ｍ四方 8.49 0.00 ** 3.68 0.00 ** 3.52 0.00 ** 
200～300ｍ四方 6.06 0.00 ** 5.54 0.00 ** 5.41 0.00 ** 
300～400ｍ四方 7.62 0.00 ** 8.40 0.00 ** 5.97 0.00 ** 
400～500ｍ四方 2.19 0.03 * 4.01 0.00 ** 2.02 0.04 * 
500～600ｍ四方 1.38 0.17 0.48 0.63 1.63 0.10 
600～700ｍ四方 1.15 0.25 0.25 0.80 0.63 0.53 
700～800ｍ四方 0.13 0.90 0.66 0.51 0.80 0.42 
800～900ｍ四方 1.05 0.29 0.06 0.95 0.78 0.44 
900～1000ｍ四方 - - - - - - 

Int値平均 2.74 0.01 ** 2.88 0.00 ** 3.30 0.00 ** 
商業・販売施設の延床面積[m2] 7.05 0.00 ** 4.44 0.00 ** 1.73 0.09 

補正R2 0.455 0.295 0.150 
注）いずれも観測数 n=1200  *：p<.05,  **：<.01 

説明変数 天王寺 難波 梅田 
t p t p t p 

切片 0.43 0.67 -0.30 0.76 0.97 0.33 

駅からの距離 

0～100ｍ四方 8.79 0.00 ** 1.60 0.11 1.24 0.22 
100～200ｍ四方 8.63 0.00 ** 3.68 0.00 ** 3.42 0.00 ** 
200～300ｍ四方 6.06 0.00 ** 5.53 0.00 ** 5.31 0.00 ** 
300～400ｍ四方 7.77 0.00 ** 8.39 0.00 ** 5.90 0.00 ** 
400～500ｍ四方 2.23 0.03 * 4.01 0.00 ** 2.02 0.04 * 
500～600ｍ四方 1.47 0.14 0.51 0.61 1.56 0.12 
600～700ｍ四方 1.25 0.21 0.28 0.78 0.60 0.55 
700～800ｍ四方 0.19 0.85 0.67 0.51 0.79 0.43 
800～900ｍ四方 1.11 0.27 0.06 0.95 0.76 0.45 
900～1000ｍ四方 - - - - - - 

Int値平均 2.04 0.04 * 2.54 0.01 * 2.92 0.00 ** 
商業・販売施設の延床面積[m2] 1.36 0.18 1.50 0.13 0.69 0.49 
商業・販売施設の延床面積 

×Int値[m2] 
1.44 0.15 -0.23 0.82 0.61 0.54 

補正R2 0.457 0.293 0.149 
注）いずれも観測数 n=1200  *：p<.05,  **：<.01 

表－４ 相互作用変数を組み込んだ重回帰分析結果 

表－３ 重回帰分析結果 
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自転車シェアリングサービスの利用傾向に着目した地区の特性分析 

－ 米国ニューヨーク市のCiti Bikeを対象にして － 
京都大学大学院工学研究科  岡田 有生 

京都大学大学院工学研究科  木村 優介 

１．はじめに 

近年，都市に関するデータのオープン化やビックデータ

の活用可能性の高まりにともない，都市における活動やそ

の変化を詳細に把握することが可能となっている．特に自

動車から遅い交通（自転車・歩行者）へという都市内の移

動手段の転換が進みつつあるなか，公共交通の利用パタン

や都市の地区ごとの動態を把握することは，今後の歩行者

空間の整備や，ウォーカブルな都市空間を実現する上で重

要と考えられる． 

このような背景のもと，本研究では公共交通の形態の一

つとして注目されている都市内の自転車シェアリングサー

ビス（シェアサイクル）に着目した．シェアサイクルは複

数のサイクルポートで乗り降りが可能であり，なおかつ自

動車・バスなどの交通と異なり利用時に二酸化炭素などの

温室効果ガスを排出しないことから環境に負担が少ないと

いわれている1)．特に，都市の中心部において歩行者主体の

都市整備を行う際に，自動車交通の代替として歩行者と共

存しやすい交通手段であることから，パーク＆ライドや，

賑わい空間の実現には不可欠な交通形態だと考える． 

シェアサイクルの事例の一つとして，米国ニューヨーク

市のマンハッタン・ブルックリンを中心に展開されている

「Citi Bike」と呼ばれる自転車シェアリングプログラム（以

下Citi Bikeという）が挙げられる．Citi Bikeは通勤客や観

光客に広く利用されており，24時間の利用が可能となって

いる．また，このプログラムの利用データは一部オープン

データとして公開されており2)，これらの情報から利用状況

や傾向を確認することができる． 

以上より本研究では，シェアサイクル利用者の個人属性

に着目して，利用傾向を明らかにするとともに，都市内の

各地区における活動の特徴を明らかにするすることを目的

とする．具体的には，ある期間のCiti Bikeの利用データに

対し，性別・年齢・契約形態といった個人属性を変数とす

るクラスタリングを行い，その属性や利用時間帯，さらに

は利用エリアに関する特徴を把握した． 

関連する先行研究としては，シェアサイクルの利用特性

と地域の交通特性に関して考察したもの3)や Citi Bike のス

テーションの分布や利用状況に関して考察したもの4)があ

る．本研究の特徴として，Citi Bike の利用状況についてク

ラスタリングを行うことにより，実際の利用のされ方や利

用エリアに関する傾向を明らかにする点が挙げられる． 

２．研究方法 

（１）研究対象地 

今回の研究を行うにあたり，対象地としてアメリカ合衆

国のニューヨークを選んだ．ニューヨークは世界を代表す

る大都市のひとつであり，道路が碁盤の目に整備されてい

ることから，モビリティの高い都市だといえ，自転車にお

ける移動が活発な環境ではないかと予測した．また，ニュ

ーヨークでは，Citi Bike のデータがオープンデータとして

容易に取得でき，コロナ禍の現在においても障害なく解析

を行うことができる．加えて，Citi Bike は2013年からサー

ビスを開始しており，一定期間が過ぎていることから，比

較的市民や観光客にも認知されており，十分なサンプル数

が見込めると考えられる． 

Citi Bike のステーションの地理的な分布およびステーシ

ョンが所在する行政区を図－１に示す．赤く着色された区

がマンハッタンである．このエリアはニューヨーク市のみ

ならずアメリカにおける商業・経済の中心部であり，南部

は商業施設やオフィスが密集する空間が広がっている．マ

ンハッタン島から川を挟んだ東側のエリアに関しては，ほ

ぼ中央部を境界として南北に分かれた2つの行政区の一部

にCiti Bikeのステーションが存在する形となっている．行

政区は，北からクイーンズ，ブルックリンと呼ばれる区で

ある． 

（２）クラスタリング方法 

今回利用するデータは，ニューヨーク市が運営している

オープンデータのサイト2)より取得した．まず，今回対象と

するデータについて，コロナ禍による影響を防ぐために

2019年5月の1か月間の利用データを扱うこととした．次に，

そのデータから，出発・到着地点となるシェアサイクルの

ステーションの座標，時刻，性別，年間契約者（Subscriber，

以下「契約者」という）か24時間／3日間パス利用者

（Customer）かを表す真偽値，年齢を抽出した．平日・土

図－１ Citi Bikeのステーションの分布と行政区 
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日の1時間ごとに，各ステーションにおける男性の割合，20

代〜90代までの年齢層の割合，契約者の割合を算出し，そ

れらを説明変数として ward 法を用いた階層型クラスタリ

ングを行った． 

３．結果と考察 

（１）個人属性に関する特徴 

ward 法による個人属性に基づいたクラスタリングの結

果，12のクラスターを生成した（表－１）．この表に記載さ

れている割合とは，各クラスターに分類された1時間ごとの

利用における各変数の割合の平均を指す． 

まず，男性の割合に関する特徴について述べる．男性の

割合が0.5を上回っている，つまり男性の利用が主なクラス

ターが多い．一方，クラスター6, 12に関しては男性の割合

が0.5を下回っていることから，これらのクラスターには女

性による利用が多く含まれていると考えられる． 

次に，契約者の平均割合の特徴について述べる．契約者

の平均割合は，多くのクラスターで0.7を上回っており，こ

れらのクラスターに分類される利用は主に日常的な利用で

あると考えられる．一方，クラスター12では割合が0.5を下

回っていることから，これらのクラスターに分類される利

用には一時的な利用も多く含まれると考えられる． 

最後に，年代ごとの平均割合の特徴について述べる．表

－１で赤く着色された割合が，そのクラスターの年代別の

割合において最も大きな年代の割合を示している．薄い赤

色で着色されたクラスター2, 3, 4, 6に関しては，最も割合の

大きい年代でもその割合は0.5以下であり，年代ごとの際立

った特徴はないように見受けられる．しかし，濃い赤色で

着色されたクラスター1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12に関しては，最

も割合の大きい年代の割合が0.5を超えており，なかには1

に近いようなクラスターも存在する．これらのクラスター

には，その年代を中心とした利用が多く含まれていると考

える． 

図－２ 各クラスターの時間帯別利用状況． 

上から順に，全体，平日，土日の利用状況を示す． 

表－１ 2019年5月におけるCiti Bike利用データの個人属性に関するクラスタリング結果 

番号 数 男性の割合 契約者の割合 20代の割合 30代の割合 40代の割合 50代の割合 60代の割合 70代の割合 

1 4511 0.544 0.771 0.061 0.556 0.155 0.181 0.039 0.007 

2 10771 0.705 0.884 0.098 0.335 0.221 0.205 0.109 0.028 

3 2143 0.831 0.922 0.105 0.260 0.439 0.147 0.040 0.006 

4 6808 0.553 0.681 0.081 0.301 0.185 0.345 0.068 0.018 

5 512 0.976 0.940 0.006 0.048 0.917 0.009 0.015 0.005 

6 1101 0.440 0.929 0.029 0.262 0.472 0.158 0.065 0.009 

7 861 0.863 0.966 0.028 0.187 0.107 0.621 0.048 0.008 

8 7087 0.738 0.906 0.079 0.531 0.205 0.125 0.044 0.012 

9 482 0.882 0.571 0.709 0.165 0.073 0.036 0.014 0.003 

10 904 0.950 0.864 0.002 0.977 0.007 0.004 0.009 0.000 

11 240 0.769 0.970 0.005 0.038 0.034 0.075 0.845 0.003 

12 928 0.266 0.382 0.060 0.144 0.084 0.690 0.017 0.003 
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（２）利用時間帯に関する特徴 

続いて，Citi Bike の利用された時間帯に関する特徴につ

いて把握する．データの加工に関しては，2章2節で説明し

た各ステーションにおける平日・祝日の1時間ごとの利用状

況を示したデータに，そのデータが分類されたクラスター

番号を振り直し，時間帯ごとに各クラスターの該当数を集

計した． 

図－２は，Citi Bike の利用の時間帯ごとにその該当数を

積み上げグラフで示したものであり，上から順に利用全体，

平日の利用，土日の利用を表している．まず全体的な傾向

としては，2時から4時にかけて利用数が減少し，4時で利用

数が最小となることがわかる．そこから8時台まで利用が増

加し，それ以降は時間帯別にはほぼ一定の利用となってい

ることがわかる．利用の多いクラスターに着目してみると，

クラスター8は8-9時台，18時-23時台の利用が多く，昼間は

相対的には利用が少ないといえる．また，クラスター1, 2, 4

に関しては，逆に朝や夜の利用よりも，昼間での利用が多

いということがわかる． 

続いて，平日の利用，土日の利用のグラフを比較しなが

ら見ていく．まずクラスター1,4に関しては，土日より平日

の利用が多いことがわかる．一方，クラスター2,8に関して

は，平日より土日の方の利用が多いことがわかる． 

以上の個人属性と利用時間帯に関する特徴から，各クラ

スターの属性について以下の通り整理することができる． 

• クラスター1の利用は契約者の割合が8割弱，30代の利用

が5割強であり，平日昼の時間帯での利用が多い．この

ことから，主に日常での利用をとらえていると考えられ

る． 

• クラスター2の利用は契約者の割合が約8割であり，土日

昼の時間帯での利用が多い．このことから，主に余暇で

の利用をとらえていると考えられる． 

• クラスター4の利用は契約者の割合が約7割弱と他のク

ラスターと比較すると小さく，また平日昼の時間帯が多

いクラスターである． 

• クラスター8の利用は契約者の割合が9割弱，また30代の

割合が5割強と，個人属性の観点からはクラスター1に類

似しているが，利用時間帯では土日・朝夜の利用が多い．

このことから，主に余暇での利用をとらえていると考え

られる． 

（３）利用エリアに関する特徴 

以上の情報を前提として，各地区における活動の特徴に

ついて述べる．データの加工に関しては，3章2節で説明し

た各ステーションにおける平日・祝日の1時間ごとの利用状

況を表すデータに，そのデータが分類されたクラスター番

号を振り直したデータを用い，ステーションごとに各クラ

スターの該当数を集計した．図－３は，各クラスターの該

当数を地図上にプロットした結果である．各クラスターに

分類された利用をステーションごとに集計し，その数の順

位を四等分し25%ずつに色を分けて着色した． 

まず，前節で明確な特徴が出なかったクラスター4の特徴

についてその地理的な分布から調べる．クラスター4に関し

ては，マンハッタンの西側，およびセントラルパーク（マ

ンハッタン北部の空白地帯）の周辺での利用が多い．マン

ハッタンの西側はマンハッタンのほかの地域に比べると公

共交通機関が少なく，またセントラルパークは非常に広大

な公園であることから，このクラスターに分類される利用

は主に移動それ自体を目的とした利用ではないかと推測さ

れる．この推測や前節で述べたクラスターごとの特徴を踏

まえたうえで，以下では各地区における活動の特徴につい

て述べていく． 

まずマンハッタンに関しては，南部ではクラスター4に分

類される利用が多いことから，移動を目的とした利用が主

であると示唆される．また，中央部においてはクラスター

2, 8に分類される利用が多いことから余暇での利用が主で

あると示唆される．セントラルパークを含む北部において

はクラスター2, 4に分類される利用が多く，これは移動ない

し余暇での利用が主であることを示唆している． 

ブルックリン・クイーンズでは，クラスター1,8に分類さ

れる利用が多いことから，多様な利用目的が存在すること

が示唆される．利用エリアをより詳細に見ていくと，両ク

ラスターにおいてブルックリン北部に利用が集中している

ことがわかる．このエリアはウィリアムズバーグと呼ばれ，

近年ファッションの発信地として注目を集めている地区で

ある．したがって，これらの地域での利用にはショッピン

グを目的とした利用が多く含まれている可能性がある． 

４．まとめ 

本研究では，米国ニューヨーク市の自転車シェアリング

プログラムである Citi Bike のオープンデータを用いて，

2019年5月における利用データに対し，年齢・契約形態・性

別などの個人属性を変数としてクラスタリングを行った．

得られた成果は以下の通りである． 

• 時間帯別に各クラスターの利用状況を確認したところ，

クラスター平日・土日での利用分布や，朝夜・昼間での

利用分布から，クラスター1に分類される利用では日常

での利用，クラスター2, 8に分類される利用では余暇で

の利用が中心になっていることが示唆された． 

• 各クラスターの該当数を Citi Bike が設置しているステ

ーションごとに集計し，地図上にプロットした結果，ク

ラスター4に分類される利用は主に移動それ自体を目的

とした利用ではないかと推測された．マンハッタン南部

では移動を目的とした利用，中央部においては余暇での

利用，北部においては余暇ないし移動を目的とした利用

が主であることが示唆された．また，ブルックリン・ク

イーンズでは，多様な利用目的が存在することが示唆さ

れた． 
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観光行動分析を目的としたジオタグ付き写真の分類方法の評価

京都大学大学院工学研究科  江端 哲矢 
京都大学大学院工学研究科  木村 優介 

１．はじめに 
現在，観光行動において観光地の混雑回避や観光行動の

分散が重要な課題となっている．混雑のための対策として，

観光行動の広域的な分散を想定すると，来訪者は少ないも

のの有名な観光地と似たような魅力がある別の観光地や観

光経路に観光客を誘導することが考えられる．現在「歴史・

文化に興味あり／なし」「大人向け／子供向け」などの選択

肢の一対比較に基づいて観光経路を推薦するサービスがあ

る 1)．しかし観光者自身が適切な重みを選択するのは難し

い．そこで観光者が過去に撮った写真をもとに各パラメー

タを決めるような仕組みがあれば自身の選好を理解できる． 
以上のような背景のもとに，筆者らは複数の観光地を周

遊する観光者の観光行動を選好に応じて分類し，クラスタ

ごとに特徴的な観光行動を把握することを目指してきた．

本研究では，観光者の選好を判断するための写真の分類方

法について評価を行なった．具体的には，まず関西地方を

周遊する観光者が撮影した写真を写真共有サービスから収

集する．収集された写真について，Google Cloud Platformの

Vision API を用いて画像にラベル付けを行い，信頼度得点

をもとにラベル出現データを作成する．そのデータを分類

する方法について，3 つの異なる手法を提示し，ある文書

に含まれる単語の重要度を評価する tf-idfや，地理的な分布

を用いて，各分類結果を評価した． 

２．手法 
（１）写真データの収集 
当研究では，画像共有サービスの一つである Flickr を用

いて写真分析を行う．まず，撮影者を観光者と在住者に分

類するために，16ヶ所の関西地方の代表的な観光地（東山，

南禅寺・銀閣寺，河原町，二条城，金閣寺，嵐山，伏見稲

荷，宇治，奈良，大阪城，USJ，難波，関西空港，高野山，

神戸，姫路）で2017年1月1日から2018年12月31日ま

での期間に撮影された写真を収集した．写真の撮影者につ

いて，最初に撮影された写真と最後に撮影された写真の撮

影時間に着目し，それが 21 日を超える撮影者を在住者と

みなし削除するとともに，観光地のうち一ヶ所でしか写真

を撮影していない撮影者を削除した．すると残った撮影者

は関西地方を周遊した観光者であるとみなせる．その撮影

者を対象に関西地方全体（北緯33.36°-35.78°，東経134.62°-
136.40°）の範囲内で撮影された写真を収集した結果，572
人の撮影者による45897枚の写真を集めることができた． 
収集された写真をGoogle Cloud PlatformのVision API の

ラベル検出機能を用いて分析した．各写真について最大20
個のラベルとその信頼度（検出されたラベルの確からしさ，

0から1の実数）が付加された．検出されたラベル5689種
類のうち，出現回数が 20 回以下であるラベルを取り除い

た．残った 1350 種類のラベルについて各写真についてラ

ベルの出現データを作成した．しかしこのままだと変数の

数が多いため，変数を減らし数十種類のクラスタに分類す

るために，いくつかの手法を用いて変数の縮約を行った．

以下に用いた手法を示す． 
（２）写真の分類 
a) 主成分分析 
ラベル出現データについて主成分分析を行った．第1主

成分：建築物／自然，第 2主成分：近代的／歴史的，第 3
主成分：観光／日常，第4主成分：花・植物／水・空，第

5 主成分：近景／遠景などの軸が得られた．しかしこれ以

降の軸に関しては明確な軸が得られず，第5主成分までの

累積寄与率は 28.9%と十分ではないため，累積寄与率が

70%を超えるように，第71主成分までを利用して，主成分

得点を求めた．その結果に k-means 法を用いることで，写

真を 22 個のクラスタに分類した．クラスタ数の決定方法

として，エルボー法を採用した．クラスタ数ごとにクラス

タ内誤差平方和を算出し，その変化が小さくなる時のクラ

スタ数を採用するというものである． 
b) ClustofVar 
統計分析言語の R パッケージの一つである ClustOfVar4)

を用いて変数の数を減少させることを試みた．この手法は，

ある2つの変数の相関をとり，相関係数が大きい変数同士

をまとめることによって，似たような意味内容の変数をま

とめることができる．これを繰り返すことで，変数を階層

的にクラスタリングできる手法である． 
本研究ではラベルを150のクラスタに分類した．各変数

は，表－１のように，ラベルの組とそれらの因子負荷量の

平方で示される．因子負荷量の平方和が各クラスタの得点

となり，ラベルの数を減らすことができる．このラベルの

クラスタの得点をもとに，写真に対して階層的クラスタリ

ングを行い，46個のクラスタに写真を分類した．階層的ク

ラスタリングの手法として ward 法を，距離はコサイン類

似度を利用した． 

表－１ 1つのまとまりとして判断されたラベル群の例 
Name Squared loading Correlation 

Place of worship 0.80 -0.90

Japanese architecture 0.75 -0.87

Chinese architecture 0.75 -0.87

Shrine 0.75 -0.86

Shinto shrine 0.66 -0.81
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c) トピックモデルを利用したクラスタリング 
最後に，自然言語処理の手法としても使われているトピ

ックモデルを用いたクラスタリングを行う．トピックモデ

ルは文書の分類に用いられるモデルである．文書中に存在

する単語はあるトピックによって生成されており，文書は

いくつかのトピックの混合からなっているという構造のも

とで，文書に含まれるトピックを推定するというものであ

る．このトピックごとの単語の生成確率を求めるために，

潜在的ディリクレ配分法（Latent Dirichlet Allocation: LDA） 5)

がしばしば用いられる．LDAでは，文書のトピックの生成

確率がディリクレ分布に基づいており，その分布における

パラメータを単語の確率分布をもとに求めることによって，

各トピックの生成確率を求めることが目的となる．文書の

分類以外にも適用が進んでおり，塚井ら 6)は，3次メッシュ

の空間情報を対象に，トピックモデルを利用して各メッシ

ュの地理特性を示し，都市構造を明らかにした． 
本研究では写真のクラスタを文書に，単語をラベルに，

出現頻度をクラスタ内のすべての写真のラベルの信頼度の

和に置き換えることでトピックモデルを写真とそのラベル

のデータに適用させる．LDAを用いて写真ごとにトピック

混合率を求め，混合率が最も高いトピックに写真が所属す

るように写真のクラスタリングを行う． 
（３）写真分類の評価 
各クラスタの特徴を把握するために，クラスタごとの各

単語について tf-idf値を算出する．これは，単語の出現頻度

tf (Term Frequency)と逆文書頻度 idf (Inverse Document 
Frequency)の積によって求められる．以下の式で定義され

る． 

𝑡𝑡𝑡𝑡!,# =
文書Aにおける単語Xの出現頻度

文書Aにおける全単語の出現頻度の和
(1) 

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡$ =𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 +
全文書数

単語Xを含む文書数
, (2) 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡!,# = 𝑡𝑡𝑡𝑡!,# ⋅ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡# (3) 

この値が大きい単語（ラベル）ほど，他のクラスタに出現

しておらず，かつ対象のクラスタに多く出現していること

になるため，クラスタの性質を代表するラベルであると考

えられる． 
本研究では，tf-idf値が大きいラベルの上位 10前後を確

認し，いくつかの写真を実際に見ることによってクラスタ

の特徴を判断する．また上位のラベルの tf-idf値が大きいほ

ど，説明力の高いラベルと考えられる．三木らの研究 7)で

は，位置情報が付与されていないツイートが投稿された場

所を推定するために，位置情報が付与されているツイート

に含まれる単語の tf-idf 値をもとに地域を特定できるよう

なローカル語を抽出した．このように，tf-idf係数はそのク

ラスタを説明するのに役立てることができる． 
以上の tf-idfによる評価を行なった上で，各分類結果を地

理情報システム（GIS）上で可視化した．このことにより，

異なる方法で分類が同じ写真とそうではない写真の空間的

な分布を比較することで，実際の場所の性質と対応づけた

分類の評価を試みた． 

３．結果と考察 
（１）各手法の分類結果と tf-idfによる評価 
それぞれの手法について，分類されたクラスタの一部を

抜粋して整理した（表－２）．写真の内容を実際に確認した

上で，tf-idf値の高いラベルを基にしたクラスタの名称，ク

ラスタに属する写真の枚数，tf-idf値の高い上位3つのラベ

ル，tf-idf値が最も大きいラベルの tf-idf値を示している． 
a) 主成分分析とk-means法 
表－２(a)は k-mean 法による分類結果の一部を示したも

のである．「食べ物」や「乗り物」，「寺」などのクラスタは

tf-idf値が大きく，実際に写真を確認してみてもその性質が

明らかなものである．このようなクラスタでは撮影対象と

なるものが明確であるため，その対象を説明するラベルが

多く記録された．一方，tf-idf値が低いクラスタでは大まか

な特徴は確認できるものの，街並みや自然の遠景など，明

確な撮影対象明確にクラスタの内容を説明できるラベルが

なく，説明が難しいものが散見された． 
b) ClustOfVarと階層的クラスタリング 
表－２(b)はClustOfVarを用いた分類結果の一部を示した

ものである．「桜」や「人物」などのクラスタは，概ね k-
means 法によるものと枚数が近いほか，k-means 法による

「寺」「神社」の和とClustOfVarによる「歴史」クラスタの

写真数が近く，似た傾向を有すると考えられる．そのほか，

着物を着た人々の写真や，文字情報が多い写真を示すクラ

スタなど，k-means 法によるものとは異なる別のクラスタ

が得られている．その一方で，tf-idf値が小さく，写真の内

容やラベルの内容を見ても一貫した特徴を示さないクラス

タがいくつか確認された．これは，写真に与えられたラベ

ルの数が十分ではない写真や，他に似た要素の無い写真が

まとめられているクラスタである．そのためこれ以上クラ

スタ数を増やしても，意味が明瞭な分類ができないことが

予想できるため，現状のクラスタ数を用いて分析するのが

適切であると考えられる． 
c) トピックモデル 
表－２(c)はトピックモデルによる分類結果の一部を示

したものである．歴史に関わるクラスタが複数あり，所属

する写真の枚数が大きく異なるなど，ほかの分類方法と異

なった傾向を示している．これは，トピック混合率が最大

のトピックに分類したことによるものだと考えられる．混

合率が高いトピックが複数ある場合，最大値をとるだけで

は最適な分類にはならない可能性がある．トピック混合率

のデータをクラスタリングすることによってより良い分類

が期待できる． 
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表－２ 各手法による分類結果．tf-idfは各クラスタのラベ

ルに対する最大値を表す． 
(a) 主成分分析とk-means法を用いた分類 
説明 写真数 tf-idf tf-idf値の上位 3ラベル 

食べ物 2055 12.95 Dish, Ingredient, Food 

寺 3526 3.43 Chinese architecture, Japanese
architecture, Place of worship 

神社 2262 1.13 Torii, Place of worship, Shinto shrine 

乗り物 922 4.75 Railroad car, Locomotive, Rolling stock 

桜 1598 1.81 Prunus, Cherry blossom, Flowering plant 

紅葉 1686 1.99 Maple leaf, Flowering plant, Deciduous 

人物 2309 0.34 Friendship, Cool, Glasses 

その他 9876 0.42 Drink, Text, Marine biology 

(b) ClustOfVarと階層型クラスタリングを用いた分類 
説明 写真数 tf-idf tf-idf値の上位 3ラベル 

食べ物 2194 6.38 Dish, Ingredient, Produce 

歴史 5433 3.22 Chinese architecture, Japanese
architecture, Pagoda 

乗り物 965 4.00 Passenger car, Rolling stock, Railroad car 

桜 1419 1.75 Prunus, Flowering plant, Twig 

紅葉 1336 3.10 Maple, Maple leaf, Deciduous 

着物 559 2.17 Kimono, Geisha, Costume 

その他 4180 0.49 Marine biology, Underwater, Alcoholic
beverage 

(c) トピックモデルを用いた分類 
説明 写真数 tf-idf tf-idf値の上位 3ラベル 

食べ物 2733 5.57 Ingredient, Dish, Produce 

寺 3299 4.14 Chinese architecture, Japanese
architecture, Shinto shrine 

神社 3704 1.59 Japanese architecture, Chinese
architecture, Shinto shrine 

乗り物 1955 2.09 Railroad car, Rolling stock, Passenger car 

桜 3372 1.30 Flowering plant, Prunus, Blossom 

紅葉 3734 2.76 Temperate broadleaf and mixed forest,
Northern hardwood forest, Biome 

人物 914 0.37 Face, Hair, Head 

着物 3979 0.39 Kimono, Street fashion, Geisha 

（２）地図上での分布の比較 
空間的な分布を確認するために，代表として京都市の東

山地区の写真を地図上にプロットした（図－１）．ここでは

「歴史」もしくは「寺」「神社」（以降，総称して「歴史」

とする）に分類されている写真に着目した．対象となった

写真は主成分分析と k-means 法による分類で 840 枚，

ClustOfVar による分類で 697枚，トピックモデルによる分

類で2267枚となった． 
どの分類法においても「歴史」に分類されている写真を

白色でプロットし，そうではない写真には色を付けてプロ

(a) 主成分分析とk-means法を用いた分類 

(b) ClustOfVarと階層型クラスタリングを用いた分類 

(c) トピックモデルを用いた分類 
図－１ 京都市東山地区における「歴史」分類の 

写真撮影位置 

－83－



ットした．つまり，色がついている点はその分類では「歴

史」として分類されているが，その他の手法では他のクラ

スタに分類されている写真である．これらの写真が他の手

法でどのクラスタに属しているかをもとに，分類の性質に

ついて考察する． 
k-means 法による分類や ClustOfVar による分類では，こ

れらの写真にはっきりとした傾向はみられず，他の分類方

法では分類が不明瞭なクラスタに所属しているものが多か

った．一方でトピックモデルによる分類では，他のクラス

タでは「紅葉」や「桜」などの意味が明瞭なクラスタに所

属する写真が多くあり，実際に確認してみても明らかに分

類結果が大きく異なっている写真も散見された．このこと

からもトピックモデルを用いた分類には分類方法に改良の

余地があることが示された． 

４．まとめ 
本研究では，ジオタグ付き写真のクラスタリング手法に

ついて，1) 主成分分析と非階層型クラスター分析，2) Rパ

ッケージのClustOfVarと階層型クラスター分析，3) 潜在的

ディリクレ配分法に基づくトピックモデルの3つを評価し

た．3 つの方法で同じようなクラスタに分類されている写

真があり，これらの写真は意味が明瞭であると考えられる

一方で，そうではない写真は所属するクラスタを定めるの

が難しい，複数のクラスタの中間に位置するような写真で

ある．このようなクラスタは手法によって所属するクラス

タが変わり，うまく分類できない写真であるということが

確認できた．その中でもClustOfVarを用いた手法において

は，意味がより明瞭なクラスタに分類することができた．

トピック分析を利用した分析においても，クラスタリング

の手法を試行することで，改良が期待できる． 
今回の結果を活用することで，ある観光スポットで撮影

される写真の種類や，観光者が撮影している写真の種類を

明らかにすることができるため，観光地や観光者の分類が

可能になる．写真の構成比によって観光者を分類し，似た

傾向を持った観光者が訪問した観光スポットを推薦するこ

とで，観光者の分散を図ることができる． 
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健康まちづくりをテーマとしたリビングラボにおけるステークホルダーの役割 

関西大学大学院理工学研究科  久保田 圭悟 

関西大学環境都市工学部 北詰 恵一 

関西大学先端科学技術推進機構  郭 敏娜 

１． 序論 

企業や自治体は，その時代の社会や人々のニーズにマッ

チした，新しい製品・サービスの開発を行う必要があり，

分野横断的なイノベーションの創造が求められている．こ

のような背景から，注目を集めているのがオープンイノベ

ーションであり，その中でも近年注目されている手法とし

てLiving Lab（以下リビングラボ）という手法がある.リビ

ングラボは，北欧でオープンイノベーション手法として発

展し，ENoLL（European of Living Labs）という国際的なネ

ットワークも形成している．市民・研究者・自治体・企業

など様々なステークホルダーが開発の上流段階から参加す

るという特徴があり，成功事例も数多く創出している． 

しかし，リビングラボの統一的な定義は存在しておらず，

実践におけるノウハウも体系的に整理されていない．その

ため，リビングラボに関して十分な理解をしていない状態

で，日本でも実践してみるというのは，得策ではないと言

える．そのため，赤坂 (2017)1)はリビングラボを活用したサ

ービスづくりを成功に導くためには，方法論の本質に関す

る理解を深めた上で，日本文化や組織風土に合わせて，適

切にカスタマイズしながら，適用することが重要になると

している． 

２．目的 

前章のような背景から，共創活動（ワークショップなど）

の際に，多様なステークホルダーをマネジメントすること

のできるファシリテーターの存在が求められている．そこ

で，「日本人の心理特性を考慮したリビングラボワークショ

ップのファシリテーターマニュアル」を作成した．このマ

ニュアルは，共創活動，特にワークショップにフォーカス

し，リビングラボにおけるワークショップのファシリテー

ターが留意するべき点を説明している．本研究では，リビ

ングラボのステークホルダーの役割に関する代表的な既存

文献を整理し，リビングラボの役割に関して改めて議論す

る．その上で，ファシリテーターマニュアルのアップデー

トに繋がる新たな示唆を得ることを本研究の目的とする． 

３．リビングラボの参加組織に関する既存研究の整理 

リビングラボはいわゆる官民連携，産学連携のような複

数のステークホルダーの存在が強調されており，例えば，

Feurstein et al. (2008)2)では，リビングラボは市民・企業・公

的機関との連携だとされており，一方，Almirall and Wareham 

(2011)3)では，企業・公的機関・大学・様々な機関・ユーザ

ーが，リビングラボでのイノベーション活動に参加すると

いう概念を提唱している． 

また，リビングラボに参加するプレイヤーを組織の種類で

分けるのではなく，活動目的・活動内容をもとに分類して

いるケースもあり，Leminen (2011)4)では，リビングラボを

4種類のアクターに分けており，「リビングラボは，イネー

ブラ，プロバイダー，ユーザー，ユーティライザーという

4つの主要なアクターで構成されている」と提唱している． 

イネーブラ（enablers）： 

すべてを可能にする組織のことで，リビングラボの活動を

可能にし，リビングラボを宣伝したり，リビングラボのた

めに財政的な支援やスペースを割り当てたりすることで，

リビングラボを支援する組織（Ex. 公的機関，金融機関，

または非政府組織（町など），自治体，地域開発機関） 

プロバイダー（providers）： 

知識や専門性をもたらすとともに，イノベーション支援活

動を行う（Ex.教育機関，大学，コンサルタントなどの開発

組織） 

ユーザー （users）： 

さまざまな役割でリビングラボに参加する能動的または受

動的なアクター（Ex.市民，エンドユーザー） 

ユーティライザー（utilizers）： 

ユーティライザーは，効率化や資源のボトルネック解消に

むけて知識をリビングラボに求めることで，イノベーショ

ン活動の結果から様々な恩恵を受け，自社のビジネスを発

展させたり，推進する企業や公的な組織のこと 

これらの概念から，リビングラボは四重螺旋（＝企業，

研究・教育，行政，市民社会／ユーザーの連携）を想定し

ていると提唱する場合もある(Hyysalo and Hakkarainen , 

2014)5)．しかし，四重以上にステークホルダーを細分化し

て考えているケースもあり，Evansら（2015）6)では，「リビ

ングラボでは，研究者，学生，市民，ユーザーコミュニテ

ィ，外部の人々，非営利団体，中小企業，コンサルタント，

大学構内，施設スタッフなど，多様なステークホルダーが

集まり，現実の世界で持続可能な製品やサービスのための

知識を共同で創造している」と述べている． 

このように，リビングラボは複数の，立場が異なるステー

クホルダーがイノベーションに参加するという見方が主流

である． 

４．ステークホルダーの役割 

4－1四分類のステークホルダーが果たすべき役割 

既存研究の整理から，リビングラボに参加する主なプレ

イヤーは，ユーザー・市民，大学・研究機関，行政・自治
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体などの公的組織，企業だと分かった．本章では，

Leminen (2011)4) および西尾（2016）7)を参考に，ユーザ

ー・市民，大学・研究機関，行政・自治体などの公的組

織，企業の四分類で，各ステークホルダーの役割をまとめ

た． 

①ユーザー・市民： 

彼らはリビングラボを社会貢献や，自身の抱える問題の

解決のために利用する．リビングラボに参加することで，

サービスや製品のプロトタイプに対するフィードバックを

提供したり，潜在的なニーズを提供することでイノベーシ

ョンを起こすきっかけを与えることができる．  

②大学・研究機関： 

社会問題解決を通して学術的成果を求める彼らは，専門

知識の提供や公的支援の利用によってイノベーション支援

を行うとともに，様々な人々を集め，それらをコーディネ

ートする役割が求められている． 

③行政・自治体などの公的組織： 

彼らは，社会課題解決のために提供している行政サービ

スや取り組みの拡大・アップデートを目的に参加する．彼

らは，社会的な立場であることから，リビングラボが必要

とする様々な人々や実証実験の場を提供することができ，

さらに，リビングラボ運営に必要な資金を提供することが

可能． 

④企業： 

自社のビジネスを発展させることを目的に参加する．彼

らは，製品・サービスの開発や改良に必要な情報を求めて

ユーザーと共創を行う場合もあるため，リビングラボに必

要な，多様なステークホルダーとのネットワークやイノベ

ーションに必要な能力の構築に寄与することが求められて

いる．ただし銀行は，企業であることからユーティライザ

ーと類似しているが，銀行の提供できる価値を考慮すると

イネーブラに当てはまるため，この四分類の内，銀行が該

当するのは行政・自治体などの公的組織である． 

4－2役割の細分化 

役割を細分化することで各役割が専門化し，より効率的

にプロジェクトを進められると考えることができるが，一

方で，役割の細分化によって自由な発想が生まれなくなる

可能性もある．Nystrom et al.（2014）8) は，リビングラボ

ネットワークにおけるアクターの役割を１７に分類してい

る．１７の役割のうち，リビングラボの多くの場合で，

「リビングラボにおけるファシリテーターの役割」として

捉えられているのは，Coordinator, Facilitator, Orchestratorの

いずれか，もしくは全てであると思われる．これらの役割

に関して，明確に違いを認識できるように，各役割を以下

にまとめる． 

Coordinatorは, リビングラボにおけるネットワーク・ハ

ブのような役割を果たす．具体的には，ユーザーの意見を

収集・整理し，それを他のステークホルダーに伝える．

Facilitatorは, イノベーションプロセスにおいてユーザーな

どの特定のグループをサポートする役割．Orchestratorは, 

オーケストラの指揮者のように，リビングラボネットワー

ク全体を，目標に向けて誘導する役割. 

4－３ 各役割に該当するステークホルダー 

また，１７の役割を，その特徴をもとにユーザー・市

民，大学・研究機関，行政・自治体などの公的組織のいず

れに当てはまるのかを検討した（表―１）. 

表―１より，行政・自治体などの公的組織及び企業に該

当する役割は9つ，大学・研究機関に該当する役割は8つ

あることから, これらのステークホルダーに求められてい

る役割が多いことがわかる．しかし，ユーザー・市民に該

当する役割は４つしかない．これについて, 以下の2つ理

由が考えられる．１つ目は，他のステークホルダーが，ユ

ーザー・市民を実証実験の際のデータサンプルとしてしか

見ていないケースが多いからだと思われる．実際，ユーザ

ーが提供できる価値が他のステークホルダ－と比べ，少な

いことから, 役割を細分化する必要性があまり感じられな

いことがわかった．逆に，他のステークホルダーに該当す

る役割の数が多いのは，提供できる価値が多いからだとも

言える．資金的な援助，広報活動，専門知識，実証実験の

場所の確保，ファシリテート能力など，様々な価値を提供

できるため，役割を細分化し，効率的にプロジェクトを進

めることができると考えられる．２つ目は，ユーザー・市

民のリビングラボの参加方法にあると考える．実証実験や

共創活動の際に参加するユーザー・市民を集める場合，ユ

ーザー・市民は，コミュニティで参加するケースと，複数

の個人による参加に分かれる．このとき，コミュニティに

複数の役割を与え，コミュニティ内でその役割を分担する

ことは現実的に可能だと考えられる．しかし，複数の個人

による参加の場合，複数の役割を与えたとしても，統制の

とれていない集団には難しいことだと考えられる．ユーザ

ーでない立場にある場合，複数の個人をユーザーとまとめ

て捉えてしまうが，当の本人らは，仲間意識やコミュニケ

ーションが十分でないため，期待される役割を果たすのは

難しいだろう．しかし，与えられる役割の数が少ないから

といってユーザー・市民の役割が軽んじられているわけで

はない．ユーザー・市民が参加することで，製品・サービ

スに関する潜在的なニーズや，地域の可視化されていない

課題を明らかにすることができるため，リビングラボにお

けるユーザー・市民の参加の重要性は依然として大きいと

考えられる． 
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4－4リビングラボの主導アクター 

Leminen（2012）9)では，各リビングラボを主導してい

るアクターによって，リビングラボを4つのタイプに分類

している．これを参考に4タイプそれぞれついて, 表―２

にまとめた． 

 Utilizer-drivenは，企業主導のリビングラボのことで，自

社のサービス・製品の改良や開発という明確なゴールが設

定されている場合が多いため，単一のプロジェクトで終わ

ってしまう傾向があるため，期間が短く，持続可能性に関

する課題解決を試みるのは難しいと思われる． 

Enabler-drivenは，行政・自治体などの公的組織主導の

リビングラボのことで，社会課題や，ローカルな課題の解

決を目的にしている．そのため，企業が参加するメリット

が小さく，リビングラボのネットワーク構築において，困

難さが存在すると思われる． 

Provider-drivenは，大学・研究機関などが主導するリビ

ングラボのことで，新技術の開発や社会実験が目的であ

る．リビングラボのネットワーク構築のために，リビング

ラボの成果物が他のステークホルダーにとって価値のある

ものだという説得力が必要になる． 

User-drivenは，ユーザー・市民が主導するリビングラボ

のことで，実生活における諸問題に対する解決策の探索が

目的である．他のリビングラボタイプと異なり，ユーザ

ー・市民が主導している特性上，他のステークホルダーと

のネットワーク構築が困難な上，ネットワーク構築後の運

営管理ができないことが問題点として挙げられる． 

５．まとめ 

本章では，既存研究の整理，およびファシリテーターか

ら見て，それぞれのステークホルダーに対して，どのよう

なアプローチをすればよいかをまとめた．リビングラボの

各ステークホルダーの役割に関しては，ユーザー・市民，

大学・研究機関，行政・自治体などの公的組織，企業の四

分類のうち，ユーザー・市民の役割は比較的，細分化され

ていないように見受けられた．リビングラボにおける役割

の細分化によってもたらされる効果として以下の点が挙げ

られる． 

・役割の細分化により，詳細なマネジメントを行うこと

ができるため，ファシリテーターにとって，マネジメント

のハードルが下がる. 

・共創活動の評価を行う際に，役割の数が多いほど評価

の判断材料になる得る変数が増えるため，より正確な評価

に繋がる可能性がある． 

ただし，ユーザーの役割を細分化することと，リビング

ラボの成功に直接的な因果関係があるかは判断できない．

この問題に対して，ファシリテーターは，「ユーザーの役

割を細分化する」・「ユーザーの役割を単純化する」という

二択を迫られることになる．前者の場合，ファシリテータ

ーは各役割の適切な割り当てに留意する必要があるが，細

分化により各役割の専門性を高めることができ，ユーザー

1人ひとりの責任を明確にし，参加意識を高められる．た

だし，複数の役割を与えても，連携が取れなければ逆に非

表―２ 主導組織によって分類されるリビング 表―１ 17の役割に該当するステークホルダー 

役割
４分類のうち
該当すると思われるもの

Webber

(similar to relationship promoter)

企業
大学・研究機関
行政・自治体などの公的組織

Instigator 大学・研究機関

Gatekeeper

(similar to power promoter)

行政・自治体などの公的組織
企業

Advocate
行政・自治体などの公的組織
企業

Producer
大学・研究機関
行政・自治体などの公的組織
企業

Planner 企業

Accessory provider 企業

Coodinater 大学・研究機関

Builder
大学・研究機関
行政・自治体などの公的組織

Messenger 企業

Facilitator
大学・研究機関
行政・自治体などの公的組織

Orchestrator
大学・研究機関
行政・自治体などの公的組織

Integrator
企業
行政・自治体などの公的組織

Informant ユーザー・市民

Tester
ユーザー・市民
行政・自治体などの公的組織

Contributer
ユーザー・市民
大学・研究機関
企業

Co-creater ユーザー
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効率に終わってしまうことも考えられるため，与える役割

は単純なほうが良い場面もあると思われる．また，ファシ

リテーターが細分化された役割を割り当てていく際，チー

ムメンバーの個性を把握しそれに合わせて役割を割り当て

るのが望ましい．その具体的な方法に関しては様々ある

が，ここではWillemien Brand（2017）10）で紹介されてい

るDISC性格診断テストを取り上げる．DISC診断では，

個人を4つの行動特性タイプに分類する．（Dominance=主

導型, Influencers=感化型, Steadiness=安定型, 

Conscientiousness=慎重型）このタイプ分けに沿って役割を

割り当てることで，各個人が最大限のパフォーマンスを発

揮できるようにマネジメントすることができる．また，リ

ビングラボの参加者がいずれかのタイプに偏っていた場

合，議論もそのタイプに偏った方向に進んでしまうため，

ファシリテーターがその調整を行う際にも役立つと考えら

れる．この他にも，役割を割り当てる方法はあるため，そ

の中でもリビングラボに適したものを見つけ出す，もしく

はリビングラボに特化した方法を新しく見出すことで，フ

ァシリテーターのマネジメントに役立つだろう． 

また，別の視点から「ユーザーに役割を与える際は，役

割の数に関わらず，ユーザーの参加形態によって柔軟に対

応する必要があるのではないか」とも考えた． 

例えば，コミュニティとして参加していた場合，コミュ

ニティ内で仲間意識の醸成は十分であると考えられるた

め，複数の役割を与え，連携を取りながらプロジェクトを

進めることができると考えられる．ただし，コミュニティ

内で発言権に偏りが存在する可能性があるため，コミュニ

ティ内の各個人の発言頻度を考慮し，特定の発言者に依存

して議論が進まないように調整する必要がある． 

逆に，個人としての参加だった場合，プロジェクトの初期

段階であれば，仲間意識の醸成が不十分のため，発言を活

性化させるためのアクションを起こす必要があり，複数の

役割を与えても連携が取れず，逆に非効率に終わってしま

う可能性がある．そのため，役割を細分化せず，特定の役

割を全うするべく各個人が連携するように促すことで，仲

間意識の醸成を図ることができる． 

また，本研究ではユーザー・市民に対する役割が他のス

テークホルダーと比べ，細分化されていないことから，フ

ァシリテーターは，ユーザー・市民のリビングラボへの参

加方法を判断材料に，臨機応変に対応するのが望ましいと

しているが，そもそも，役割の細分化がリビングラボの共

創活動にどのような影響を与えるのかが明らかではないた

め，リビングラボのステークホルダーそれぞれの役割を細

分化した場合と，していない場合それぞれのリビングラボ

において，共創活動にどのような特徴が表れているのか比

較検討することが望ましいと思われる． 

参考文献 

1) 赤坂文弥，木村篤信（2017）「リビングラボの方法論的特徴

の分析－日本におけるリビングラボ事例の調査を通じて

－」，日本デザイン学会研究発表大会概要集 64(0), P22, 日

本デザイン学会 

2) K. Feurstein., A. Hesmer., K.A. Hribernik., K.-D. Thoben., J. 

Schumacher. (2008): Living Labs: A New Development Strategy, 

Chapter 1 from book European Living Labs - A New Approach for 

Human Centric Regional Innovation, pp.1-14, Wissenschaftlicher 

Verlag,  Berlin, Germany 

3) E. Almirall.，J. Wareham. (2011): Living Labs: arbiters of mid- and 

ground-level innovation, Technology analysis & strategic 

Management, Vol.23, pp.87-102 

4) A.Nystrom., S. Leminen. (2011): Living Lab - A New Form of 

Business Network, 2011 17th International Conference on 

Concurrent Enterprising, pp.1-10 

5) S. Hyysalo., L. Hakkarainen. (2014): What difference does a living 

lab make? Comparing two health technology innovation projects, 

International Journal of CoCreation in Design and the Arts, Vol.10, 

pp.191-208 

6) J. Evans., R. Jones., A. Karvonen., L. Milard., J. Wendler. （2015）: 

Living labs and co-production: university campuses as platforms for 

sustainability science, Current Opinion in Environmental 

Sustainability, Vol.16, pp.1-6 

7) 西尾 好司（2016）:ユーザー・市民参加型共創活動としての

Living Labの現状と課題，富士通総研(FRI) 経済研究所, 研究

レポート No.430, 

https://www.fujitsu.com/jp/group/fri/report/research/2016/report-

430.html 

8) A. Nystrom., S. Leminen., M. Westerlund., M. Kortelainen. (2014): 

Actor roles and role patterns influencing innovation in living 

labs,Industrial Marketing Management,Vol.43, No.3, pp.483-495 

9) S. Leminen., M. Westerlund., A. Nyström. (2012): Living Labs as 

Open-Innovation Networks, Technology Innovation Management 

Review, Vol.2(9), pp.6-11. 

10) ウィリーマン・ブランド(2018)「 Visual Thinking 組織を活

性化する，ビジュアルシンキング実践ガイド」,p131,株式会

社ビー・エヌ・エヌ新社 

 

－88－



京都市下京区における位置指定道路の空間特性並びに利用実態からみた再評価 

株式会社船場  内島 啓太 

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 

位置指定道路は，その多くがミニ開発に伴うものであるため，

否定的な眼差しで見られることが多い(1).しかし，それは建物

の住居としての狭さや景観の均一化など，そこに建ち並ぶ建築

物に対するものであって，位置指定道路そのものに対する言及

はほとんどなされてない．一方で宇杉ら（2010）1)は位置指定

道路を現代の良質な生活空間を生み出す路地的空間として肯

定的に評価している． 

そこで本研究では京都市の歴史都心である下京区を対象に，

位置指定道路の形態的特徴を類型化した上で，それに基づいた

空間特性の把握と利用実態について明らかにするとともに，位

置指定道路の再評価を試みることを目的とする． 

（２）既往研究の整理 

 位置指定道路に関する先行論文として，札幌市の位置指定道

路周辺建築群の変遷を追った浮須ら（2011）2)や郡山市の位置

指定道路と市街地形成の関係性を捉えた大村ら（1984）3)の研

究が挙げられる．また，位置指定道路に多く見られる袋路状道

路の研究として，防災面から避難通路のモデル提案を行った三

船（1992）4)がある． 

しかし，位置指定道路そのものの空間特性や居住者の利用実

態について論じた研究は不在である． 

（３）研究の対象と方法 

本稿は，京都市下京区に存在する位置指定道路を対象とする，

下京区の街区構成は，JR 丹波口駅を起点とした東側と西側で

大きな違いがある．東側では京都の街並みとして特徴的な短冊

状の街区が広がり，西側では小規模で細かな街区が広がる． 

京都市の路地の空間的特徴を無接道敷地と街区の規模から

調査した三森ら（2011）5)は街区の大きさが路地の必要性を高

めており，比較的大きな街区には路地が多く存在することを明

らかにした．また，その理由について無接道敷地と接続させる

ためであると述べている．これを踏まえると位置指定道路は，

できるだけ多くの住居を接道させるため，敷地及び街区内に引

き込むように整備されるという点で路地と類似していると考

えられる．そのため街区の規模は位置指定道路の分布や形状に

影響を及ぼすと考えられる．これを踏まえ，短冊状の比較的大

きな街区と細かく分割された小規模な街区の 2 種類の街区構

成を有する下京区を調査対象とした． 

本研究では，京都市が公開している位置指定道路の路線番号，

指定年代をもとに(2)，建築基準法が施行された1950年から2018

年までの位置指定道路を調査対象とする．しかし，位置指定道

路台帳には記載があるが，現地調査の結果，存在を確認できな

かった，または，建物が一切立地していない道路については他

道路との比較が困難であるため調査対象から除いた． 

２．位置指定道路の類型化と傾向 

（１）位置指定道路の形態による類型化 

京都市指定道路図提供システムをもとに地理的位置を把握

し，現地調査の結果をもとに下京区における位置指定道路の形

状による類型化を行った．袋路状のものを「袋型」とし，通過

できるものを「通過型」とした．さらに形態的特徴から図―１

に示すような類型化を行った．また，袋 I型では道路の片側に

のみ建物が立ち並ぶものと両側に立ち並ぶものの２つに分類

できた．なお，2つ以上の位置指定道路が接続しており，図―

１のいずれかの型を形成していた場合，1つの位置指定道路と

してカウントを行った． 

（２）類型の傾向 

調査した73本の位置指定道路のうち，69.9％（51本）が袋

I型であった．通U型が9.6％（7本），通 I型が5.5％（4本），

通L型が4.1％ （3本），袋T型，複合型が2.7％（2本），通T

型，通／屈折型，袋／屈折型，袋L型が 1.6％（1本）であっ

た．また，袋 I型51本のうち片側は14本，両側が37本であ

り，実質的に袋 I型（両側）が最も多い結果となっている．袋

型と通過型では袋型が77％，通過型が23％であり，袋型の方

が多い傾向にある． 

（３）時期傾向 

類型化した位置指定道路を年代別に整理した（図―２）．通

L型は 1960年代に指定を受けて以来，指定されていない．通

U型は 1960年代，1970年代に指定を受けているが 1980年代

からは指定を受けていない．袋 I型は 1970年代から指定を受

け始め，2000年代に多く指定を受けていることが確認された． 

これらの結果から1950年代から1980年代にかけては通U型，

袋 L 型，複合型など複雑な形態の位置指定道路がその指定を

受けているが，2000年代以降はそれらの指定はなく，袋 I型が

主流となっており，近年，位置指定道路の形態が単純化してい

る傾向にあると言える． 

位置道路指定 

図－１ 下京区における位置指定道路の類型化 

両側 

片側 
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（４）立地傾向 

類型にもとづいた立地状況の把握では通U型，袋T型，複

合型など複雑な類型がJR丹波口駅を起点とした西側に多く分

布しているのに対し，東側では袋 I型が多く分布している．前

述の通り，下京区は JR線を境に東西エリアで街区構成に大き

な違いがある．小規模な街区で構成される西側では複雑な類型

が多く，短冊状の比較的大きな街区で構成されている東側では

袋 I型が多く存在する．このことから，従前の土地の規模や形

が位置指定道路の形態に影響を及ぼしていることが推測され

る． 

３．位置指定道路の空間特性 

（１）建物階数の傾向 

位置指定道路 1 本に接する建物数をカウントし，その道路

における 2 階建て以下の建物の割合と 3 階建ての建物の割合

を算出した(3)．結果，1950年代から 1980年代の位置指定道路

では道路 1本あたりの 2階建て以下の建物の割合が 51％以上
(4)の道路が81％を占めた．一方，1990年代から2010年代の位

置指定道路では3階建ての建物が51％以上である道路が85％

を占めた．また，そのうち 3 階建てが 100％であった道路は

62％であった．これらのことから1980年代までは2階建てが

建ち並ぶ位置指定道路が主流であったのに対し，1990 年代以

降では3階建てが主流となっていることがわかる． 

（２）建物階数と幅員からみる位置指定道路の空間スケール 

幅員を4.0－4.4m，4.5－4.9m，5.0－5.4m，5.5－5.9m，6.0mの

段階に分け，それぞれの幅員ごとに2階建て以下，3階建ての

建物のどちらかを 51％以上有する道路数のカウントを行った． 

結果，近年では，3階建てが多く建ち並ぶ位置指定道路が増

加しており，特に4.0－4.4mの位置指定道路に3階建ての建物

を建てる傾向があることがわかった．幅員4.0－4.4mにおいて

2階建て以下の建物を多く有する1980年代以前の道路に比べ，

同程度の幅員でありながら1990年代以降の道路は3階建ての

建物を多く有することから，近年の位置指定道路は1980年代

以前と比較し，閉塞的な空間となっていることがわかる． 

４．位置指定道路のあふれ出しと表出の分析 

（１）調査方法 

あふれ出し，表出の定義として鈴木ら（1984） 6)を参考に，

日常生活の中で収納不足により致し方なく置かれるものをあ

ふれ出し，植木鉢や置物といった自己表現などによって置かれ

るものを表出と定義する．本研究では以下のものをあふれ出し，

表出と捉え，その数をカウントした． 

－ あふれ出し：自転車，バイク，その他 

－ 表出：植木鉢，たぬき等の置物や飾り 

あふれ出しや表出のカウント方法として，震災後の住宅地に

おける路地性の継承について研究を行った三輪ら（2008）7)は

外部住空間を敷地内空間，敷際空間，道路内の3つに分類し，

それぞれに置かれた植木鉢のカウントを行い，その道路の利用

実態について調査している．本研究ではこれを参考に，1m以

上セットバックした部分に置かれているものを敷地パターン，

1m未満の部分に置かれているものを敷地際パターン，道路上

に置かれているものを道路空間パターンとし，あふれ出し数，

表出数をカウントした．ただし，あふれ出しでは自転車やバイ

クをカウントするため，駐車場機能をもつ敷地パターンでのカ

ウントは行わないこととした．また表出では塀の中にあるもの

は全て敷地パターンとし，花壇は 1 つとしてカウントを行っ

た．このようなパターンをもとにカウントしたあふれ出し数，

表出数をその道路の建物数で除した数値(5)を用いて比較分析

を行う． 

図－２ 指定年代別の各類型数 

図－３ 類型別位置指定道路の分布 

位置指定道路台帳をもとに筆者作成 

表－１ ２階以下の建物が５１％以上を占める道路

数

表－２ ３階建ての建物が５１％以上を占める道路

数

地図データ©️2020 
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（２）類型にもとづいたあふれ出し数 

道路空間へのあふれ出しに着目すると，袋型より通過型の方

が道路空間へのあふれ出しがより生じる傾向にあることがわ

かった．類型別にみると，通U型，通L型，通／屈折型は道

路空間へのあふれ出しが多い．これらの道路の多くは1950年

代から1960年代にかけて作られたものが多く，セットバック

された建物が少ないことから収納不足によって道路空間への

あふれ出しが多く生じていると考えられる． 

（３）類型にもとづいた表出数 

敷地パターンではどの類型においても表出が確認された．ま

た 1 件あたりのあふれ出し数（図－４）と表出数を比較する

と，あふれ出しより表出の方が多く生じていることがわかった．

袋 L 型，袋/屈折型はどちらも敷地際パターンにおける表出が

多く，袋 L 型においては道路空間での表出が他の類型と比較

し，最も多いことが確認された． 

（４）指定年代にもとづいたあふれ出し数 

年代にもとづいた建物 1 件あたりのあふれ出し数を算出し

た．結果，1980 年代までの位置指定道路では道路空間へのあ

ふれ出しが生じやすく，特に1970年代の位置指定道路がもっ

とも多くあふれ出しが生じていることがわかった．一方で

1990 年代以降から道路空間へのあふれ出しは少なくなる傾向

にあり，年代によってあふれ出し数に大きな偏りがあることが

確認された． 

（５）指定年代にもとづいた表出数 

敷地パターンにおいてはどの年代でも表出が行われている

ことがわかった．また1980年代の位置指定道路ではどのパタ

ーンにおいても表出が多く行われており，道路空間パターンで

の表出は他の年代と比較し最も多いことが確認された．道路空

間への表出は1980年代まで一定の数を維持しているが，1990

年代以降の位置指定道路ではそれを下回り，2010 年代の道路

では道路空間への表出は行われていないことがわかった．これ

は先述の年代別のあふれ出し数と同じ傾向を示しており，あふ

れ出し，表出ともに近年作られた位置指定道路では道路空間へ

の介入がなされにくい傾向を示している． 

（６）幅員とあふれ出しの関係 

幅員とあふれ出しおよび表出の関係を調査する．調査した

全位置指定道路の道路空間パターンでのあふれ出し数と表出

数のそれぞれの平均値を算出し，平均値以上のあふれ出し数，

表出数(6)を有する道路本数を図－８で示した幅員ごとにカウ

ントした．結果，4.0－4.4mの幅員の位置指定道路では他幅員

と比較し，あふれ出し数，表出数ともに最も多く，幅員が比較

的に狭い方があふれ出しおよび表出が行われやすいことが示

唆されたと考える． 

図－４ カウントパターンのイメージ 

図－５ 建物一件あたりのあふれ出し数 

図－６ 建物一件あたりの表出数 

図－７ 年代別の建物一件あたりのあふれ出し数 

図－８ 年代別の建物一件あたりの表出数 

図－９ 幅員ごとのあふれ出し数，表出数が平均値以上

の道路本数 
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５．まとめ 

本研究から，京都市下京区の位置指定道路について，以下の

点が明らかとなった． 

①1990 年代以降の位置指定道路はその形態が単純化し，さら

に3階建てが多く立ち並ぶことで1980年代以前より閉塞的な

空間となっている． 

②袋型より通過型の方が道路空間へのあふれ出しが多く，特に

通U型，通L型，通／屈折型といった複雑な形態において，

あふれ出しが生じやすい傾向にある． 

③位置指定道路ではあふれ出しより，表出が多く生じ，特に袋

L型，袋／屈折型は表出が生じやすい形態である． 

④道路空間へのあふれ出し，表出は1980年代以前の位置指定

道路で多く生じており，近年の位置指定道路では道路空間への

介入がなされにくい． 

⑤あふれ出し，表出は比較的狭い幅員で生じやすい． 

表出については，コミュニティ形成に一定の効果があること

が既往研究で明らかとされている．青木ら（1994）8)は，表出

は住居者間の人間関係を親密にする効果があるとしている．増

田ら（2018）9)は，表出は領域表示物であり，空間の占有を示

していると同時に住民間の交流を促すとしている．表出もあふ

れ出しと捉え，重回帰分析によって道路でのあふれ出しと行動

量の関係を調査した芳原ら（2016）10)は，あふれ出しが多けれ

ば多いほど，人々の会話行動が増加するという結果を示した．

このようなことからあふれ出し，表出が多く生じている 1980

年代以前の道路で，特に通 I型や通U型，通／屈折型，袋L型

や袋／屈折型では住民間の良好なコミュニティや相互理解が

存在すると推測される． 

これらを踏まえ，コミュニティ形成の観点から位置指定道路

を捉えると，1980 年代以前の位置指定道路は住民のコミュニ

ケーションを促す場に適した道路空間であると推測される． 

さらに，あふれ出しや表出は領域表示物としての機能をもつ．

このため1980年代以前の位置指定道路は私有空間として領域

化されやすく，特に道路空間へのあふれ出しや表出が多い，通

U型，通 L型，通／屈折型，袋 L型，袋／屈折型は私有性の

高い道路形態であることが示唆される． 

以上のことから，ミニ開発によって作られた位置指定道路を

一概に否定するのではなく，住民間の良好なコミュニティを育

み，住民が能動的に働きかけられるという，都市において数少

ない道路として評価する視点が必要であり，今後のまちづくり

において重要な道路の 1 つとして再評価するに値すると考え

る． 

【補注】 

(1) 勝又（2007）11)はミニ開発を「開発面積が1000㎡に満たず，各区画面積

が100㎡に満たない，戸建ての建売住宅開発」と定義し，ミニ開発に伴う影

響を住戸・敷地相隣，街区・地区，地域・都市のレベルに分け，それぞれの

問題点を法的側面，経済的側面，環境的側面の視点から指摘している． 

(2) 京都市が公開している「位置指定道路台帳」12)をもとに把握を行った． 

(3) 2 階建て以下の建物の割合＝2 階建て以下の建物件数の総和／総建物件

数×100，3 階建ての建物の割合＝3 階建ての建物件数の総和／総建物件数

×100 

(4) 50％となった道路については 2階建て以下が半数，3階建てが半数であ

るため比較が困難である．そのため 51％以上を示した位置指定道路を比較

対象として抽出した． 

(5) あふれ出し数（表出数）＝あふれ出し（表出）の数／総建物件数 

(6) 道路空間パターンでの数値を用いた． 

あふれ出し数の平均値：0.18  表出数の平均値：0.5 
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都心部の大規模都市公園における滞留者の空間の使い分けに関する研究 

大阪府立大学大学院生命環境科学研究科  芦田  凌 

大阪府立大学大学院生命環境科学研究科  松尾  薫 

大阪府立大学大学院生命環境科学研究科  武田 重昭 
大阪府立大学大学院生命環境科学研究科  加我 宏之 

１．はじめに 

利用者にとって居心地が良く，ずっとそこに居たくなる

ような空間を提供することは，都市の中で公園が果たす重

要な機能の一つである 1)．また，都市空間に他者がいるの

を目にすることで魅力を感じたり，新たな発見をしたりす

ることは，都市生活の魅力の一つであり，公園はそのよう

な体験ができる代表的な場所である 2)．公園が有する存在

効果や利用効果を合わせた総合的な効果が公園周辺の都市

生活者の生活の質に影響を与えており 3)，公園は利用者の

使いこなしによって自ら獲得する「まちの居場所」となる

ことが示唆されている 4)．このような中で，近年，社会の

成熟化によるライフスタイルの多様化が進んでおり，都心

部の大規模都市公園において，都市生活者の様々なライフ

スタイルを受け止め，公園利用の多様化を考慮した空間デ

ザインのあり方を探ることが喫緊の課題である． 

公園での滞留行動に関する既往研究に着目すると，三友
5)は，プレイスメイキングの観点から，米国のブライアン

トパークを事例に，公園の新たな滞留行動の可能性を考察

し，小林 6)7) は，公園でのピクニック利用者に着目して，

一時的に「まちの居場所」として獲得された場所における

人間と環境の関係性について考察している． 

このように，様々な観点から，公園が都市生活者の居場

所として獲得される様相について考察や研究が行われてお

り，滞留利用の全体像を把握した上で，空間別の使い分け

の特性を分析することで都市生活者の利用実態の多様化を

受け止める都市公園のあり方に関する知見を蓄積していく

ことが求められる．そこで本研究では，近年，都心回帰が

顕著にみられる大阪都心部の大規模都市公園の代表例とし

て，大阪市西区の靭公園東園を対象に，そこでの滞留者の

利用実態を調査することで，目的に応じた空間の使い分け

の特性を明らかにすることを目的とした． 

２．研究方法 

図－1 は，靭公園東園周辺の建物用途の割合を示してい

る．内訳をみると「業務施設」が 55.4％と最も高く，次い

で「商業・販売施設」と「住宅」がそれぞれ 15.4％，

14.2％と一定数確認できた．したがって靭公園東園周辺は，

周辺に業務系施設が多くある大阪都心部に位置し，働くだ

けでなく，都市生活者の多様なニーズとライフスタイルへ

の対応が求められていることが分かる．靭公園は総面積約

9.7haの総合公園であり，そのうち，調査の対象とした東園

は約5.6haである．靭公園は1955年に供用が開始され，2006

年には世界バラ園会議大阪大会の開催を契機にバラ園の改 

修が行われ，現在に至る．靭公園東園の空間構成をみると，

公園北側には靭公園の特徴であるバラ園があり，水系施設

や芝生広場が一体となって整備されている．その南側には

東西に幹線園路が通っており，その南部には遊具広場が整

備されている．樹林地は公園を取り囲むように整備され，

公園面積の多くを占めている． 

表－1 は，靭公園東園で行った滞留者の利用実態調査の

方法を示している．公園は平日と休日においてその様相が

大きく異なることから，調査は平日の 2020年 10月 28日

（水）と29日（木）の2日，休日は10月18日（日）と24

日（土）の 2日の計 4日間で実施した．さらに，時間帯に

おいても公園の利用状況が異なることから，各日 7:30，

10:00，12:30，15:00，17:30の5時間帯で調査を実施した．調

査は各時間帯に 2名の調査員で靭公園東園を一周して滞留

者をグループ毎に記録するルートセンサス調査とした．調

方法

平日 10/28(水)、10/29(木)

休日 10/18(日)、10/24(土)

調査時間

性別

滞留人数

年齢層

グループ特性

滞留姿勢

着座設備

行為・行動

行為・行動を支える要素

7:30、10:00、12:30、15:00、17:30の5時間帯

調査日

調査項目

Survey123 for ArcGISを用いたルートセンサス調査

滞留グループ属性

滞留行動特性

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

（％）

住宅 商業・販売施設
業務施設 サービス・遊興施設等
工業施設 供給・処理施設
運輸・通信施設 官公署施設
その他

図－１ 靭公園東園周辺の建物用途 

表－１ 滞留グループの利用実態の調査方法 
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査員が滞留グループの行為・行動の内容およびそれぞれの

位置を Survey123 for ArcGISを用いて現場でデータ入力し，

調査結果を空間の位置情報を持つデジタルデータで取得し

た．観測項目は，滞留グループ属性（性別，滞留人数，年

齢層，グループ特性）と滞留行動特性（姿勢，着座設備，

行為・行動，行為・行動を支える要素）である． 

解析ではまず，得られたデータを項目ごとに時間帯別，

平日・休日別に単純集計して傾向を捉えた．次いで，滞留

グループの滞留位置を空間の位置情報を用いて，靭公園東

園の空間構成図にオーバーレイさせることで，園路型（園

路上および園路から 2m以内の滞留グループ）利用を特定

し，それ以外をエリア型利用と分類し，空間別にそれぞれ

の観測項目をクロス集計して，滞留グループの特徴を分析

した．加えて，公園の積極的な使いこなしを評価するため

に，敷物やテント，運動用具といった，領域を形成する持

ち込み物を行為・行動を支える要素と定義し，その有無別

にそれぞれの観測項目をクロス集計してその特徴を分析し

た． 

３．結果 

（１）平日と休日別の滞留グループ数 

図－2 は，平日および休日における時間帯別の滞留グル

ープ数の集計結果を示している．平日は，「7:30」から

「10:00」にかけて滞留グループ数が増加し，さらに「12:30」

に 154.5グループと急激に増加し，「12:30」が最も多かった．

休日では，同様に午前から昼にかけて滞留グループ数が増

加し，「12:30」に 112.5 グループと多くなることに加えて

「15:00」にも 133グループと多く，休日では昼から午後に

かけて滞留グループ数が多くなることが分かった． 

（２）平日と休日別で捉えた滞留グループの行為・行動の

割合 

図－3 は，平日および休日における滞留者の行為・行動

を集計した結果を示しており，図－4は滞留グループの行

為・行動別の滞留位置を示している．図－3 より，まず平

日をみると，「携帯利用」が 34.5％と最も高い．次いで

「飲食」が 19.2％と比較的高く，また「会話」や「休憩」

がそれぞれ 12.0％，10.7％と一定数みられた．図－4より，

10月 28日（水）を例に平日における滞留グループの滞留

位置をみると，幹線園路を中心に主に園路沿いでの滞留が

多いことが分かる．また，滞留グループの行為・行動別に

滞留位置をみると，「携帯利用」や「休憩」での滞留は，

幹線園路沿いで多くみられ，特に公園東側の幹線園路に多

くみられた．「飲食」も同様に，幹線園路沿いで特に東側

に多くみられるが，バラ園の芝生広場でもみられた．「会

話」は園路沿いのみならず，その他の広場等，公園全体に

点在してみられ，「遊び」は公園南部の遊具広場，「スポー

ツ・体操」は公園東部のグラウンドで多くみられた．次い

で，休日をみると，平日と異なり「会話」が 28.8％と最も

高く，次いで「飲食」が19.6％と比較的高い．また，「携 

帯利用」も15.5％と一定数みられるものの，平日とは異な 

遊具広場

樹林地

樹林地

バラ園

休日：10月18日（日）

平日：10月28日（水）

遊具広場

樹林地

樹林地

バラ園

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

休

日

平

日

（％）

休憩 見守り 睡眠 会話

喫煙 携帯利用 読書 飲食

楽器演奏 写生 写真撮影 遊び

スポーツ・体操 その他

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

7:30 10:00 12:30 15:00 17:30

グ
ル
ー
プ
数

平日

休日

図－２ 平日・休日における時間帯別の滞留グループ

数

図－３ 滞留グループの行為・行動（平日・休日別） 

図－４ 滞留グループの行為・行動別の滞留位置 
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り，休日は「遊び」が 13.3％と一定数みられる．図－4 よ

り，10月 18日（日）を例に休日における滞留グループの

滞留位置をみると，まず，平日に利用が集中していた幹線

園路に加えて休日になると，バラ園の芝生広場や樹林地で

も多くの滞留がみられ，平日と比較して，広がりのある空

間での滞留が多いことが分かる．また，滞留グループの行

為・行動別に滞留位置をみると，「携帯利用」や「休憩」

での滞留は，平日と同様に幹線園路沿いに多くみられ，

「飲食」はバラ園の芝生広場に加えて樹林地で多くみられ

た．「会話」は幹線園路やバラ園の園路沿いで多くみられ

ることに加えてバラ園の芝生広場でも多くみられた．平日

と比較して休日に増加した「遊び」は遊具広場およびその

付近の樹林地で多くみられた． 

（３）空間別で捉えた滞留グループの滞留行動特性 

まず，観測結果を園路型とエリア型に分類した結果，総

滞留グループのうち，園路型は 891グループ（69.7％），エ

リア型は 388 グループ（30.3％）となり，エリア型よりも

園路型の滞留利用が多いことが特徴である． 

図－5 は，空間別（園路型・エリア型）に滞留グループ

のグループ特性を集計した結果を示している．空間別にグ

ループ特性をみると，園路型は「1 人」での滞留が 62.7％

と顕著に高く，「カップル・夫婦」，「親子・家族」および

「友達」はそれぞれ 11.8％，10.5％，10.2％と一定数に留ま

っている．一方，エリア型は「親子・家族」での滞留が

38.4％と最も高く，次いで「友達」が 21.9％と比較的高く，

「1人」が 20.9％と続いている．また，「カップル・夫婦」

は11.6％と，園路型と同様に一定数みられた． 

図－6 は，空間別（園路型・エリア型）に滞留グループ

の行為・行動を集計した結果を示している．園路型は「携

帯利用」での滞留が 31.9％と最も高く，次いで「会話」お

よび「飲食」がそれぞれ 19.2％，18.9％と比較的高く，ま

た「休憩」も 10.7％と一定数みられた．エリア型は，園路

型でも比較的多くの割合でみられた「会話」および「飲食」

がそれぞれ 23.7％，20.6％と同程度に高いことに加えて，

「遊び」も24.0％と高かった． 

（４）行為・行動を支える要素の有無別に捉えた滞留グル

ープの滞留行動特性 

まず，観測結果を行為・行動を支える要素の有無別に集

計した結果，行為・行動を支える要素無しは，1,059 グル

ープ（82.8％）と優占するものの，行為・行動を支える要

素有りは，220グループ（17.2％）と少なからずみられ，公

園に自らの持ち込み物を伴って滞留するグループは，全体

の約2割存在していることが分かった． 

図－7 は，行為・行動を支える要素の有無別に滞留グル

ープのグループ特性を集計した結果を示している．有無別

にグループ特性をみると，無しは「1 人」での滞留が

58.6％と最も高く，「親子・家族」，「友達」および「カップ 

ル・夫婦」はそれぞれ15.2％，11.1％，10.4％と一定数みら 
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図－５ 滞留グループのグループ特性 

（空間別（園路型・エリア型）） 

図－６ 滞留グループの行為・行動 

（空間別（園路型・エリア型）） 

図－７ 滞留グループのグループ特性 

（行為・行動を支える要素の有無別） 

図－８ 滞留グループの行為・行動 

（行為・行動を支える要素の有無別） 
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れた．有りは「親子・家族」が 37.7％と最も高くなり，次

いで「友達」が 26.8％と比較的高く，また「カップル・夫

婦」も18.2％と一定数みられた． 

図－8 は，行為・行動を支える要素の有無別に滞留グル

ープの行為・行動を集計した結果を示している．有無別に

行為・行動の内容をみると，無しは「携帯利用」での滞留

が 28.9％と最も高く，次いで「会話」および「飲食」がそ

れぞれ18.4％，16.2％と比較的高く，また「休憩」も10.6％

と一定数みられた．一方，有りは写真－1 や写真－2 にみ

られるように樹林地内やバラ園の芝生広場に敷物を引いて

飲食を楽しむといった「飲食」が 34.5％と高く，写真－3

のようにカップルがバラ園の芝生広場にテントを立てて会

話をしているといった「会話」も 31.4％と高かった．また，

「遊び」が 11.4％と一定数みられ，写真－4 のようにカラ

ーコーン等を持ち込んだ遊びの様子がみられた． 

４．まとめ 

大阪都心部に位置する靭公園東園の平日および休日にお

ける滞留グループの利用実態をみると，平日は，周辺で働

く人々の休憩時間となる 12:30 に滞留が最も多くなり，休

日では，12:30に加えて 15:00にも滞留グループが途絶える

ことなく多く，利用者の賑わいが昼から午後にかけて長く

続いていることが分かった．公園で過ごす利用者の行為・

行動をみると，平日は，携帯利用が約 3割と最も多く，次

いで飲食が約 2割みられた．休日になると，会話が約 3割

と最も高くなり，平日同様に飲食は約 2割みられた．遊び

は休日に増加し，1割強みられた． 

滞留場所ごとに傾向を捉えると，まず園路型で，1 人で

の携帯利用や休憩が幹線園路で主にみられたように，園路

沿いは 1人で過ごす落ち着いた空間としての役割が確認で

きた．加えて，親子・家族，友達およびカップル・夫婦の

会話も一定数みられたことから，複数人での利用にも対応

できることが確認できた．したがって園路は，移動のみに

対応した一様な空間ではなく，滞留のための空間としての

使い分けも考慮し，各々の目的に応えられる多義的な空間

としての役割が求められると考えられる．次いで，エリア

型では場所により異なる使い分けを捉えることができた．

まず，遊具広場では，主に親子・家族が遊びで滞留する様

子が確認できた．芝生広場や樹林地では，行為・行動を支

える要素の敷物やテントを持ち込んだ親子・家族，友達お

よびカップル・夫婦が会話や飲食で滞留する様子が確認で

きた．したがって，芝生広場や樹林地では，行為・行動を

支える要素の持ち込みといった，「居場所づくり」にみら

れるような利用者の能動的な空間に対する働きかけによる

居心地の良さも考慮した空間のデザインが必要になると考

えられる． 

以上より，都心部の大規模都市公園では，それぞれの空

間で目的に応じた使い分けが確認でき，今後は「使う」と

いう人間の行動から捉えた居心地の良い空間を計画してい

くことが求められる． 
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水害常襲地に帰還する住民の再被災リスク認知と住宅耐水化に関する研究 

－ 平成30年7月豪雨の被災地倉敷市真備町を対象として － 

神戸大学大学院工学研究科  藤井 諒平 

神戸大学大学院工学研究科  近藤 民代 

１. 序論

（１）研究の背景

 近年水害が巨大化・頻発化しており、気候変動による水

害の増加が懸念されている。2020年7月に社会資本整備

審議会から答申 1)が出され、リスク軽減には氾濫を防ぐ対

策が基本であるが、氾濫発生も視野に入れた、被害の対象

を減少させる対策も合わせることが望ましいと述べられて

いる。その例として、浸水リスクのより低い土地への住居

移転や、住宅の構造を耐水化にすることなどが効果的であ

ると指摘されている。 

 平成30年7月豪雨で甚大な被害を受けた岡山県倉敷市

真備町は、1976年までに約10年に１度の頻度で大小様々

な水害が繰り返し起きている水害常襲地である 2)にも関わ

らず、9割近くの住民が現地への帰還を選択していた。 

 照本ら 3)は、災害に関心があっても防災対応には繋がら

ず、その危険性を認識することによって初めて具体的な防

災対策行動に繋がると示している。住宅の耐水化のような

減災対策の実施有無は当事者の再被災に対するリスク認知

が少なからず影響していると考えられる。 

（２）研究の目的 

水害常襲地の真備町を対象に以下の3点を明らかにする。 

① なぜ被災者の多くは再被災リスクのある元の居住地

への帰還を選択したか

② 現地再建した住宅において耐水化対策がどのくらい

適用されているか

③ 被災者の再被災リスクに対する認知と住宅での耐水

化対策との間でどのような関係があるか

（３）既往研究と本研究の位置づけ 

（I）被災者の帰還要因 

 福留ら 4)は2004年の新潟県中越沖地震の防災集団移転

促進事業を対象に、田中 5)は2011年の紀伊半島大水害で

十津川村を対象に調査を行い、帰還を選択した住民が多く

いたこと、元の居住地や既存コミュニティに対する依存や

信頼が大きな要因であったことを示している。本研究では

この帰還と再被災リスク認知の関係を分析している。 

（II）リスク認知 

 住民のリスク認知について、梯上ら 6)が人々の「災害リ

スク認知」は「地震の知識」の影響を受けており、さらに

これらは防災行政と自主防災行動の重要性認知に影響を与

えていると述べている。また、梅本 7)は主要な災害事象を

複数取り上げて人々のリスク認知を地域毎に相互比較して

いる。これらの研究は平常時の住民を対象としている。本

研究では災害後の復興期に、再び発生する災害に向けて、

住民のリスクの理解がどのように進んだかを調査した。 

２. リスクコミュニケーションの現状

倉敷市建設局災害復興推進室は、復興まちづくりの指針

を示した復興計画の策定を行った。住民説明会を随時開催

し、そこで募った意見を元に復興計画が改定されている。

住民の意見集約結果とそれに対する回答は HP 上だけでな

く、市役所・真備支所市民課窓口でも公表されている。 

 今回の水害の原因の一つとされている小田川合流点の付

け替え工事は 2023 年度末に完了予定である。国土交通省

中国地方整備局は、工事完了後は平成 30 年 7 月豪雨と同

程度の洪水レベルが発生しても、堤防からの越水は一切生

じない想定である 8)と説明されている。 

３. 調査結果

（１）調査概要

 表－1に示すように、真備町の川辺地区の住民を対象に

アンケート調査を行った。コロナウイルス感染拡大防止の

観点から対面での調査は避け、事前にアンケート用紙を各

住戸のポストに配布し、返送用封筒にてポストへ投函する

よう依頼した。 

表－１ 調査概要 

（２）元地への帰還要因 

 図－1に元地への帰還を選んだ理由を示す（複数回答

可）。最も多い回答は「住み慣れた場所」（53.9％）であっ

た。先祖代々の家や土地を好み、愛着心から同じ土地に留

まることを選んだ住民が多かった。これに次いで、家屋被

害が1階部分を中心にリフォームをすれば居住可能な程度

であったため、金銭的理由や早期の復旧を優先して家屋修

繕を選んだ住民が29.7％、今回の被災を機に川辺からの転

居を考えてはいたが、金銭面の関係で断念せざるを得なか

った住民が27.9％と、それぞれ約3割いた。上記の金銭的

理由には、被災前から保険や共済には入っていたが、火災

や地震補償を優先した結果水害補償を付けていなく、補償

が出なかったことが挙げられる。その他には、従前コミュ

ニティへの信頼、子供の通学・職場への通勤環境など、従

前の生活環境からの変化とストレスを回避するためや、農

地管理やペットを飼っていることなどによって土地から離

れられないことも要因となっていた。 

調査対象 
倉敷市真備町川辺で住宅再建・修繕が 

完了した、もしくは途中の世帯 

方法 
事前に各住戸のポストに配布し、 

付属の返送用封筒にて回収 

配布日 2021年2月8日 

配布数 500世帯 

回収数 223世帯(回収率：44.6％) 
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図－１ 元地帰還を選んだ理由(N=165) 

図－2に元地帰還の理由を年齢別にまとめる。高齢者を

中心に「住み慣れた場所」「近隣住民とのつながり」を回

答した割合が高い傾向にあり、土地への愛着心や既存コミ

ュニティへの信頼が大きな影響を与えていることがわか

る。一方、若年層においては「ローンが残っている」「子

供の通学環境」「親族が近くに住んでいる」など、金銭的

事情や、世帯内の配慮者による帰還が特徴的であった。 

図－２ 年齢別の元地帰還を選んだ理由 

（３）耐水化対策 

 図－3より、川辺地区の住民の56.5％と半数以上が被災

した自宅を修繕して住み続けている。2階部分まで浸水し

た住宅が多かったが、1階部分などの一部をリフォームし

たら生活可能であること、すべてを建替や新たに転居する

ほどの金銭的な余裕が無いこと、早急の再建を優先したこ

となどから、修繕を選択した住民が多いと考えられる。 

図－３ 住宅再建の方法 

図－4に被災前後での住宅規模変化について示す。被災

前は平屋建ての割合が5.9％であったが、被災後には

11.7％まで拡大していた。NHKの調査 9)で、真備町で被災

後に新たに新築した住宅のうち平屋建ての割合が大幅に増

加していたことが示されていた。今回の調査はこの結果と

一致する。 

図－5に、被災後の住宅規模について年齢別にまとめて

いる。高齢者を中心に平屋の割合が高く、資金不足で建て

られなかったことや、高齢のために2階に上がることが難

しいことなどが原因として考えられる。 

図－４ 被災前後の住宅規模 

図－５ 年齢別の被災後の住宅規模 

図－6に被災前後における住宅耐水化工事の詳細を示す

（複数回答可)。被災前は68.6％の住民が耐水化工事を行

っていなかったが、被災後には52.5％まで減少していた。

耐水化工事の中では、垂直避難を考えて2階建てにした住

民が23.3％と一番多かった。しかしこれは、平屋から2階

建てに変えた住民だけでなく、被災前から継続して2階建

て住宅に住んでいる住民も含んでいる。これに次いで、か

さ上げを17％、外壁・内壁の防水化を10.3％の住民が行

ってた。その他の内容として「小屋裏から屋根へと避難で

きるようにした」「生活拠点を2階に移した」が見られ

た。 

図－６ 被災前後の住宅耐水化工事の詳細 

図－7は、耐水化工事をしなかった123世帯を対象にそ

の理由をまとめている（複数回答可)。「金銭的に余裕が無

い」が58.5％と最も高く、住宅再建をするのに精一杯であ

り、耐水化まで費用を回せない状況であったことがわか

る。また、耐水化工事を施しても、同様またはそれ以上の

水害が起きれば同じ被害を受けて意味を為さないと考え、

自身の被災経験を元に早期避難ができればいいと考える住

民が26％いた。リフォーム工事における耐水化は難し

く、費用も莫大にかかるので断念する世帯も多かった。少

数ではあるが、工事の代わりに水害補償を手厚くすること

や、再び被災した時は土地を離れる予定の人もいた。 
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図－７ 耐水化工事をしていない理由(N=123) 

図－8に、過去に真備町で起きた1972年豪雨・1976年

洪水の被災経験と、被災前後における住宅耐水化工事の関

係を示す。過去に水害の被災経験がある住民や水害を知っ

ていた住民は、全く知らなかった住民に比べて、被災前・

被災後の双方において、耐水化工事を行っている割合が高

くなっていた。この結果から、被災経験・知識が住民のリ

スク軽減行動に影響を与えていることがわかる。 

図－８ 過去の水害の被災経験と住宅耐水化の関係 

図－９ 被災前後の防災対策 

図－9に被災前後の防災対策を示す（複数回答可）。被

災前は全く対策をしていなかった世帯が31.8％だったのに

対し、被災後は2.7％まで減少しており、殆どの住民がい

ずれかの対策を取るようになったことがわかる。水害リス

クのある土地であったにも関わらず、被災前に水害保険へ

加入していた割合は43％しかいなかった。被災後には約2

倍の81.2％まで上昇している。十分な補償を受けられなか

った経験から、水害補償を付けるようになった住民が増え

たと考えられる。「避難場所・ルート確認」「ハザードマッ

プの確認」「懐中電灯や携帯ラジオの準備」を行う世帯が

それぞれ過半数を超えていた。 

（４）リスク認知 

 図－10に「近い将来に大規模災害に再び遭遇すると思

うか」の回答と住宅の耐水化工事の関係を示す。遭遇可能

性について、過半数の住民が今後も被災するリスクがある

と意識していた。災害に遭遇する可能性を高く感じている

住民ほど耐水化工事を施していると想定していたが、「そ

う思わない」と回答した住民は、被災リスクを意識してい

ないことから耐水化工事を殆ど行っていなかったのに対

し、「そう思う」「どちらともいえない」と回答した住民の

間では遭遇可能性の各回答類型で殆ど同じ結果となり、こ

れらの間での相関関係は見られなかった。再被災リスクが

高いと感じていても、住宅における耐水化対策を行うほど

余裕が無いというギャップが発生していると考えられる。 

図－１０ 大規模災害の遭遇可能性と耐水化工事の関係 

図－11は行政の提示する復興計画や治水対策に対する

理解と耐水化工事の関係を示している。住民の約8割が概

ね理解できていることがわかるが、完全に理解できている

住民は約4％とごく少数であった。「あまり理解していな

い」「確認したことが無い」と回答した人も合わせて約2

割いることから、全体的によりわかりやすい説明が求めら

れる。復興計画や治水対策をしっかり理解している住民ほ

ど、住宅における減災対策も行っていると想定していた

が、耐水化工事との関係性は見られなかった。これも先程

同様のリスクに対する認識はあるが個人としての耐水化対

策を行う余裕が無いというギャップがある他に、行政の治

水対策やリスク説明に対して安心感を得て住宅の耐水化ま

でする必要は無いと感じたからであると考えられる。 

図―１１ 復興計画や治水対策の理解と耐水化工事の関係 
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４. 結論

(１)元地への帰還要因について

田中は広島の土砂災害の研究 10)で、被災者の再定住地選

択には避難過程の中で多くの要因が複合的に関与している

ことを、再定住地選択メカニズムを用いて示している。そ

の分析枠組みを参考に、住民の元地帰還に関与する各種要

因について図―12にまとめた。今回の調査では、既往研究

で示されていた「金銭的要因」「世帯的要因」「地理的要因」

「物理的要因」のほかに、「時間的要因」も含んでいること

がわかった。図―1 で示した帰還要因の各回答を灰色枠で

囲み、図にプロットしている。 

再定住地の選択の起点は、被災に伴う「経験的要因」で

ある。水害の実際の恐怖や危機感は、元の居住地への帰還

と転出との間の居住地選択の重要な検討材料として最初に

関与してくる。浸水や倒壊などの住宅被害も同様である。

これらが元地帰還へ直接結びつく訳では無く、帰還に直結

する要因として「金銭的要因」「世帯的要因」「時間的要

因」「地理的要因」「物理的要因」が考えられる。元地への

帰還意識は、これらの要因の相互作用の元で形成される。 

 その中でもまず、「金銭的要因」「世帯的要因」が関与し

てくる。「金銭的要因」は、経済的事情や支援金・補助金

の受給額の低さが転出可能性を制限し、結果として帰還に

繋がる。「世帯的要因」は主に多世代世帯において顕著に

表れ、世帯内の意向配慮者の存在や、意向ギャップによる

衝突の過程を経て、帰還を選択せざるを得なかったと考え

られる。 

 「時間的要因」「地理的要因」「物理的要因」はこれらの

後に関与する。「時間的要因」は、新たな土地探しや住宅

建替に要する時間よりも、生活の早期復旧を優先すること

である。リフォームすれば居住可能な被害程度であったこ

とや「金銭的要因」と合わせて修繕を選んだ住民が多かっ

た。「地理的要因」とは、近隣者との繋がりや土地への愛

着といった、「人と人」「人と土地」の地理的な相互関係で

ある。「人と人」には、意向配慮者の存在という「世帯的

要因」が、「人と土地」については、「物理的要因」が絡ん

でいる。「物理的要因」は、堤防工事などの行政が行う治

水対策工事やそれに伴うリスク説明によって、元地に対す

る安心感を抱かせ、同じ場所への帰還を促進させている。 

図－１２ 元地への帰還決定メカニズム 

(２)住宅耐水化とリスク認知との関係について

被災前と比べて、耐水化対策を行うようになった世帯が

増加したが、過半数の世帯では住宅における耐水化対策は

行っていなかった。その理由としては金銭的に余裕が無か

ったことが大きく影響しており、自身の被災経験をもとに

早期避難をすればいいと考えることや、耐水化工事を施す

代わりに水害補償を手厚くすればいいと考えている住民が

多かった。行政の提示する復興計画や治水対策に対して完

全に理解できている住民は少なく、よりわかりやすい説明

など、更なる住民へのアプローチが求められる。リスクの

認知度と住宅の耐水化工事の選択は連動していない結果と

なった。 

(３)今後の展望

本調査で、再被災リスクのある川辺町に帰還してきた住

民の帰還要因の整理を行った。高齢層を中心に「世帯的要

因」の影響、若年層を中心に「世帯的要因」「時間的要

因」の影響が大きいことがわかった。今年度は町内の安全

な土地への移転や、町外転出を行った住民に対しても接触

を試み、帰還と転出の選択にどの要因が大きな影響を及ぼ

すか、比較しながら検討していく予定である。 

復興計画や治水対策について「ある程度」「完全に」理

解している住民が多いこと、住宅の耐水化ができていない

住民が多いこと、金銭的な理由から転出を断念した世帯が

3割いたことなどから、再被災リスクについての関心は高

いにも関わらず、減災対策が十分行えていない層が多いと

想定される。どの程度存在しているか・その層の抱える主

な問題について今後の調査で把握していく必要がある。 

行政主体の治水対策の他に、被災者個人の減災対策とし

て、住宅をどこで再建するか(安全な土地への移転)と、ど

のように再建するか(耐水化対策)は有効な手段である。今

回の事例では、「被災後」においての住宅による減災対策

が十分に行われていなく、それを促進するリスクコミュニ

ケーションのあり方についても考察していく必要がある。 
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地下街における来街者の避難誘導に関する検討 
－ マルチエージェントシミュレーションを用いて － 

大阪工業大学大学院工学研究科 本井 響貴 
大阪市建設局 白井 泰斗 
大阪工業大学工学部 山口 行一 

１. はじめに 

近年、大規模化・複合化が進む地下街は、不特定多数の

利用者が集まる重要な歩行空間となっている。このため、

地下街は、そうした都市機能を適切に確保していくと同時

に、大規模地震やそれに伴う津波などへの防災・減災対策

を進める必要がある 1)。災害発生時に多数の来街者を適切

に安全な場所へ避難させるためには、事前に避難行動を予

測し、避難上の問題点を改善すると効果的であるが、大規

模な地下街において、災害発生時の状況を設定し、実際に

来街者に避難行動をとらせる実験を行うことは現実的では

ない。 
このため、マルチエージェントシステム（以降、MAS）

は有効なシミュレーション手法として考えられている。

MASを用いた避難誘導に関する研究では、体育館などの単

純な空間や、小規模な空間を対象とし、最寄りの出口まで

の最短経路で誘導するものが比較的多く蓄積されている。

一方で、こうしたシミュレーションを、現実世界の地区レ

ベルの空間で活用する場合、小規模な空間より大きな影響

があると思われる、土地勘のない人を含めた来街者の避難

先の選択行動や出口位置情報や各出口の混雑状況に関する

情報提供方法、避難誘導方策といった観点については、課

題が残っていると考える。 
そこで、本研究では、地下街の複雑な空間において、来

街者個人の行動特性、相互作用を考慮したマルチエージェ

ントシミュレーションモデルを構築し、効果的な避難誘導

方策を検討することを目的とする。 
避難行動シミュレーションは、災害発生後、地下街に接

続する商業施設は、被災や安全確認などで来街者を受け入

れない状況を想定し、地下街にいる来街者を地上に出すこ

とを前提としている。取り扱う来街者は、過去に当研究室

で実施したアンケート調査をもとに、最寄りの地下街に接

続するビルを避難先に選択するタイプと過去に訪問するな

どしてよく知っているビルを避難先に選択するタイプの 2
種類とする。また、来街者が選択する避難経路は、地上で

の落下物や混雑状況を考え、地下街の通路を使って避難先

に向かうタイプと、いち早く地上に出て避難先まで向かう

タイプの2種類を設定している。なお、来街者は、避難先

として選択した商業施設に地下通路から向かった場合、避

難できないことを確認すると最寄りの階段から地上に向か

うこととする。 
具体的な避難誘導方策は、地下街内の交差点に誘導員を

配置し、誘導員が来街者を最寄りの階段から地上に出るよ

うに伝達するものである。地下街全域で見た場合、特定の 

場所の待ち行列の発生を抑え、待ち時間が長くならないよ

うにすることを意図している。このため、誘導員をすべて

の交差点に配置し、階段の待ち行列を空間的に平準化する

パターンから、誘導員の配置数を徐々に減らしていき、全

く誘導員を配置しないパターンまでの避難誘導方策を設定

する。 
本稿では、上述の避難誘導方策について、避難行動シミ

ュレーションを行うことによって、異なる誘導員の配置割

合が避難完了時間に与える影響を明らかにすることを目的

としている。 

２. 対象地域 (1) 

本研究の対象地域は、図－1 に示す大阪梅田地下街（大

阪市北区）とする。選定した理由は、大阪梅田地下街に空

間的な広がりがあり、複雑な形状をしていることや、来街

者の避難先や避難経路の選択意識をシミュレーションに取

り込むにあたり、現実の世界を対象にしないとアンケート

調査を行っても回答できないこと、シミュレーションで来

街者全体の避難の様子を時間の経過とともに観察・検討す

るにあたり、実在する地下街をモデル化するほうが理解し

やすいためである。ただし、MASを用いて避難誘導方策の

効果を検討することを主な目的としているので、実際の地

下街の形状を精度高く再現していない。大阪梅田地下街に

は、54棟の地下街に接続するビル 1)（以降、接続ビル）が 

図－１ 大阪梅田地下街 

梅田DTタワー 
 （0.6％） 

ヨドバシカメラ梅田店 
（2.4％） 

ノースゲートビル 
（1.8％） 

HEP FIVE 
（2.4％） 

大阪富国 
生命ビル 
（1.2％） 

阪神百貨店 
（2.9％） 

阪急百貨店 
(10.0%) 

ブリーゼタワー 
（0.6％） 

毎日新聞ビル 
（0.0％） 

大阪駅前第1～ 4ビル 
（各0.15％） 

■ 既知のビル 
☐ 津波避難ビル 
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存在しているが、シミュレーションの対象は、オフィスな

どを除いた商業施設 40 棟(2) （うち、津波避難ビル (3) 3 棟）

とする。津波浸水想定では、南海トラフ巨大地震が発生し

た場合、災害発生から約 1 時間 50 分後に大阪市沿岸部へ

津波が到達し、対象地域には2時間30分後に最大1.9ｍの

浸水が予想されている 3)。 

３. 避難行動シミュレーションモデルの構築 
（１）シミュレーションにおけるマップの作成 
本稿では、（株）構造計画研究所が作成したMASのプラ

ットホーム「artisoc」を用いて、災害発生時に地下街の避難

者が、地上への階段から避難するもしくは接続ビルの出口

へ向かう様子を表現するシミュレーションモデルを構築す

る。シミュレーションモデルの空間表現形式は、「セル空間

表現」を用いる 4)。対象空間を二次元空間として捉え、グリ

ッドに分割する。分割された一つのセルにエージェントが

存在するとして、そのセルから別のセルへエージェントを

移動させることで行動を表現する。 
このため、本稿の対象空間である大阪梅田地下街をグリ

ッドに分割し、セル空間で表現した。セルの大きさは1.2ｍ
×1.2ｍとする (4)。エージェントを避難者として設定し、避

難者の占有面積を1セルとする。そして、出口（247ヶ所）

ごとに、出口からの距離（以降、ポテンシャル値）をセル

に格納した「ポテンシャルマップ」を作成する。ポテンシ

ャルマップは、出口のセルの値を「0」として格納し、そこ

から1セル離れる毎に「1」大きい値をセルに格納する。 
（２）シミュレーションの状況設定 
 本研究では、避難者数を 9760 人 (4) とし、シミュレーシ

ョン毎に対象地域内にランダムで発生させる。避難先に向

かう来街者の歩行速度は 1.2ｍ／ｓ (4) とし、1 秒毎に 1 セ

ル移動することで表現する。階段歩行時の歩行速度は0.6ｍ
／ｓとし、出口のセルにおいて一定時間停止することで表

現する。避難先となる出口数は地上への階段が146 ヶ所、

津波避難ビルの 3 ヶ所の計 149 ヶ所 (4) とする。避難者が、

接続ビルに到着後受け入れられないと知ることになるもの

の、避難先として選択して向かう接続ビルの出口は101 ヶ

所とする。津波避難ビルの地下街からの避難者受入数は、

地上からの避難者を考慮し、大阪市の公表値の50％を上限

とし、上限に達するとそれ以上は受け入れない設定とした。 
（３）避難者の避難完了までの流れ 
まず、対象地区内にランダムに避難者を発生させる。そ

して、避難者それぞれが、接続ビルの出口もしくは地上へ

の階段を避難先として選択し移動する。接続ビルの出口へ

向かう場合は、その出口のポテンシャルマップを選択、地

上への階段へ向かう場合は、自身から最寄りの地上への階

段のポテンシャルマップを選択し、その後、避難を開始す

る。そして、出口に到達すると避難完了となる。避難者は

毎秒、自身のセルを中心とした周囲8セルの中からポテン

シャル値が最小のセルを選択し移動する。ただし、8 セル

の中に別の避難者が存在する場合、そのセルは選択しない。

また、そのセル以外にが自身のセルのポテンシャル値より

小さいセルが存在しない場合、一時停止する。なお、同時

に複数の避難者が同じセルを選択した場合、それらの避難

者が同じセルに移動し、同時に1セルに複数の避難者が存

在することになる。 

（４）避難者に与えるルールの設定 
避難者の避難先選択は、最寄りのビルに避難する場合と

避難者が訪問したことがあるなどの知っているビル（以降、

既知のビル）に避難する場合があるとし、最寄りのビルを

53％、既知のビルを 47％が選択するとした(4)。既知のビル

13 棟における各ビルの避難者の選択割合 (4) を図－1 に示

す。次に、避難者は避難先へ向かうための経路を選択する

が、避難先への経路選択割合は、いち早く地上へ出てから

避難する経路が77.6％、地下のみの経路が22.4％ (4) とする。

次に、出口付近で発生する出口の混雑は、出口のセルから

10セル～20セル（12ｍ～24ｍ）の間を30秒以内に通過す

ることができない場合に、出口が混雑していると判断し、

出口を変更する。その出口の変更は、変更を行う際の自身

から最寄りの出口に変更することとした。 

４. 避難誘導の方策と設定 
避難誘導方策は、特定の出口における避難者の集中を防

ぎ、地下街全体で避難者を平準化し、単路部に発生した避

難者をその周辺の階段から地上に出てもらうことによって

避難完了時間を短縮することを意図して、地下街の交差点

に誘導員を配置し、誘導員は配置された交差点から最寄り

の階段に避難者を誘導する（以降、交差点誘導）方策とし

た。交差点誘導の誘導員の配置を、全交差点に配置する

100.0％から、利用が少ない交差点から誘導員を順に減らす

こととし、全交差点の87.5％、75.0％、62.5％、50.0％、37.5％、

25％、12.5％、0.0％に誘導員を配置するように変化させ、

シミュレーションを行い、避難完了時間に与える影響を把

握する。なお、シミュレーションは誘導員の配置割合ごと

に10回実行し、結果を比較する（図－2参照）。 

図－２ 避難行動シミュレーションの様子 
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図－３ 時間の推移と避難完了率 

５. 避難誘導が群衆避難に与える影響の分析 
（１）誘導員配置割合別にみた時間の推移と避難完了率 

図－3 に、誘導員の配置割合別にみた避難完了時間と避

難完了率（＝避難完了者数／来街者数（9760 人））を示す。

避難完了率が80％に達する時間は、誘導員配置割合が0％
で4分09秒、同25％で3分28秒、同50％で3分13秒と

なっており、比較的短時間であった。一方、避難完了率が

100％に達する時間は、誘導員配置割合が0％で24分08秒、

同25％で15分41秒、同50％で12分38秒となっており、

避難者の残り20％が避難を完了するのに、短くて約10分、

長ければ約20分かかっていることがわかった。 
（２）誘導員配置割合と避難完了時間 
図－4 に、誘導員配置割合と避難完了時間を示す。誘導

員配置割合が0％であれば24分08秒、37.5％で13分15秒

となっており、急激に減少していることがわかった。この

ことから、少しの人数の誘導員を配置し、避難誘導を行う

だけでも、避難完了時間の短縮効果が期待できると考えら

れる。また、誘導員配置割合が37.5％よりも大きくなると、

避難完了時間は約 13 分で推移しており、それ以上の短縮

効果を期待できない。誘導員が多く配置されることで避難

先となる階段や津波避難ビルまでの移動は短くなっている

ものの、避難者が誘導された先での階段の処理能力を超え

る避難者が集まっていることが原因であった。 
（３）避難完了時間の標準偏差 
表－1 に、避難完了時間の標準偏差の結果を示す。標準

偏差もばらつきはあるものの、誘導員配置割合が 37.5％あ

たりまでは下がるが、誘導員配置割合が 37.5％以上では、

平均値同様あまり変わらなくなった。 
（４）誘導員による避難者の誘導人数 
表－1 に、誘導員による避難者の誘導人数を示す。誘導

員配置割合を増やすと、誘導された避難者も増えているが、

その増分については徐々に減少していることがわかった。 

（５）200 人以上通行した出口数 
表－1に、200 人以上通過した出口数を示す。誘導員配置

割合が変わっても、200 人以上が通過した出口数に大き 

図－４ 誘導員配置割合と避難完了時間 
表－１ 避難シミュレーションの結果 

誘導員 

配置 

割合 

避難 

完了 

時間 

標準 

偏差 

誘導員 

による 

誘導人数 

200 人以上 

通過した 

出口数 

0.0% 24'08'' 2'22'' 0人 8か所 

12.5% 15'59'' 0'35'' 3,513 人 9か所 

25.0% 15'41'' 0'55'' 4,868 人 10か所 

37.5% 13'15'' 0'30'' 5,833 人 7か所 

50.0% 12'38'' 0'38'' 6,466 人 8か所 

62.5% 13'02'' 0'33'' 7,114人 8か所 

75.0% 13'10'' 0'30'' 7,609 人 8か所 

87.5% 12'45'' 0'35'' 7,879 人 9か所 

100.0% 13'08'' 0'35'' 8,066 人 8か所 

図－５ 待ち行列発生の例 

な変化は見られない。今回のシミュレーションでは避難先

となる地上への階段と津波避難ビルへの出口の合計が 151

か所であることを考えると、特定の出口が混雑しており、

その待ち行列や待ち時間を減らす方策が必要である。 

６. おわりに 
本研究では、実在する地下街を参考に作成した地下空間

において、来街者の最寄りのビル、あるいは過去に訪れた

ことのあるビルといった避難先選択意識と、いち早く地上

に出る、あるいはすべて地下で移動するといった避難経路
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選択意識を反映したマルチエージェントシミュレーション

モデルを構築し、効果的な避難誘導方策を検討した。 
具体的な避難誘導方策は、地下街全域で見た場合、特定

の場所の待ち行列の発生を抑えたり、待ち時間が長くなら

ないようにすることを意図して、地下街内の交差点に誘導

員を配置し、誘導員が来街者を最寄りの階段から地上に出

るように伝達するものである。本稿では、誘導員の配置数

を変化させることで、避難完了時間に与える影響を明らか

にすることができた。以下にその結果を示す。 

・今回の条件では、避難誘導員を配置することは、避難誘

導を全く行わない場合に比べ、避難完了時間を短縮でき

る効果があることを明らかにすることができた。 
・今回の前提条件で避難行動シミュレーションを行ったと

ころ、80％の来街者は 3～4 分程度で地下街から地上に

出るものの、残りの 20％の来街者の避難に 20 分程度の

時間を要している場合があることがわかった。この結果

から、待ち行列のマネジメントは避難時間短縮に向けた

重要な要因であることが示唆された。 
・今回の避難行動シミュレーションに用いた前提条件では、

全交差点に対して誘導員を配置する割合が 0％から

37.5％までは避難完了時間に大幅な時間短縮が見られた

が、それ以上誘導員を配置しても、さらなる効果は期待

できないことがわかった。 
・誘導員を増やすと避難誘導される来街者も増加するが、

200 人以上が通行する階段の箇所数に大きな変化はなか

った。これは、階段の避難者の処理能力に対して避難先

として集まる避難者数が超過しているためであるが、発

災時に各階段に集まってく避難者数を把握し、コントロ

ールすることは難しいと考えられ、引き続き検討が必要

である。 

 今後の課題には、避難行動モデルの精緻化の観点から、

セルを実際の人体占有面積に近い大きさに変更することや、

避難者が待ち行列に並ぶのか、並ばず別の階段に向かうの

かといった避難先選択意識などの検討が挙げられる。また、

避難誘導方法の観点からは、誘導開始時間の変更や誘導先

や誘導する人数のマネジメント方法の構築が挙げられる。

さらに、実際の発災時には、停電などが起こり、大きなパ

ニックが発生することも考えられ、適用可能性が高い避難

誘導方法による避難行動シミュレーションの検討も必要で

ある。 

【補注】 
（1）本研究で得られた成果は、目的に対して、記載した条件でシ

ミュレーションを行った結果である。実際の大阪市梅田地下
街に関わる各主体の防災計画をなどの取り組みと一切関係
はない。また、本稿の来街者は地下街の通路にいる人のみを
対象としており、オフィスで働いている人や、鉄道や地下鉄
の乗客、商業施設内にいる人などは対象としていない。 

（2）対象接続ビルは、「工事中」「オフィス」「ホテル」「病院」「駐
車場」を除く40棟とする（2018年9月27日現在）。 

（3）津波避難ビルとは、各自治体が定める要件を満たした建築物
で、協定を締結した建物である。緊急時に一時避難する場所
であり、安全が確認された後には、避難者は自宅や小学校等
の収容避難所へ移動する。 

（4）事前調査をもとに設定した。 

【参考・引用文献】 
1）国土交通省、「地下街の安心避難対策ガイドライン」、JP、 

https://www.mlit.go.jp/common/001037943.pdf，2014.4． 
2）大阪市、「大規模な地下空間の浸水対策の取り組み」、JP、

https://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000259323.
html、 2019.10.16． 

3）大阪市地下空間浸水対策協議会、「大阪駅周辺地区地下空間浸
水対策計画Ver.1」、2016.3． 

4）兼田敏之（2010）、「artisocで始める歩行者エージェントシミュ
レーション－原理・方法論から安全・賑わい空間のデザイン・
マネジメントまで－」、p.3、株式会社構造計画研究所． 
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水害対策からみた立地適正化計画の策定過程における合意形成について 

－ 近畿地方の自治体への調査結果から － 

大阪大学大学院工学研究科 七野   司 

国土交通省関東地方整備局 土井 海志 

大阪大学大学院工学研究科  横田 隆司 

関西学院大学建築学部   飯田   匡 

大阪大学大学院工学研究科 伊丹 絵美子 

１．はじめに 

１－１ 研究の背景と目的 

日本の総人口は、2015年の国勢調査で人口減少を記録し、

国においては、限られた財源の中で持続可能な都市運営を

行うため、2014年8月に都市再生特別措置法の一部を改正

する法律が施行され、立地適正化計画（1）（以下、「立適」と

いう）制度が策定された。立適は医療・福祉施設や商業施

設、居住等が集まって立地することで、持続可能なコンパ

クトなまちづくりを推進することを目的として制度化され

たものである。 

また、金井 1）は人口減少社会における立適のような区域

の政策的コントロールに関して、最も影響を受けるのは地

域住民であり、その住民との合意形成に自治体が前面に出

ていくべきと指摘している。このことから、住民と自治体

がその内容について十分議論を行ったうえで合意形成して

立適を策定し、計画を実行していくことが肝要であると考

える。 

一方、ここ数年で 2018 年西日本豪雨など大雨や台風に

よる被害が甚大化しており、特に都市機能や居住の誘導を

促す誘導区域内での水害による被害が問題となっている。

令和2年9月には、都市計画運用指針が改訂され、防災指

針が追加されるなど、居住誘導区域から浸水想定区域など

水害が予想される区域を可能な限り除こうという動きがあ

るが、多くの自治体が浸水想定区域を除外できないという

のが現状である。なぜ浸水想定区域を居住誘導区域から除

くことができないのか、また浸水などの水害被害を受ける

とされる地域の対策の現状と課題を明らかにする必要があ

る。 

そこで、本研究は近畿地方の立適を定める自治体を対象

に、立適策定の際に市民からどのような意見が得られどの

ように合意形成しようとしたか、居住誘導区域に浸水想定

区域を含む主な要因と含むうえでの対策を明らかにし、今

後の都市のコンパクト化をはかるうえで、自治体が市民と

ともに考える水害対策の一助となるような知見を得ること

を目的とする。 

１－２ 既往研究 

本研究の位置づけについて述べる。越川ら 2）は、地方自

治体の都市計画担当者の立適策定に対する意識について調

査し、市民の反対に対しては市民と担当者の双方の政策に

対する意識の底上げが重要であると指摘している。この指

摘を踏まえ本研究では、市民が立適を理解するために自治

体が市民にどのような形の参加を促し、意見を取り上げて

いるかを調査し、研究を発展させた。宮崎ら 3）は、立地適

正化計画による都市のコンパクト化に焦点を絞り、誘導区

域設定における既存市街地からの縮小率や計画実現のため

の施策について調査している。しかし、本研究では、誘導

区域の設定を水害対策の観点から捉え、誘導区域の設定に

おいて浸水想定区域をなぜ含むのか、そして具体的な水害

対策の現状に主眼を置いている点で本既往研究とは異なる。

本村ら4）は、実際に居住誘導区域内で起こった浸水被害の

浸水エリアを明示し、立適の策定時の水害リスクの取り扱

いについて問題提起している。しかし、本研究では、居住

誘導区域に浸水想定区域を含む実情についてアンケート調

査し、その居住誘導区域に浸水想定区域を含む上で、どの

ような対策を行っていくべきかを調査している点で異なる。 

以上より、本研究は自治体による市民参加と意見の反映

状況を調査している点、水害対策の観点から立適の策定に

ついて着眼している点、居住誘導区域に浸水想定区域を含

む上での対策を調査している点で、独自性があると考える。 

１－３ 研究の方法と調査概要 

 本研究では、市民からの災害等に関する意見に対して自

治体が災害対策を講じたことも合意形成の1つであるとし、

既に立適を策定している自治体へのアンケート調査をもと

に、立適の策定過程における市民との合意形成の有無とそ

の内容、居住誘導区域に浸水想定区域を含む理由、居住誘

導区域と水害対策の関係などについて明らかにし整理する。 

調査対象は近畿地方の立適を定めている65の自治体（令

和2年4月1日時点）とした。アンケートの項目等の調査

概要は表1に示した通りである。なお、アンケートの回答

は53の自治体からあり、回収率は81.5％であった。 

 表1にアンケート項目概要、以下に調査概要を記す。 

①調査対象 近畿地方の立適を定めている65自治体 

②調査方法 メールによるアンケート調査 

③調査期間 12月上旬から1月20日 

④回収結果 53自治体／65自治体（81.5％）回答 

表－１ アンケート項目概要 

分野 質問

住民説明会の開催について

パブリックコメントについて

住民説明会、パブリックコメント以外の意見交換

市民からの意見を計画に反映したか

居住誘導区域の設定方法

居住誘導区域内の浸水想定区域の存否

居住誘導区域に浸水想定区域を含む理由

水害対策 居住誘導区域に浸水想定区域を含む上で新しく計画・強化した防災対策

居住誘導区域と
浸水想定区域

住民との合意形成
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２．立地適正化計画における市民合意と水害対策 

以下にアンケートの調査結果と考察を記す。 

２－１ 市民参加 

立適の策定の過程における住民参加の取り組みを知るた

め、住民説明会の開催とパブリックコメントの募集の可否

について図1に示す。 

住民説明会の開催は70％、パブリックコメントの募集は

ほとんど 100％が実施していることがわかった。パブリッ

クコメントについて募集しなかったのは、1 市のみであっ

た。理由としては、パブリックコメントの代わりに策定段

階で、市民と事業者を対象にアンケート調査を実施し、市

民らの意見を聴取しているためである。 

次に、住民説明会とパブリックコメント以外に、市民組

織や団体と意見交換を実施したかについて図2に示す。市

民組織として代表的な自治会と、立適は都市機能として医

療施設、商業施設を指定しているため、それぞれ医師会と

商工会議所を選択肢に挙げ、その他で他の具体的な組織名

について質問を行った。図2より、特にしていないが70％

を超え、ほとんどの自治体が住民説明会とパブリックコメ

ント以外に市民との意見交換を行っていないことがわかっ

た。 

上記で出された意見のうち、水害対策等に関する内容を

表 2に示す。亀山市では「浸水想定区域が例示されている

が、市の浸水想定区域に居住誘導区域が設定されている。

市がこのことをどう判断してこのような区域設定をしたの

か疑問である。」との意見が出されている。四日市市、西宮

市でも同じ趣旨の意見が出されていることから、居住誘導

区域に浸水想定区域を含むことに不安を感じている市民が

いることがわかる。このような意見が出るのは、自治体が

居住誘導区域と浸水想定区域に対する考えと設定方法を十

分に市民に説明できていないことが理由の1つとも考えら

れるので、計画を全市的に進めるためにも市民に説明の上、

理解と合意を得る必要がある。 

次に、住民説明会やパブリックコメント、その他におけ

る意見交換で得られた意見を計画の内容に反映したかにつ

いて図 3 に示す。全体のうち 39 の自治体は市民から意見

を得られているが、反映したのはそのうち30%程度の結果

となった。74%の自治体が市民から何らかの意見を得られ

たにもかかわらず、その意見を十分に生かすことができて

いないといえる。 

出された市民からの意見に対して、立適に反映した内容

について表3に示す。結果としては、池田市の子育て世代

包括センターの整備を除くと、計画への追記等の記述内容

の変更であり、市民にわかりやすいように計画を書くとい

うことが多い。市民になじみがない計画に対して、計画の

中身を理解したうえでの意見を求められている点で、市民

からの意見を計画に取り入れるということに至るまでは難

しいと考えられる。 

２－２ 居住誘導区域の設定条件 

各自治体における立適を俯瞰し、居住誘導区域の設定方

法における大きな枠組みとして、以下の2つの方法がある

と仮説として立てた。 

①市街化区域（又は用途地域）のベースから災害予想区域

図－１ 策定過程における住民参加 

70%

98%

30%

2%

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

住民説明会

パブコメ

開催・募集した 開催・募集していない

図－２ 住民との意見交換（MA） 

6%

6%

9%

26%

72%

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

自治会

医師会

商工会議所

その他

特にしていない

21% 75% 4%

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

反映した 反映していない 回答不可

図－３ 計画への反映 

表－２ 水害対策等に関する意見 

市町村 内容

四日市市

・津波、洪水など、災害リスクはきちんと考えられているのか。
・河川の堤防を道路にして災害に備えて切れない様にする。
・「居住誘導区域」の範囲を設定する際に考慮した「災害リスクの高い区域」を、もっと
広く取るべきであり「都市機能誘導区域」の設定の際にも考慮すべき。

伊勢市
・堤防破堤に伴う浸水深の設定だけでは災害の設定が不十分ではないか。防潮水門もあ
り、内水処理の問題のほうが大きいのではないか。
・市内の道路の拡幅や市道の充実のほうが防災・減災上も合理的ではないか。

亀山市

・「原則として、災害リスク等を総合的に勘案し、居住を誘導することが適当でないと判
断される場合は、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべき区域居住誘導区域」
として浸水想定区域が例示されているが、市の浸水想定区域に居住誘導区域が設定されて
いる。市がこのことをどう判断してこのような区域設定をしたのか疑問である。

朝日町
・平成19年から平成21年度までの記載となっているが、直近の平成29年までの災害を記載
すべきではないか。実際に災害は発生している。

長岡京市
・居住誘導区域の設定方法、防災機能の向上内容を具体的に、都市機能誘導区域の設定方
法について（中心になんでも集める考え方の是正依頼）。

京田辺市
・計画地は、水害の危険性が高い。水害対策として、計画地に立地する大規模建築物若し
くは公共施設は、上階に設置する必要があると思われる。
・７月に起きた西日本豪雨に対する分析も行い、これまでの常識を見直すべきである。

神戸市

・「津波ハザードマップ」で指定されている地域への単純な「誘導」は心配。防災対策と
リンクした都市計画となっているのか。
・水害の対策についても取り組んでいくということだが、実際にどういう段階でどういう
進め方をしているのか。災害マップで避難場所を確認して、避難してくださいとはいう
が、実際に高齢化社会で避難できるのか。災害マップではなく、河川自体に対する実際の
手立てをどう考えているのかもこの計画に記載して欲しい。

西宮市
・土砂災害危険区域などは居住誘導区域から外しているが、浸水想定区域はどうなってい
るか。国から外すようにと指摘はなかったか。
・災害対策の施策は必要ないのか。

西脇市 ・防災について。
和歌山市 ・中心部への誘導には、災害時の安全性や駐車場の確保といった課題がある。

表－３ 反映した内容 
市町村 内容
池田市 子育て世代包括センターの整備。
枚方市 アンケートにより意見は多数あったが、どのように反映されたかは定かではない。

四日市市
「基本的な方針」に安全な住環境の形成を図る旨を位置付けるとともに、各災害に関する
情報等を追記。

亀山市
計画策定段階でヒアリングを実施しているため、頂いたご意見を踏まえた上で計画を策定
している。

朝日町 パブリックコメントで得られた意見から、修正すべき点を修正。

甲賀市
拠点のひとつである貴生川駅周辺において策定予定の「貴生川駅周辺まちづくり構想（仮
称）」について、策定予定年度を追記。

神戸市 画素案から計画案になる時点で区域設定基準を見直した。

姫路市
「なお、公共建築物について、今後進展する人口減少を踏まえ、持続可能な公共サービス
を提供するため、姫路市公共施設等総合管理計画に基づく施設総量及び配置の適正化を図
ります。」と、追記。

尼崎市 高齢者に関する記載をよりわかりやすくするための文章を追記。
天理市 特定地域に対する記述の中に、定住の促進や産業によるまちの活力の向上について追記。
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などの区域を除いて区域を決定する方法。 

②人口密度や交通利便性などいくつかの要素をもとに評価

し、ふさわしい区域を決定する方法。 

上記の仮説をもとに、アンケート調査により居住誘導区

域設定のためのベースとしたものについて質問した結果を 

図4示す。 

 「市街化区域をベースとしてふさわしくない地域を除い

た」と回答した自治体が最も多く66％で、次に「用途地域

をベースとしてふさわしくない区域を除いた」、「ベースと

したものはなくふさわしい区域を加えた」と回答した自治

体が同率で15％との結果となった。その他と回答した自治

体は伊賀市の「伊賀市土地利用基本計画の拠点区域をベー

スとした」や甲賀市の「本市の都市計画区域は3つあり、

線引き区域は市街化区域、非線引き区域は用途地域をそれ

ぞれベースとした」などがあった。近畿地方の中には線引

きしていない区域も多いため、用途地域やベースなしで誘

導区域を設定している自治体が見られたと推察される。都

市の現状を維持したい自治体は市街化区域や用途地域をベ

ースとし、都市計画運用指針から除くべき区域を除いたと

考えられる。ベースとした区域がなかった自治体は、既存

の区域によらず、誘導区域を設定する上で重要な要件を満

たしている区域を誘導区域に設定しているのではないか。

具体的には8自治体のうち3自治体が既存公共交通の有効

活用、別の3自治体が地域の評価を挙げており、公共交通

の有効利用と地域資源が居住誘導区域の設定をする上で重

要な要件になると考えられる。立適を十分に実現可能な計

画とするなら、ベースとするものはなく都市の評価をした

うえで、誘導区域を設定していくことが望ましいと著者ら

は考えている。 

 災害予想区域については、多くの自治体が土砂災害特別

警戒区域や土砂災害警戒区域を除いていることがわかった。

含んでいる区域は工事等により、区域の指定外となる見込

みや住家への被害がないと推定されることを理由としてい

る。  

２－３ 居住誘導区域と水害対策 

 居住誘導区域の設定において、浸水想定区域の存否、含

まれる理由、含むうえでの既存対策、含むうえでの新たな

対策を以下に記す。 

（１）居住誘導区域内の浸水想定区域の存否 

 市街化区域（用途地域）に浸水想定区域が存在するか質

問した結果、すべての市町村が市街化区域（用途地域）に

浸水想定区域を存在すると回答した。既存市街地は河川の

そばにあり、多くが浸水想定区域と向き合っていかなけれ

ばならないという現状がうかがえる。 

 次に既存市街地に浸水想定区域を含むが、居住誘導区域

の設定において浸水想定区域はどう取り扱っているのかの

質問の結果を図5に示す。約8割の自治体が居住誘導区域

に浸水想定区域を含んでいることがわかった。居住誘導区

域に浸水想定区域を含まないとするのは、阪南市と河内長

野市だけであり、現段階でも難しいことがわかる。さらに

浸水想定区域は、想定降雨の変更などによりこの先拡大す

る可能性があり、拡大されるたびに区域の変更をすること

は現実的ではないことが考えられる。 

（２）居住誘導区域に浸水想定区域を含む理由 

 では、なぜ居住誘導区域に浸水想定区域を含むこととな

っているのか。各自治体の理由について改めて明らかにす

る。結果を図6に示す。 

 「市街地の大部分が浸水想定区域となっているため」と

回答した自治体が50％で最も多く、続いて「既存の防災対

策が十分」、「一定以上の人口密度があるため」と回答した

自治体が多かった。その他と回答している伊賀市は「土地

区画整理事業地であるため」と「歴史的風致維持向上計画

の重点区域であるため」という回答が見られた。 

 また、図4「居住誘導区域の設定ベース」と図6「居住誘

導区域内に浸水想定区域を含む理由」の結果を基にクロス

集計を行った結果を表4に記す。結果の数字は、二つの条

件を満たした自治体数を「居住誘導区域の設定ベース」の

自治体数で除した割合を表している。この結果から「ベー

66% 15% 15% 4%

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

市街化区域 用途地域 なし その他

図－４ 居住誘導区域の設定ベース 

81% 13% 4%2%

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

含んでいる 浸水深に段階をつけて含んでいる 含んでいない 回答不可

図－５ 居住誘導区域内の浸水想定区域の存否 

37%

27%

33%

25%

25%

49%

10%

2%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

既存の防災対策が十分計画、実施されている

これから防災対策を充実させる

一定以上の人口密度

商業、医療施設など施設の立地

公共交通の利用圏

市街地の大部分が浸水想定区域

災害リスクが低いため

その他

回答不可

図－６ 居住誘導区域内に浸水想定区域を含む理由（MA） 

市街化区域 用途地域 なし その他

66% 15% 15% 4%

既存の防災対策が十分計画、実施されている 37% 37% 50% 25% 0%

これから防災対策を充実させる 27% 29% 25% 25% 0%

一定以上の人口密度 33% 26% 50% 38% 50%

商業、医療施設など施設の立地 25% 20% 25% 38% 50%

公共交通の利用圏 25% 17% 38% 38% 50%

市街地の大部分が浸水想定区域 49% 47% 50% 38% 50%

災害リスクが低いため 10% 9% 13% 13% 0%

その他 2% 0% 0% 0% 50%

回答不可 2% 3% 0% 0% 0%

表－４ 図４と図６のクロス集計結果 
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スとしたものはなくふさわしい区域を加えた」自治体は、

「商業、医療施設など施設の立地」や「公共交通の利用圏」

があるために居住誘導区域に浸水想定区域を含んでいる割

合が高くなっていることが見てとれる。つまり、地域資源

と公共交通の有効利用が要因で居住誘導区域に浸水想定区

域を含まざるを得ないことがわかった。 

（３）居住誘導区域に浸水想定区域を含むうえでの新たな

対策 

 続いて、居住誘導区域に浸水想定区域を含むとなったう

えで、新たに洪水への水害対策を計画・実施したかについ

て問うた。結果を以下の図7に示す。 

 結果は、「特にない」と回答した自治体が 80％で、ほと

んどの自治体が浸水想定区域を居住誘導区域に含んでも、

何らかの対策を立てていないことがわかった。 

わずかではあるが、居住誘導区域に浸水想定区域を含ん

だことをきっかけに水害対策を行った自治体があり、表 5 

に具体的な対策の一覧を示す。表5より、情報周知の徹底、

避難計画の強化を行った自治体が多く、ハードよりもお金

のかからないソフトの対策が多く行われたことがわかった。

立適による誘導区域を設定し、その中に浸水想定区域含ん

だために水害対策に力を入れたという関連性は見受けられ

ない。ただ、四日市市と亀山市は、表2、表3、表5のすべ

てに2市の自治体名があがっている。この2市は、市民か

ら出された水害対策の意見を自治体における課題としてと

らえ、その意見を反映する形で水害対策を行った。特に亀

山市においては、情報周知の徹底、排水設備の強化、避難

計画の強化といったハードとソフト両面の対策を行ってお

り、市民と自治体が水害対策に対して合意形成できた立適

といえる。 

立適策定によって水害対策をはじめとした自治体の課題

を明らかにし、その課題解決のための方法を自治体が市民

と合意形成していくことが重要であると思われる。 

３．結論 

３－１ まとめ 

以下に本研究において得られた知見を示す。 

（１）立適の策定過程で住民説明会とパブリックコメント

の募集により住民参加を図っているが、計画に反映されて

いる市民の意見は少ないことがわかった。 

（２）約95％の自治体が居住誘導区域に浸水想定区域を一

部でも含んでいることがわかった。既存の対策が十分と回

答した自治体は約4割で、居住誘導区域の設定により新た

なに対策を行った自治体は約2割であったことがわかった。 

３－２ 最後に 

 居住誘導区域の設定において、浸水想定区域を除くこと

は市街区域の大部分を覆っているなどの理由から難しい。

区域設定により、浸水想定区域を除くことが可能であって

も、想定降雨の変更によりいつ浸水想定区域が拡大されて

もおかしくない。そのため自治体は居住誘導区域が浸水想

定区域に含まれる理由と考えを積極的に市民と共有し、水

害に対する対策を市民と自治体が議論のうえ合意形成する

ことが、今後求められると考える。 

 また本研究において、ハードとして河川の護岸整備やソ

フトとしてのハザードマップなどによる情報伝達の強化等

は取り組まれてきているが、避難場所の整備に関する自治

体の関心が低いことがわかった。実際の避難場所の整備状

況に関する現状と立適との関係を明らかにすることは、今

後の研究課題である。 
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［補注］ 

(1)医療・福祉施設、施設や住居等がまとまって立地し、公共交通により生活
利便施設等にアクセスできる等、福祉や交通等も含めて都市全体の構造を

見直していく計画とされている。具体的には、適切に市街化を促進するため

に、現在設定している「市街化区域」の中に、居住誘導区域と都市機能誘導
区域の２つの区域を設定し、公共交通ネットワークで結ぶことにより都市

のコンパクト化を実現しようとするものである。国土交通省が公表してい

る「都市計画運用指針における立地適正化計画に係る概要5）」の中で、居住
誘導区域は「集まって暮らすことで人口密度を維持し、生活サービスやコミ

ュニティが持続的に確保されるよう、居住の誘導を促進する区域」、都市機

能誘導区域は「居住誘導区域の中にあって、医療・福祉・商業等の都市機能
を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種

サービスの効率的な提供を図る区域」と謳われている。 
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図－７ 居住誘導区域に浸水想定区域を含む上での対策（MA） 

表－５ 居住誘導区域に浸水想定区域を含む上での対策一覧 

対策 市町村 内容
寝屋川市 ハザードマップの全戸配布
大東市 災害情報の伝達
四日市市 各災害リスクについて、立地適正化計画にも記載し周知を図る
亀山市 水害、土砂災害を含めた総合的な防災ハザードマップを作成中

大和高田市 ハザードマップの作成、全戸配布
桜井市 ハザードマップの改定、Web版ハザードマップの作成
大東市 雨水貯留施設の整備による内水対策
亀山市 内水氾濫河川への浸水対策実施に向け、浸水対策計画を作成中
寝屋川市 強靭化計画
大東市 避難体制の整備
亀山市 市の防災計画とは別に住民主体で地域毎の地区防災計画を作成中

避難施設の整備 田原本町 避難所の整備・Wi-Fi整備

情報周知の徹底

排水設備の強化

避難計画の強化
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防災協力農地による密集市街地の防災性向上

大阪大学大学院工学研究科 樋口 駿 
大阪大学大学院工学研究科 松本邦彦 
大阪大学大学院工学研究科 澤木昌典

１. 研究の背景と目的

東日本大震災以降、都市農地は防災面から注目されてお

り 1)、特にスプロール型の密集市街地に残存する農地には、

延焼防止や一時避難場所としての機能が期待されている。

防災協力農地制度（以下、本制度という）は、自治体が事

前に農家と協定を結び、災害時の農地活用を円滑化する制

度である。本制度は三大都市圏を中心に推進されている一

方で、実際に避難場所として活用された実績はあまりみら

れない (1) 。また、登録されてから数年の内に登録解除の申

請もなく宅地転用されたケースもみられる。つまり、防災

協力農地が災害発生後に適切に機能するか不明確であるこ

とや登録数が増えないことが現状の課題と考えられる。 
既往研究において、原ら 2)は堺市を対象に防災協力農地

の空間分布特性の分析を行い、農地が偏在していることや

農地が適切に管理されず災害時に避難できない可能性があ

ることを明らかにした。溝端 3)は貝塚市を対象に防災協力

農地がカバーする一時避難区域を算出し、一時避難地とし

て機能しているが避難空白地が存在することや登録数の増

加方策が課題であることを示している。しかし、溝端は密

集市街地であるかを考慮しておらず、災害時の危険性が高

い密集市街地を対象に、どれだけの住民が防災協力農地に

避難できるのかを分析した研究はみられない。また、本制

度の導入時期や取り組み内容により制度の登録数は異なる

と考えられるが、単一の自治体での取り組みや導入プロセ

スの分析は行われているものの、複数の自治体間の取り組

みの違いを分析した研究はみられない。自治体間の違いを

分析することは、どういった取り組みが制度推進のために

効果的であるかを把握できるという点で有用である。 
そこで本研究では、密集市街地において避難場所として

想定できる土地の収容可能人数を試算した上で、防災協力

農地が一時避難場所として収容する避難者の人数を推計し

た。さらに複数の自治体間における本制度推進への意向や

取り組みの違いをアンケート調査を通じて分析することに

よって、自治体が共通認識している課題や課題解決に向け

て有効となる方策を把握し、今後本制度を導入する自治体

や実施自治体が注力すべき取り組みを明らかにすることを

目的とする。 

２. 研究の方法

大阪府が指定する「災害に強いすまいとまちづくり促進

区域」4)（密集市街地）を含み、かつ本制度を適用している

堺市、守口市、貝塚市、大東市、四條畷市、高石市、岸和

田市及びA市（匿名）の計8自治体にアンケート調査を実

施し（表1）、本制度の運用実態を分析した。その中で、防

災協力農地が密集市街地内に点在している堺市北区北長尾

町と守口市守口東部地区を避難人数の推計対象地とする

（図1・図2）。対象地区内の各建築物を出発地点とした避

難を想定するため、1建築物当たりの人口を求めた。また、

避難施設、公園や駐車場等を避難場所とし、避難可能な面

積（有効避難面積）(2) を算出した上で、各避難場所の収容

可能人数を 1 人当たりの占有面積を 2 ㎡/人 (3) として求め

た（表1）。避難人数を推計するため、ArcGIS10.6.1（Esri社）

のNetwork Analyst10.1におけるロケーション解析を用いた。

この解析では収容量に制限のある施設に対して、重み付け

された最寄りの需要地点を割り当てることが可能である。

一般人（64歳以下）と高齢者（65歳以上）の別に歩行速度 
(4) を定め（表1）、避難開始からの経過時間ごとに収容可能

人数を超えない条件で、各建築物から最寄りの避難場所避

難場所に到達する人数を求めた。その際、想定する避難場

所の種類と組み合わせを変えた6ケースを想定し（表2） 

図１.堺市における対象地区 図２.守口市における対象地区 

表１.分析に用いたデータとアンケート調査の概要 
避難場所 避難者 

避難施設 公園 防災協力 
農地 

農地（本制
度未登録） 駐車場 一般

人 
高齢
者 

位置 
の 
特定 
(年次) 

国土数値 
情報/避難
施設 

(平成24年) 

ストリート
ビュー

@google.inc 
(平成30年) 

堺市： 
平成31年 
守口市： 
令和2年 

農林水産省
/農地の区
画情報 

(平成31年) 

ストリート 
ビュー

@google.inc 
(平成30年) 

歩行 
速度 

0.62 
(m/s) 

0.31 
(m/s) 

有効 
避難 
面積 

S 
(S:敷地 
面積) 

S＊0.89 S＊0.5＋ 
S＊0.5*0.6 

占有 
面積 2㎡/人 

自治体へのアンケート調査 
実施日 2020/11/6～2020/11/27 
対象地 堺市、貝塚市、守口市、大東市、四條畷市、高石市、岸和田市、匿名市 
内容 周知のための取組、推進への取組、災害時の機能の認識 

表２.避難場所として想定する６ケース 

避難施設 公園 防災協力 
農地 

農地（本制
度未登録） 駐車場 

ケースⅠ 〇 〇 
ケースⅡ-1 〇 〇 〇 
ケースⅡ-2 〇 〇 〇    (活用困難除く) 
ケースⅢ 〇 〇 〇 〇 
ケースⅣ 〇 〇 〇 〇 〇 
ケースⅤ 〇 〇   〇 
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各ケースを比較することによって、防災協力農地による避

難完了者の増加数、活用困難な防災協力農地 (5) による避難

人数への影響等を分析した。 

３. 防災協力農地の一時避難場所としての機能

３.１ 対象地区内の避難場所の箇所数、人口及び町丁目の数

対象 2 地区とその周辺 (6) における避難場所の箇所数、

人口及び町丁目の数を表3に示す。

北長尾町内では避難施設と公園がなく、防災協力農地が

11箇所みられた。守口東部地区では避難施設と公園がそれ

ぞれ20、44箇所みられ、防災協力農地は26箇所みられた。

表３.対象地区内の避難場所の箇所数、人口及び町丁目の数 
箇所数 (農地：筆、農地以外：箇所） 人口 (人) 町丁目

の数 対象地区 防災協
力農地 

避難 
施設 公園 農地 駐車場 健常者 高齢者 

北長尾町 11 0 0 2 5 1824 721 8 
北長尾町周辺区域 0 2 5 0 10 9579 2912 12 
守口東部地区 26 20 44 115 77 40769 17263 39 
守口東部地区 
周辺区域 0 6 39 40 62 49549 18511 42 

３.２ 堺市北区北長尾町における避難人数の推計 

全6ケースでの避難完了率を図3に示す。避難開始から

の時間を無制限と設定すると、避難施設と公園のみのケー

スⅠを除けば、最低でも77.8％の避難者が避難を完了した。

ケースⅠに防災協力農地が加わったケースⅡ-1の避難完了

率は、避難開始から 14 分の時点でケースⅠより 57.2 ポイ

ント高く、防災協力農地が一時避難場所として機能するこ

とが分かる。避難開始からの時間が無制限の場合、ケース

Ⅱ-2 の避難完了率は、活用困難な防災協力農地が全 11 箇

所中4箇所あったため、ケースⅡ-1より19.8ポイント低く

なり、現登録農地を適切に管理することの重要性が示され

た。ケースⅣは全ケースの中で最も避難完了率が高く、こ

れは駐車場が一時避難場所として貢献するためである。 
各避難場所による避難開始からの時間ごとの寄与率を図

4 に示す。防災協力農地は避難開始の初期段階でも一時避

難場所として機能しており、時間が経過するにつれて寄与

率が大きくなることが分かる。 
北長尾町内での避難完了率の場所別の違いを示すために、

ケースⅡ-1 の避難開始から 14 分後の避難完了率を図 5 に

示す。避難完了率が防災協力農地の分布する北長尾町中心

部で高く、周辺区域では低くなっていることが分かる。 
３.３ 守口市守口東部地区における避難人数の推計 

全ケースの避難完了率を図6に示す。避難開始からの時 
間を無制限に設定すると既存の避難施設と公園のみで全避 

図３.北長尾町における全ケースの避難完了率 

図４.北長尾町における各避難場所による寄与率 

図５.北長尾町のケースⅡ-１の避難開始から１４分後 

難者を収容することができる。ケースⅡ-1の避難完了率は

避難開始から 8 分時点で、ケースⅠより 8.8 ポイント高く

なったが、守口東部地区では北長尾町ほど防災協力農地が

一時避難場所として地域防災に貢献しないことが分かる。 
ケースⅡ-2は、ケースⅡ-1より避難完了率が全体的に微減

であった。これは活用困難な防災協力農地が全26箇所 
中4箇所だけであったためと考えられる。ケースⅢの避難

完了率は避難開始から 8 分時点で、ケースⅡ-1 より 6.7 ポ

イント高くなった。未登録農地は現登録農地の約 6.0 倍の

箇所数で総面積は約 3.4 倍であったが、現登録農地の付近

に分布しているため、既に避難完了率が高い地区において

さらに避難完了率が高くなった。また、各ケースにおいて

全避難者が避難完了に至るまでの時間はそれぞれ 43 分、

39分、39分、38分、22分、23分となり、ケースⅣとⅤの

避難完了に至るまでの時間が他ケースの約半分となった。

これは、農地と異なり駐車場が地区全体に満遍なく分散し

ていることが影響していると考えられる。 
避難場所の種類別の寄与率を図7に示す。防災協力農地  

図６.守口東部地区における全ケースの避難完了率 
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図７.守口東部地区における各避難場所による寄与率 

の寄与率は避難開始からの時間が経過しても大きく変化せ

ず、寄与率は7.5～24.5％と防災協力農地以外の避難場所が

増えるほど低くなった。これは防災協力農地が固まって分

布していることが影響していると考えられる。 
守口東部地区内での避難完了率の場所別の違いを示すた

めに、ケースⅣの避難開始から4分後の避難完了率を図8 
に示す。地区全体での避難完了率が高い。これには駐車場

の立地が分散していることが影響していると考えられる。

一方、防災協力農地は既存の避難施設や公園の付近に固ま

って分布しているため、寄与率は大きくないことが分かる。 

図８.守口東部地区のケースⅣの避難開始から４分後 

４. 自治体の取り組み

自治体により本制度の推進にどのような違いがあるのか 
を把握するために、推進への意向の違いから8市を類型化 
し、類型別に取り組みの特徴を整理した（表4）。
堺市、高石市及び四條畷市は本制度を「積極的に推進し

たい」と回答しており、「推進積極型」と分類した。他の5
自治体は「現状の取り組みの維持」と回答しており，現登

録農地の割合 (7) が 0.1％～2.8％で本制度開始からの年月

が浅い大東市及び岸和田市を「現状維持Ⅰ型」、現登録農地

の割合が 5.2％～26.0％で本制度開始からの年月が 12 年以

上経過しているA市、守口市及び貝塚市を「現状維持Ⅱ型」

に分類した。 
地域住民に本制度を認知させるための取り組みについて

は、7 市は登録農地への看板の設置を、現状維持Ⅱ型の貝

塚市のみが看板の設置と防災訓練を行っている。看板は農

表４.類型ごとの取り組み
推進積極型 現状維持Ⅰ型 現状維持Ⅱ型 

大項目 小項目 堺市 
農水産課 

高石市 
経済課 

四條畷市 
産業振興課 

大東市 
産業経済室 

岸和田市 
農林水産課 

匿名市 
産業振興室 

守口市 
地域振興課 

貝塚市 
農林課 

類型化 

推進への
意向 

積極的に推進 
したい 

推進したいが現状
は増えていない 

積極的に推進 
したい 現状の維持 現状の維持 現状の維持 現状の維持 現状の維持 

登録割合 0.7%(令和1年) 0.9%(令和2年) 0.4%(令和2年) 2.8%(令和2年) 0.1%(令和2年) 16.1%(令和1年) 26.0%(令和2年) 5.2%(令和2年) 
制度開始 平成22年 平成27年 平成29年 平成27年 令和1年度 平成15年 平成20年 平成20年 
類型別の
特徴 

制度開始から3～10年経過し、本制度推進へ積極的で
あるが、防災協力農地に登録されている割合が低い 

制度の開始が最近で、防災協力農地
に登録されている割合も低い 

本制度開始から10年以上経過し、防災協力農地に登
録されている割合が比較的高い 

周辺住民 
への認知
のための 
取り組み 

現状 看板の設置 看板の設置 看板の設置 看板の設置 看板の設置 看板の設置 看板の設置 看板の設置、 
防災訓練の実施 

今後 分布図による広
報，看板の設置 

ホームページで 
周知 

防災協力農地の 
役割の認知 

看板の設置， 
防災訓練 

防災マップへの 
掲載 

看板の設置、 
分布図による広報 

防災マップへの 
掲載 

類型別 類型ごとの取り組みの違いはみられず、現状は看板の設置、今後は防災マップへの掲載や分布図の一般公開取り組みが挙げられている 
現状の 
本制度推
進に向け
て 

農家への 
支援策 

必要とは考えてい
るが、行えていな
い 

取り組みや支援策
を模索中 

今後も行う予定は
ない 

必要とは考えてい
るが、行えていな
い 

今後も行う予定は
ない 

行っている 
(別事業との連携) 

行っている (防災
協力農地保全・整
備事業補助金) 

今後も行う予定は
ない 

類型別 農家への支援策を必要と考えているが、行えていない 農家への支援策を実施している 

本制度推
進への課
題と解決
策 

課題 登録のメリット 存在を知らない 
登録のメリット、
農地侵入・荒らさ
れることへ抵抗感 

登録のメリット 登録のメリット 分からない 登録のメリット 

課題解決
に向けて 今後、検討予定 農業委員会による

推進 
市役所の職員・農
業委員を通した農
家への説明 

防災協力農地の周
知、登録メリット
の再検討 

広報紙・ホームペ
ージによる防災協
力農地の周知 

 登録メリットの 
検討、農地の維持 

類型別 
農家が登録のメリットを感じにくいことや本制度を知
らないことを課題とし、農業委員を通して説明・登録
を要請するといった対策が挙げられている 

農家がメリットを感じにくいことを
課題とし、防災協力農地の周知にと
どまっている 

1市のみ農家がメリットを感じにくいことを課題とし
ているが、既に推進への取り組みを行っているため、
特に課題に対する解決策は挙げられていない 

今後の 
本制度推
進に向け
た取り組
み 

密集 
市街地 

農地所有者への
積極的な要請 

密集市街地近傍の
農地の登録を推進 農家への説明 密集市街地に 

対象農地がない 
必要性を広める 
特定の農家に要請 

現状の取組の 
維持 

今後、取
り組むこ
と・目標 

登録できていない
地域への登録 

 防災協力農地 
保全・整備事業補
助金 

地域コミュニティ
の醸成、防災機能
の強化、都市農地
の保全 

類型別 密集市街地内の農家に、密集市街地内に農地がない場合は近傍の農家に協力の要請を行う、 
協力をいただけそうな農家がいる地域や登録できていない地域で優先的に登録を働きかける 

現状の取り組みを維持しつつ、地域コミュニティの醸
成を図る 
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家の承諾を得た場合に設置され、実際に設置されている割

合は堺市へのヒアリング調査では半数程度であり、地域住

民は看板のない農地を防災協力農地として認知できない状

態にあることが分かった。また、登録農家へのヒアリング

調査では、所有農地が一般公開されることに抵抗感をもつ

農家もおり、登録農地の分布図を公開する際には、農家の

理解を得ることが課題となる。農家への支援策を実施して 
いる自治体は、現状維持Ⅱ型の守口市と匿名市のみであり、

守口市は登録農地での防災井戸の設置に対して補助金を交

付している。匿名市はレンゲ開放農地事業や農機具購入時

に補助金を交付する事業と連携し、該当農家に対して本制

度の登録を併せて依頼している。しかし、基本的に自治体

が平時に防災協力農地を運用することはなく、災害時に活

用した場合に補償を行うため、登録のみに対して税制の優

遇や補助金の交付を行う自治体はみられない。 
本制度推進への課題として、推進積極型の2自治体は農

家が登録に対するメリットを感じにくいと回答し、課題解

決に向けて農業委員会委員を通しての説明・協力の要請を

挙げている。現状維持Ⅰ型の2自治体もメリットを感じに

くいと回答し、課題解決に向けてまず防災協力農地の存在

を周知することを挙げている。9 名の登録農家に行ったア

ンケート調査では、「登録していて良かったことは何か」と

いう問いに対し、5 名が地域防災に貢献できることを回答

した。自治体は改めて農地の地域防災への貢献を周知する

必要がある。 
今後の本制度推進に向けて、推進積極型の2自治体と現

状維持Ⅰ型の1自治体は登録が進んでいない密集市街地内

の農家や近傍の農家の中で協力を得られそうな農家に登録

を働きかけると回答した。また、堺市へのヒアリング調査

では本制度を運用しているのは農水産課で、市の防災担当

部局とは異なっており、両部局の連携不足が課題であるこ

とが分かった。現状維持Ⅱ型の2自治体は登録農地の整備

に対する補助金や地域コミュニティの醸成と回答した。現

状で登録農地がある程度確保されているため、登録数を増

やすための取り組みより登録農地を災害時に適切に機能さ

せるための取り組みを重視していると考えられる。 

５. まとめ

既存の避難施設と公園が少ない北長尾町の防災協力農地

は、避難施設と公園が多い守口東部地区より一時避難場所

として貢献すると推計された。そのため、北長尾町の方が

防災協力農地を活用できない場合の影響を大きく受ける。

また、防災協力農地は両対象地区とも集合的に分布してお

り、避難開始直後の段階での貢献度は低い。これは防災協

力農地への避難者が限られているためである。一方、駐車

場は防災協力農地と比べて地区内に分散しているため、防

災協力農地より貢献度は高い。ただし、実際には車への引

火等の駐車場に避難するリスクを考慮する必要があろう。

防災協力農地が一時避難場所として地域の防災性向上に貢

献するためには、既存の避難場所が少ない地区において登

録数を増やしていくこと、分布が地区全体に満遍なく分散

している状態になるように働きかけること、さらに平時か

ら登録農地が避難場所として活用できるかを点検しておく

ことが必要であると考えられる。 
アンケート調査による自治体間の取り組みの違いを総括 

する。現状維持Ⅰ型は制度導入からの年数が浅く，制度の

推進に向けては制度の周知に留まっている。推進積極型は

制度導入から数年を経過しており、制度の推進に向けては

自治体が農業委員会委員を通して特定の農家に制度の登録

を要請する意向にある。現状維持Ⅱ型は登録数がある程度

確保されており、現登録農地が災害時により適切に活用さ

れるためには、防災井戸の設置による防災機能の向上、他

部局との連携が必要であることが分かった。 
最後に、本研究の結果から、本制度の推進に向けて自治

体が注力すべき取り組みとして以下の①～③を示す。 
①登録農地の分布図の市のホームページでの公開をはじめ、

本制度を農家に対しては農業委員会委員、市民に対しては

市の広報紙等を通じて周知する必要がある。 
②本制度の登録のみに対して農家に補助金を交付すること 
は財政的に難しく、自治体へのアンケート結果から農家が

メリットを感じにくいことが制度の推進への課題であるこ

とが分かった。登録数を増やすため、防災訓練の実施や広

場としての開放等で平時も登録農地を活用する要請に応じ

た農家に対して謝礼金を交付することや補助金を交付して

いる他事業と連携を図り、該当農家に対して登録を併せて

依頼することが有効になると考えられる。 
③本制度を防災担当ではない農林課が担当している自治体

もあり、他部局との連携によってどこの農地で制度の登録

を推進するかを定める必要がある。 
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補注 
(1) インターネット検索、農林水産省農村復興局へのヒアリングや8自治体

へのアンケートでは活用事例がみられなかった。 
(2) 火災時は輻射熱、地震時はがれきにより避難場所における敷地全てが避 

難空間としては有効ではないことを考慮した。 
(3) 緊急対応初期の段階で1人当たり就寝可能な占有面積を示す。 
(4) 64歳以下の歩行速度には健常者の歩行速度を当てはめた。 
(5) 活用困難な防災協力農地は避難するのが難しいと想定されるものを指

し、現地調査や現地写真から農地から用途が変わっている、草木が管理
されていない、人が入れないフェンスが設置されている点を考慮した。 

(6) 周辺とは対象地区の境界部から150m圏を指し、これは健常者が4分間
で到達することが可能な距離となる。 

(7) 登録割合は防災協力農地の面積を総耕地面積で除した値を示す。

参考文献 
1) 農林水産省:第4節都市農業の保全と振興(2020/12/13 閲覧) 

https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h24_h/trend/part1/chap4/c4_4_00.html 
2) 原祐二,吉井貴弘,辻村耕二,三瓶由紀(2016)「土地利用・所有からみた防災

協力農地」、和歌山大学防災研究教育センター紀要, 第2号 
3) 溝端悦規(2016)「都市農地の防災機能活用の取組みと今後の課題」、農業 

農村工学会誌、84巻、11号、pp937-940,a1 
4) 大阪府/災害に強いすまいとまちづくり(1997年発行・2020/12/21閲覧) 

http://www.pref.osaka.lg.jp/jumachi/misshu/saimachi.html 
5) 内閣府防災担当：応急仮設住宅の概要(2021/1/21閲覧)  http://www.bousai. 

go.jp/kaigirep/kentokai/hisaishashien2/wg/pdf/dai1kai/siryo4.pdf 
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子どもを対象とした不審者事案発生地点の環境特性

大阪大学大学院工学研究科  畑 颯太 
  大阪大学大学院工学研究科  松本 邦彦 

大阪大学大学院工学研究科 澤木 昌典 

１. 研究の背景と目的

2021年現在、子どもを狙う犯罪や不審者事案から子ども

を守るために、全国で様々な取り組みが行われている 1）。

不審者事案とは、声かけやつきまといなどを指し、子ども

や女性を対象とする性犯罪の前兆となる行為とされている。

性犯罪は不審者事案が発生した付近で発生しやすいことが

菊池らの研究で示されており 2）、各地で防犯パトロールや

防犯カメラの設置などの対策が実施されている 3）。しかし、

これらの対策のための資金や人的資源は有限であることか

ら、不審者の発生リスクが高い地点に重点をおいて、対策

を行うことが望まれる。不審者事案の発生に影響する発生

地点の環境特性を明らかにできれば、不審者事案の発生リ

スクの高い地点を想定できるようになり、警察や防犯ボラ

ンティアによる重点的なパトロール、自治体による防犯カ

メラの設置などの環境整備により、不審者事案の発生リス

クの低減を効果的に行えると考えられる。ひったくりに関

する石川らの既往研究 4）において、犯人の移動手段により

事件の特性が異なることおよびそれらを考慮した分析の必

要性が示されている。不審者事案についても、例えばガー

ドレールの存在が車道から歩道側への接触を妨げるように、

不審者が自動車で移動する場合と徒歩で移動する場合とで

は、不審者事案の発生に影響する環境特性が異なることが

考えられる。不審者事案の発生地点と周辺の環境特性の関

係を分析した佐々木の既往研究 5）では不審者の移動手段を

考慮し、歩道の有無や一方通行の有無を分析項目として設

定したが、使用したデータの関係上発生地点で不審者がど

の移動手段を用いているか判別することができないため、

不審者の移動手段別に分析を行われていない。その結果、

不審者事案の発生は自販機の存在やその地点の見通しが影

響している等の結果を得られたが、不審者の移動手段を考

慮して設定した分析項目と不審者事案の発生との関係を説

明することができておらず、環境特性の影響が精緻に評価

できていないと考えられる。そこで本研究では、不審者の

移動手段に着目しつつ、子どもの安全を考慮した防犯環境

設計に基づく環境整備を効果的に行うために、不審者事案

の発生に影響する環境特性を明らかにすることを目的とす

る。 

２. 研究方法

（１）研究の構成

本研究では不審者事案の発生に影響する環境特性を明

らかにするために、比較対象地としてランダム地点を作成

し、不審者事案発生地点と合わせて対象地点として、環境

特性の調査・分析を行う。そして、ランダム地点を0、不審

者事案の発生地点を1としたダミー変数を目的変数とし、

対象地点の周辺環境の諸特性を説明変数とした尤度比によ

る変数増加法ステップワイズを用いたロジスティクス回帰

分析を不審者の移動手段ごとに行うことで、移動手段別の

不審者事案の発生に影響する環境特性を明らかにする。 

（２）調査地点の概要 

本研究では滋賀県を対象（1)とした。また、人口密度が高

い地域で不審者事案の発生が増加するという山村らの報告
6）を参考に、人口集中地区（DID）を対象地域とした。不審

者事案の発生地点は滋賀県警察が公表している滋賀県犯罪

発生マップ（2)を用いて把握した。同マップには不審者事案

の発生地点が地図上にプロットされており、そのプロット

地点を不審者事案発生地点とし、2020 年 1 月 1 日から 12
月 13 日までに発生した不審者事案 397 件のうち、人口集

中地区内の路上で発生しており、子どもを狙った不審者事

案で、不審者の移動手段が明らかである事案104件を抽出

し、本研究の分析対象とした。比較のためのランダム地点

は、不審者発生地点に近接しない、ランダム地点同士が近

接しないこと（3）を条件に、Esri社ArcGIS10.8のランダムポ

イント作成機能を使用し、40地点のランダム地点を人口集

中地区内の道路上に作成した。不審者事案発生地点および

ランダム地点の分布を図―1に示す。 
（３）調査方法 

不審者事案発生地点とランダム地点の後述する環境特性

を佐々木の研究 7）と同様にGoogle社のGoogle Mapストリ

ートビューを用いて調査し、Google Mapストリートビュー

で把握できなかった不審者事案発生地点の7地点について

は現地で周辺の環境特性を調査した。 
（４）説明変数の作成

各調査対象地点の調査範囲については、滋賀県犯罪発生

マップのプロット位置のズレを考慮しつつ、一方で発生地

点から見えない地点に存在するものは不審者事案の発生に

影響しないと想定して、石川ら 8）の研究で示された見通

し距離と最大見通し距離100mを考慮し、図―2に示す区

間で設定した。また、不審者事案の発生には発生地点周辺

の環境特性だけでなく、施設からの距離や周辺地域の社会

構造、周辺の不審者事案発生状況が影響しているという考

えから、環境特性に関する29項目の説明変数を作成した

（表―1）。

３. 不審者事案の発生と環境特性の関係

（１）不審者の移動手段ごとの発生地点の分布の差異
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不審者の移動手段が徒歩（58地点）、自動車（28地点）、

自転車（16地点）である地点での量的変数である各説明変

数の平均値について、t検定を、質的変数である説明変数に

ついては Pearson のカイ二乗検定を用いて分析した結果、

徒歩と自動車（表―2）では「道路から10m以内の集合住

宅の建物が道路延長に占める割合（％）」、「駅からの距離

（m）」で5％水準での有意差が見られ、自動車で移動する

不審者の発生地点は徒歩で移動する不審者の発生地点と比

べて集合住宅の建物が少ない地点、駅から遠い地点に分布

していることがわかった。徒歩と自転車（表―3）の間には

「壁面の接道延長が道路延長に占める割合（％）」、「駅から

の距離（％）」、「警察施設からの距離（％）」で5％水準での

有意差が見られ、自転車で移動する不審者の発生地点は徒

歩で移動する不審者の発生地点と比べて壁面が少ない地点

と駅や警察施設からの距離が遠い地点に分布していること

がわかった。自転車と自動車の間には有意差がある説明変 
数は存在しなかった。このことから自転車で移動する不審

者と自動車で移動する不審者の発生地点には分布の差がな 

図―１ 調査地点分布 

図―２ 調査範囲概要図（4） 

いと考えられる。徒歩と自動車、徒歩と自転車の間での発

生地点の分布の差異から、不審者の移動手段により不審者

事案発生地点の環境特性が異なる可能性が示唆された。 

（２）不審者事案の発生と環境特性の関係 

次に、不審者の移動手段ごとにロジスティクス回帰分析

を行った（6)。その結果、表―4 に示すように、不審者の移

動手段が徒歩、自動車、自転車の別の回帰式を得た。徒歩、

自転車で移動する不審者については、80％を超える高い的

中率の回帰式が得られた。以降では、移動手段別に有意確

率 5％水準で有意である説明変数について、オッズ比を用

いて特徴を述べる。 

表―１ 説明変数（5) 

道路の構造に関する環境特性 

・駐車場・空地の接道延長が道路延長
に占める割合(%) 

・低木の植栽・ガードレールの接道延
長が道路延長に占める割合(%) 

・100mあたり街路樹の本数 

・農地の接道延長が道路延長に占
める割合(%) 

・歩道の幅員(m) 
・見通し距離(m) 
・一方通行の有無 

交差点に関する環境特性 

・信号機の有無 
・100mあたりカーブミラーの数 
・逃走経路数 

・100mあたり沿道から見通せ 
ない細街路等の数 

建物・施設に関する環境特性 

・道路から10m以内の集合住宅の建
物が道路延長に占める割合(%) 

・100mあたり店舗数 
・100mあたり道路を見通せる窓の数 
・一軒家の駐車スペースの接道延長
が道路延長に占める割合(%) 

・コンビニエンスストアの有無 

・100mあたり建物の数 
・100mあたり塀設置建物数 
・ 壁面の接道延長が道路延長に占

める割合(%) 
・工場の有無 
・100mあたり自販機設置個所数 

施設からの距離 

・学校からの距離(m) 
・公園・グラウンドからの距離 

(m) 

・駅からの距離(m) 
・交番等の警察施設からの距離(m) 

周辺の社会構造 

・15歳以下人口割合(%) 
・高齢者人口割合(%) ・1人世帯割合(%) 

不審者事案発生状況 

・半径500m以内の不審者事案 
発生数 

表―２ 徒歩と自転車間で平均値に有意差がある環境特性 

説明変数 徒歩(平均値) 自転車(平均値) 

道路から 10m 以内の集合住宅の建
物が道路延長に占める割合(%)

5.56 1.62 

駅からの距離(m) 832.2 1435.0 

表―３ 徒歩と自動車間で平均値に有意差がある環境特性 

説明変数 徒歩(平均値) 自動車(平均値) 

壁面の接道延長が道路延長に占め
る割合（％） 

13.89 1.43 

駅からの距離（m） 832.2 1374.6 

警察施設からの距離（m） 762.6 1054.3 
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（３）徒歩で移動する不審者（表―5） 

徒歩で移動する不審者において、5％水準で有意な説明変

数は、道路の構造に関する環境特性では、「歩道の幅員」が 
1.734（以下の数字はオッズ比を示す）であり、歩道幅員が

広い道は不審者が通行しやすく子どもにも接近しやすいた

め、不審者事案の発生確率を高める要因と考えられる。交

差点に関する環境特性では、「100mあたりカーブミラーの 
数」が 3.731 であり、カーブミラーの多い区間、すなわち

見通しの悪い交差点等が多数存在することが、不審者事案

の発生確率を高める要因と考えられる。施設からの距離で

は「駅からの距離」が 0.911 であり、駅から近いほど不審

者事案の発生確率が上がっている。これは人通りが多く不

審者が目立たないためと考えられる。「公園・グラウンドか

らの距離」が 0.663 であり、また周辺の社会構造の「発生

地点の町丁目の15歳以下人口割合」が1.179であることか

ら、公園やグラウンドの付近や、15歳以下人口割合が多い

地点など、子どもが多くいる地域で不審者事案が発生しや

すいことがわかる。また、「半径500m以内の不審者事案発

生数」が 1.696 であり、周辺の不審者事案の発生数が多い

地点で新たな不審者事案が発生しやすいことから、不審者

事案が集中的に発生する地域が存在すると考えられる。 
（４）自動車で移動する不審者（表―6) 

 自動車で移動する不審者では、道路の構造に関する環境

特性では、「低木の植栽・ガードレールの接道延長が道路延

長に占める割合」が 0.966 であり、歩道と車道の間に植栽

があるとこれが妨げになって歩道上の子どもに接触しにく

いため、不審者事案の発生確率を下げる要因と考えられる。

建物・施設に関する環境特性では、「道路から 10m 以内の

集合住宅の建物が道路延長に占める割合」が0.909であり、

沿道の集合住宅の建物が道路延長に占める割合が高い地点 

表―４ 回帰式の的中率と寄与率（7)（8)

移動手段 的中率(%) 寄与率 投入変数数 採用変数数 

徒歩 85.71 0.410-0.553 27 8 

自動車 75.00 0.302-0.407 26 7 

自転車 83.92 0.419-0.601 27 7 

表―５ 徒歩で移動する不審者 

説明変数 
有意
確率 

オッズ
比 

オッズ比 
95%信頼区間

歩道の幅員(m) 0.017 1.734 1.103-2.726 
100mあたりカーブミラーの数 0.001 3.731 1.737-8.016 

壁面の接道延長が 
道路延長に占める割合(%) 0.094 1.017 0.997-1.038 

道路から10m以内の集合住宅の 
建物が道路延長に占める割合(%) 0.086 0.968 0.933-1.005 

公園・グラウンドからの距離(100m) 0.018 0.663 0.472-0.932 

駅からの距離(100m) 0.032 0.911 0.837-0.992 

発生地点の町丁目の 
15歳以下人口割合(%) 0.016 1.179 1.032-1.348 

半径500m以内の不審者事案発生数 0.021 1.696 1.083-2.656 

では不審者が発生しにくいことから、不審者は上層階等か

らの住民の視線を避けていると考えられる。「発生地点の町

目の15歳以下人口割合」が1.177であり、これは徒歩で移

動する不審者と同様に、子どもが多くいる地域で不審者事

案が発生しやすいことを示している。 

（５）自転車で移動する不審者（表―7) 

自転車で移動する不審者では、道路の構造に関する環境

特性で、「歩道の幅員」が9.083であり、歩道幅員が広く自

転車で歩道を走行して子どもに接近できるという環境特性

が、不審者事案の発生確率を高める要因と考えられる。「低

木の植栽・ガードレールの接道延長が道路延長に占める割

合」が 0.915 であり、植栽が存在する道では植栽が妨げと

なって歩道と車道の行き来ができず自転車での自由な移動

が困難になるため不審者事案の発生確率が下がっていると

考えられる。交差点に関する環境特性では、「100mあたり

カーブミラーの数」が 5.590 であり、カーブミラーが多い

といった見通しの悪い交差点等が多数存在することが、不

審者事案の発生確率を高める要因と考えられる。建物・施

設に関する環境特性では、「戸建住宅の駐車スペースの接道

延長が道路延長に占める割合」が 1.055 であり、歩道に接

する駐車場を通行に利用することで通行が容易になり、不

審者が子どもに接近しやすくなることが不審者事案の発生

確率を高める要因と考えられる。「駅からの距離」が 1.125 
であり、駅から近いほど不審者事案の発生確率が下がって

おり、徒歩で移動する不審者と結果が異なる。これは人通 

表―６ 自動車で移動する不審者 

説明変数 有意 
確率 

オッズ
比 

オッズ比 
95%信頼区間 

低木の植栽・ガードレールの接道延長

が道路延長に占める割合(%) 0.047 0.966 0.934-0.999 

100mあたり街路樹本数 0.067 1.119 0.988-1.456 

見通し距離(m) 0.057 1.013 0.999-1.026 

道路から10m以内の集合住宅の建物が
道路延長に占める割合(%) 0.045 0.909 0.828-0.998 

壁面の接道延長が 
道路延長に占める割合(%) 0.134 0.963 0.917-1.012 

発生地点の町丁目の 
15歳以下人口割合(%) 0.031 1.177 1.015-1.365 

半径500m以内の不審者事案発生数 0.065 1.490 0.976-2.274 

表―７ 自転車で移動する不審者 

説明変数 有意

確率 
オッズ

比 
オッズ比 

95%信頼区間 

歩道の幅員(m) 0.002 9.083 2.263-36.464 
100mあたり街路樹本数 0.069 1.167 0.988-1.378 

低木の植栽・ガードレールの接道延長

が道路延長に占める割合(%) 0.017 0.915 0.852-0.984 

100mあたりカーブミラーの数 0.021 5.590 1.293-24.159 

逃走経路数 0.085 0.457 0.188-1.113 

戸建住宅の駐車スペースの接道延長が
道路延長に占める割合(%) 0.041 1.055 1.002-1.111 

駅からの距離(100m) 0.020 1.125 1.019-1.241 
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表―８ 移動手段別の不審者事案発生に影響する環境特性 

移動 
手段 

道路の構造に 
関する環境特性 

交差点に 
関する環境特性 

建物・施設に 
関する環境特性 その他 

徒歩 ・歩道の幅員 
・100m あたり
カーブミラー

の数 

・公園・グラウ

ンドからの距
離 

・駅からの距離 
・発生地点の町
丁目の 15 歳
以下人口割合 

・半径 500m 以
内の不審者事
案発生数 

自動
車 

・低木の植栽・

ガードレール
の接道延長が
道路延長に占

める割合 

・道路から 10m
以内の集合住
宅の建物が道
路延長に占め

る割合 

・発生地点の町
丁目の 15 歳
以下人口割合 

自転
車 

・歩道の幅員 
・低木の植栽・
ガードレール
の接道延長が

道路延長に占
める割合 

・100m あたり

カーブミラー
の数 

・戸建住宅の駐
車スペースの

接道延長が道
路延長に占め
る割合 

・駅からの距離 

りが多いため歩行者が多く、自転車での自由な走行が困難

であるためと考えられる。 
（６）不審者の移動手段ごとの比較 
不審者の移動手段ごとに有意確率 5％水準で有意である

説明変数を表―8 にまとめる。徒歩と自転車で移動する不

審者が「歩道の幅員」の影響を受けている。これは徒歩と

自転車は歩道を使用するが、車道を走る自動車はこの特性

の影響を受けないためと考えられる。徒歩・自転車で移動

する不審者には「100mあたりカーブミラーの数」影響して 
いる。これは交差点の多い入り組んだ道路パターンは徒歩

と自転車にとっては逃走に使いやすいが、自動車にとって

は使いにくいためと考えられる。これらの結果から移動手

段によって通行する場所が歩道か車道であるかが異なるた

め、影響を受ける環境特性も異なることがわかる。また、

「駅からの距離」は徒歩で移動する不審者と自転車で移動

する不審者で影響が異なっている。これは徒歩で移動する

不審者では人通りが多く目立たなくなるため不審者事案の

発生確率が上がっているが、自転車で移動する場合には人

通りの多さが走行の妨げにつながり子供に接触することや

逃走することが困難になるため、不審者事案の発生確率を

下げていると考えられる。以上の結果から移動手段によっ

て不審者が好む環境特性が変化することが示された。 

４. まとめ

本研究からは、不審者の移動手段によってその通行場所

が異なることで、影響を受ける環境特性が異なること、ま

た、不審者の移動手段によって不審者が好む状況が異なる

ため影響を受ける環境特性が異なるということが示された。

なお、本研究では、自動車で移動する不審者は、回帰式の

的中率、寄与率が低かったことから、さらに適切な説明変

数を追加する必要があると考えられる。 

補注 
(1)滋賀県では平成 28 年から令和元年にかけて不審者事案の発生件数が増

加しており、滋賀県警察犯罪発生マップから不審者事案発生地点と不審
者の移動手段のデータが入手できることから対象とした。

(2)発生日時、発生市町名、町丁目レベルの発生場所、不審者がどのように

行動したかという発生時の状況、不審者の外見的特徴、不審者の移動手
段、管轄警察署、不審者区分、解決状況、発生地点が含まれる小学校区
名が公開されている。プロットの精度について同県警に問い合わせたと

ころ、事案によってはズレがあるが、発生地点から最も近い建物の住所
を元にプロットしているため、プロット地点はおおよそ正確であるとい
う回答を得られた。そのため、不審者事案の発生場所について街路レベ

ルで把握するためには妥当であると判断した。
(3)1,不審者事案発生地点の半径100m圏内にランダム地点を作成しない 

2,ランダム地点の半径100m圏内に別のランダム地点を作成しない 
(4)1,発生地点から最短距離にある三叉路を含む交差点から交差点までの  

道路区間。2,カーブなどで発生地点からの見通しがなくなる場合は調査
地点から見通せる場所までの道路区間。3,発生地点から 100ｍ以内に交

差点が存在しない場合は調査地点から100ｍまでの道路区間。 
(5)道路延長に占める割合=(対象物接地長)/(調査範囲)×100(%) 

100mあたりの数=(対象物数)/(調査範囲)×100(個/100m) 
人の顔を認識できる距離と測定の誤差を考慮して 10m 以内の集合住宅
の建物を対象とした。 

(6)「一方通行の有無」「コンビニの有無」はランダム地点において一方通行

とコンビニが存在しないため、分析から除外した。また、不審者の移動
手段がバイクである事案は2件しか存在しないため、有意な回帰式を得

ることができないと考え、分析から除外した。 
(7)回帰式の寄与率はCox & SnellR2乗～NagelkerkeR2乗で表わす。 
(8)自動車で移動する不審者の分析において「工場の有無」が有意確率0.99

であるにも関わらず選択されるため、除外して分析を行った。 

参考文献 
1) 国土交通省、防犯まちづくり取り組み事例集（2020)

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_fr_000044.html
閲覧年月日2021/06/17 

2) 菊池城治、雨宮護、島田貴仁、齊藤知範、原田豊（2009）「声かけなどの

不審者遭遇情報と性犯罪の時空間的近接性の研究」、犯罪社会学研究34
巻.pp151-163

3) 1）と同じ

4) 石川愛、鍋島美奈子、鈴木広隆、（2009）「詳細事件情報を考慮したひっ
たくり発生と道路空間特性との関係に関する研究―大阪市住宅系地区
を対象として―」日本建築学会環境系論文集74巻635号.pp55-61

5) 佐々木雄希、藤井智史、岸本達也（2013）「局所的環境特性から見た不審
者事案及び未発生に影響する環境要因―埼玉県草加市を対象として―」
地域安全学会論文集20巻.pp21-28

6) 山村俊貴、樋野公宏、上杉昌也、雨宮護（2017）「前兆事案の発生と都市
空間特性の関係性に関する基礎的検討」都市計画報告集16巻.pp200-203 

7) 5）と同じ 
8) 4）と同じ 
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読図をともなった地下街経路探索時の脳波特性に関する研究 
－ 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 横山 広充 
大阪工業大学ロボティクス＆デザイン工学部 西應 浩司 

１． 研究目的と意義 

 近年、スマートフォン内の地図アプリケーションの発達

により、スマートフォン内で目的地を探す経路探索のスタ

イルが確立されつつある。しかしながら衛生信号の補足が

困難な地下空間においてはデジタルサイネージの活用など

地上とは異なる経路探索手法が求められている 1)。特に構

造的に街路形状の変更が困難な都心部地下街においては、

サイネージによるレジビリティの向上が必要であると考え

られる。一方、脳波などの生理量を手がかりに歩行時の行

動を類型化する試みが足立ら 2)などにより進められている。 
 よって本研究では大阪駅南地区地下街を対象に複数の地

図提示方法による経路探索実験を行う。また読図中や経路 

探索中の脳波特性を含め総合的に解析することで、将来の

地下街におけるレジビリティ向上への基礎的知見に供する

ことを目的とする。 

２．実験概要 

２．１ 実験対象地区の設定 

 予備実験より実験対象地区をディアモール大阪とし歩行

ルートを決定した。スタート及びゴールをそれぞれ地点S・
G としコース内に存在する 3 つの Corner をそれぞれ

Corner1～3とし地点S・Gと各CornerをむすぶLinkをLink1
～4 とする。実験対象地区および歩行ルートを図―1 に示

す。 
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２．２ 実験方法 
本研究は実験 1・2 の 2 つの実験により構成されている

(1)。実験 1 は 2019 年 12 月 11～20 日の平日 11～18 時の時

間帯、実験2は2020年12月14日～2021年1月26日の平

日 14～17 時の時間帯に断続的に実施した。被測定者は実

験 1・2 でそれぞれ 12 名・6 名であり、すべてインフォー

ムドコンセントを得た男子大学生をもちいた。 
 次に、実験手順は下のとおりである。 
①被測定者に脳波計(2)を装着後、地点Sに誘導。 
②実験者からの教示後、被測定者に 30 秒間目を閉じるよ

うに指示。 
③調査者の開目の合図により、30秒間の読図開始。このと

きの地図提示方法は実験1では紙に印刷した地図（図−2）、
実験2は実験1で用いた地図を元に矢印や歩行時の注意喚

起などを付記して作成した30秒の案内映像（図−3）をタブ

レット端末（Apple社 iPad Air）で提示した。 
④30秒後，地図やタブレットを調査者に渡し、地点Gに向

けて歩行開始。調査者は被測定者を追従し、ルートミスの

場合は被測定者に声をかける。 
⑤地点G到着後、認知地図(3)の描画とアンケート(4)に回答。 
２．３ 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

（ EmotivSystems社 Emotiv PRO）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。分析データは実

験 1 では 10 名分、実験 2 では 6 名分であり、採用した被

測定者名を実験1では sub01～sub10、実験2では sub01’〜
sub06’とし、以降図表中で使用する。 

３．結果および考察 

３．１ アンケート調査結果 

 アンケート調査より、歩行実験中に迷いが生じた場所に

ついて表したものが図―4〜5である。これより五差路とな

っているCorner3 が両実験とも最も多いものの、実験 2 で

は半数の被測定者が迷わなかったと回答した。これは地図

提示方法の影響が推察できる。 
３．２ 経路探索実験結果 

経路探索実験より、各Linkにおける被測定者の到達度合

いを図―6 にしめす。これより両実験とも Corner1 で迷っ

た被測定者が認められ、最終的に地点Gまでたどり着く率

は実験 1 の方が高い結果となった。また、各 Link および

Corner3の平均通過時間（表―1）より、全Linkの平均通過 
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時間が実験 1 では 125.2 秒であるのに対し、実験 2 では

172.3秒と実験１より1.4倍近い時間がかかっている。また

全Linkで実験2の方が時間はかかっているものの、Corner3 
付近の通過に関しては実験1の方が長く、経路探索行動に 

違いがみられた。 
認知地図の描画結果（例えば図―7～8）より、実距離(5)と

の差異を求めたものが表―2 である。これより実験 1 では

全般的に被測定者は距離を短く申告しているのに対して、

実験2 においてはLink4以外距離長く申告していることが

わかる。しかしながら、実験2の各Link距離の標準偏差は

非常に高く、分散傾向が認められる。これは各Linkにて実

距離の 3〜8 倍程度の距離を申告した sub04’によるものと

考えられた。sub04’の距離申告をのぞき認知地図での各

Link の平均距離を表したものが図―9 である。これより両

実験とも実際の距離より短い距離を申告しているものの実

験2の方が実験1よりも実際の距離に近い結果となった。 
 次に地図と認知地図との比率を求め、歩行時間、到達

Link 数を変数としクラスター分析をおこなった(6)。クラス

ター分析結果のデンドログラムを図―10〜11にしめす。こ

れより両実験とも3つのグループへの分類が妥当と考えら

れる。これより地図提示方法が変わっても空間認知非優位

なグループの存在が認められた。 
 最後に両実験において、読図時とアンケート結果より迷

ったとの回答の多かった Corne3 通過時における脳波デー

タをもとに電極位置（図―12）(7)、周波数帯域(8)、時間(9)を

設定し、時間周波数解析を実施し頭皮上パワーマップを作

成した。例を図―13～16にしめす。これより読図時は両実

験において被測定者間で高いパワーを示す位置が分散傾向

であったのに対し、Corner3通過時は実験1・2ともに被測

定者間で前頭葉付近に反応がみられるなど比較的同じ傾向

が認められた。 

４．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 認知地図の描画結果より、地図提示方法の違いによる

差が確認できた。 
② クラスター分析結果より、空間認知非優位なグループ

の傾向を確認した。 
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③ 脳波データの時間周波数解析により読図時と迷い発生

時の脳波特性を表記できた。 

補注 

(1) 大阪工業大学ライフサイエンス委員会の承認を得た

（承認番号2019-28・2020-17）。 
(2) Emotiv Systems社Emotiv epoc+を使用。 
(3) 教示後、白紙に認知地図を描画させ取得した。 
(4) アンケート用紙を用いて実験地の把握度や迷った場 
所などを記入させ、取得した。 

(5) 大阪市街地開発株式会社より提供された。縮尺は

1/1500とする。 
(6) IBM SPSS（Version25）を使用した。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。 

(7) 拡張国際10-20法に基づく14チャンネル（AF3、AF4、 

F3、F4、F4、F7、F8、FC5、FC6、T7、T8、P7、P8、 
O1、O2）。 

(8) Emotiv PROでのβ波の周波数帯域（12.0〜25.0Hz）を 
使用した。 

(9) 読図時は30秒間、Corner通過時は歩行時間計測結果 
を元にCorner1・3付近の前後 10秒の時間を算出した。 

参考文献 

1) 舟橋國男（1991）「初期環境情報の差異と経路探索行動

の特徴 不整形街路網地区における環境情報の差異と経

路探索行動ならびに空間把握に関する実験的研究 その

1」、日本建築学会計画系論文報告集、No.424、 pp.21-30、
日本建築学会 

2) 足立卓也、吉川徹（2013）「地下街におけるサインによ

る経路探索行動の手間の定量化」、日本建築学会大会学術

講演梗概集、pp.1069-1070、日本建築学会 

－120－



成長期の住まいによる居住地選択嗜好の違いに関する研究
－ 大阪府下の私立O大学の学生を対象とした調査より －

大阪大学大学院工学研究科 青木 嵩 
National University of Singapore, Master of Art Urban Design  中西 翼 

１ 研究背景と目的 

近年,集約型都市構造への転換が国際的に重視されてお

り,我が国でも 2014 年に都市再生特別措置法が改正され,各
自治体において立地適正化計画の導入が進められている.
立地適正化計画では,コンパクトシティ・プラス・ネットワ

ークの形成を目指し,都市機能誘導区域と居住誘導区域を

設定したうえで,区域内における定住と区域外居住者の区

域内への移住促進・誘導が求められる.しかしながら居住誘

導区域内では居住環境の向上措置が講じられるように明示

されているものの,どのような環境を整備するべきかの指

針には至っていない. 
また我が国では,住宅の供給過多の状態が続いており,ラ

イフスタイルや住居選択嗜好に適した供給が必ずしもでき

ているとは言えない.加えて人々のライフスタイルは,近年

多様化する傾向にあり,住宅すごろくのゴールも多岐にわ

たるなど高度経済成長期下のような画一的な理想のライフ

スタイル像が描きづらくなっている.都市規模の適正化を

見据えた居住誘導や住宅供給の適正化を図るためには,多
様化する理想のライフスタイルに住環境などを今後適合さ

せていく必要がある. 
 こうしたライフスタイルおよび居住地選択に関する研究

は,複数の観点から進められている.近藤らは,社会属性と地

域特性に加えて移住意向の観点から定住する人々は,主に

家庭的思考性が高いタイプであるとしている 1).また居住地

に加えて勤務地との関係性にも着目した研究があり,職住

近接の希望が高いことを明らかにしている 2).また山崎らは,
個人のライフスタイルと将来居住地選択嗜好の関係性から,
将来的な居住地選択に影響するライフスタイルのモデルを

整理し,特に現住地の場所によってこれら居住地選択嗜好

が異なり得ることを明らかにしている 3). 
しかしながらこれらの研究は,現住地や現在の社会属性

などの外的要因を起因とするライフスタイル選好や居住地

選択嗜好である.こうした外的要因は重要である反面,社会

状況や時代背景により変容する可能性がある.その為,本研

究は,理想のライフスタイル像を形成する要因のひとつと

して潜在的な内的要因があると仮定し,それらは成長過程

における経験に基づいて形成されると考える.本稿は,こう

した問題意識のもと,今後の研究の発展を見通すために実

施した先行調査の結果を報告するものとする. 
具体的には,大学生へのアンケート調査から,成長過程に

おける彼らの居住経験を「居住地域」と「住居形態」から

勘案し,これらに基づく大学卒業以降の理想のライフスタ

イル像の差異を伺った.なお「居住地域」と「住居形態」の

区分は,表－1に示す. 

２ 研究手法 

本稿は,大阪府下の私立大学において特定の講座を受講

する学生を対象としたアンケート調査の結果を用いる.そ
の際,成長過程である子供時代を文部科学省が示す子供の

成長段階区分 4)に加えて,モンテッソーリが提唱した発達基

本 4 段階 5)を参考にしたうえで現状の我が国における教育

課程に合わせて区分した.その結果,下記の通り区別する（１）. 
① 幼児期(1~6歳), 
② 学童期(7~12歳) 
③ 青年期前期(13~18歳) 
これら各期において最も過ごした地域・居住形態を回答

してもらった.そして表－2 に示すライフスタイルが自らの

理想に当てはまるかを5段階評価で伺った.得られた結果に

基づき,初めに居住地域と居住形態の各期における変遷を

勘案する.その後,理想のライフスタイル像を回答者全体の

平均から捉えたうえで居住地域・居住形態による差異を,ク
ロス集計を用いて整理した.なおGoogle FormsによるWEB
アンケ―トを利用し,得られた有効回答数は 86 である.同講

座の受講生は 1～2 回生であり,下記の点で本調査に適切な

年齢層であると考える. 
1．幼児期～青年期前期までの記憶が新しく,振り返り易い 
2．授業内で過ごした地域のイメージ共有が可能 
3．年齢層の分散が少なく,時代背景による違いが少ない 
4．従業地などの外的要因による影響が少ない 

表－１ 居住地域と住居形態の選択肢 
類型 種類 備考 

居住地域 都心・都市部 
地方中心市街地 
郊外住宅地 
団地 
農村・漁村 

居住形態 戸建住宅 
マンション 
アパート 

3階建以上の集合住宅 
3階建未満の集合住宅 

表－２ 理想のライフスタイル像に関する質問項目 
質問分野 質問項目 

Uターン・ 
近居・同居の意向 

地元に戻って/残って暮らしたい 
親世帯と同居したい 
親世帯と同じ地域内で近居したい 
親世帯と片道３０分程度の地域で準近居したい 

働く場所との関係 働く場所に近いエリアに住みたい 
働く場所との距離よりも理想の住環境を優先する 
過程と仕事の場所は一緒でもよい 

居住場所 賃貸ではなく,自分の家を持ちたい 
駅前や駅近くに住みたい 
共同住宅（コレクティブハウス等）に住みたい 
サービス付き高齢者住宅等の施設も選択肢にある 
家族よりも自分の時間を大切にしたい 
自然豊かな地域に住みたい 
隣近所とは日常的に挨拶・会話をしたい 

定住・転住意向 ひとつの地域に定住したい 
その時々で違う地域に住替えたい 
居住地での活動に参加したい
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３ 居住地域・居住形態の変遷 

はじめに居住地の変遷を見る.図－1 は,幼児期～学童期,
学童期～青年期前期における主な居住地域の移り変わりを

表したサンキーダイアグラムである.概ね幼児期に郊外住

宅地や農村漁村,地方中心市街地で暮らした人たちは,学童

期および青年期前期も同じ地域に住む傾向にある. 
一方で幼児期を団地や都心・都市部で過ごした場合,学童

期には,郊外住宅地へ移住している傾向が少なからず伺う

ことができた.この場合どちらからも8人中2人ほどが主な

居住地を変えていることが分かる.なお学童期から青年期

前期に渡っては,居住地域が変わる傾向が少なく,郊外住宅

地から団地に 1 人,団地から農村・漁村に 1 人,地方中心市

街地から郊外住宅地に1人が移り住んだのみとなる. 
次に居住形態の変遷を見る.図－2 に居住形態の移り変わ

りをサンキーダイアグラムに示す.幼児期にアパートに住

んでいた人の多くは,学童期に上がる際に戸建住宅かマン

ションに移っている.また幼児期にマンション居住だった

人の約半数が戸建て住宅に移住している.なお戸建住宅に

住んでいた場合は,そのまま継続するケースが多く,マンシ

ョンやアパートに移住する人は1～2名ほどである. 
学童期から青年期前期にかけては,マンションから戸建

住宅に4人,戸建住宅からアパートに2人とマンションに1
人が住居形態を変えている.住居形態も居住地域と同様に,
大きく変化するのは幼児期～学童期の間であり,一度小学

校に上がった後は居住形態が変わることが少ないことが伺

える.しかしながら居住形態の変化量が居住地域と比べて

多く,住んでいる地域内で住まいを変えている,もしくは似

たような環境の地域を選んで移住し（２）その結果居住形態

が変わっていることが推察される. 

図－1 居住地域の変遷 

図－2 居住形態の変遷

４ 理想のライフスタイル像 

４-１ 全体的な傾向  

本アンケートでは,5段階評価の3を「どちらでもない」

として設定しており,4および5をポジティブ,１および２を

ネガティブな傾向にあると位置づける.表－3 は,理想のラ

イフスタイル像に関する質問項目における全体の平均値を

算出したものであり,同時に平均値から3を除してポジティ

ブもしくはネガティブの傾向をバーチャートで示す. 
Uターン・近居・同居の意向の中では,「地元に戻って/残

って暮らしたい」とする項目が3.78と肯定的である一方で

「親世帯と同居したい」とする項目が2.30とネガティブな

傾向を示す.親世帯との距離感では,「片道 30 分程度の地域

での準近居」が3.34と最もポジティブな傾向にあった. 
働く場所との関係では,「働く場所に近いエリアに住みた

い」とする回答が 3.85 とポジティブな傾向を示しており,
「働く場所との距離よりも理想の住環境を優先する」を上

回る傾向が伺える.しかしながら「家庭と仕事の場所は一緒

でもよい」とする回答は2.99に留まる. 
居住場所に関する項目では,「賃貸ではなく,自分の家を持

ちたい」の値が最も高く4.24となり,次いで「隣近所とは日

常的に挨拶・会話をしたい」が4.06の値を示す.一方で「駅

前や駅近くに住みたい」や「自然豊かな地域に住みたい」

とする回答は,ポジティブな傾向を示すものの,3.50 前後に

留まる.なお共同住宅やサービス付き高齢者住宅等に関し

ては,ネガティブな傾向にある.また「家族よりも自分の時間

を大切にしたい」とする項目も2.41と低い値となった. 
最後に定住・転住意向では,「ひとつの地域に定住したい」

とする回答が 3.89 とポジティブな傾向を示す.その一方で

「その時々で違う地域に住替えたい」とする回答は2.28と
否定的な結果となる. 
４-２ 幼児期～青年期前期における居住地域・居住形態別 

の理想のライフスタイル像とその差異 

初めに幼児期から青年期前期における主な居住地域別の

理想のライフスタイル像を勘案する.図－3 は,各期の居住

地域ごとにおける平均値を折れ線グラフで表したものであ

る.同図内の縦棒グラフは,各項目内の最大値から最小値を

引いたものであり,項目ごとにおける居住地域間の差異の

大きさを示している. 

表－３ 理想のライフスタイル像の平均値 

36

3
2
2
6

17
1
1
5
1

12

42

1
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6

18

5
1

13

45

1

2
1

15

3

6
1

12

61

2

1

15

4

3

質問分野 質問項目 Avg. Positive /
Negative

 地元に戻って/残って暮らしたい 3.78
 親世帯と同居したい 2.30
 親世帯と同じ地域内で近居したい 3.06
 親世帯と片道30分程度の地域で準近居したい 3.34
 働く場所に近いエリアに住みたい 3.85
 働く場所との距離よりも理想の住環境を優先する 3.37
 家庭と仕事の場所は一緒でもよい 2.99
 賃貸ではなく、自分の家を持ちたい 4.24
 駅前や駅近くに住みたい 3.49
 共同住宅（コレクティブハウス等）に住みたい 1.85
サービス付き高齢者住宅等の施設も選択肢にある 2.21
家族よりも自分の時間を大切にしたい 2.41
自然豊かな地域に住みたい 3.60
隣近所とは日常的に挨拶・会話をしたい 4.06
 ひとつの地域に定住したい 3.89
 その時々で違う地域に住替えたい 2.28
 居住地域での活動に参加したい 3.16

居住場所

定住・転住意向

*そう思う：5,　どちらかというとそう思う：4,　どちらでもない：3
どちらかというとそう思わない：2,　そう思わない：1

Uターン・

近居・同居の意向

働く場所との関係
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図－3 居住地域別による理想のライフスタイル像 

差が見られた項目は,「親世帯と同居したい」,「家庭と仕

事の場所は一緒でもよい」,「賃貸ではなく,自分の家を持ち

たい」,「自然豊かな地域に住みたい」,そして「その時々で

違う地域に住替えたい」である.これらは,概ね幼児期～青年

期前期の最大値と最小値の差が1.00以上開いている（３）. 
同居の意向は,特に都心・都市部居住経験者が低く,比較的

幼児期を団地で過ごした人は高い.職住一体に対する意向

は,幼児期よりも青年期前期になるほど差が表れており,団
地における意向が低く,反対に農村・漁村が高い傾向にある. 
持家志向も同様に青年期前期にかけて差が拡大しており, 

図－4 居住形態別による理想のライフスタイル像 

特に農村・漁村や郊外住宅地に住んでいた人ほど高く,団地

や都心・都市部ほど相対的に低い値となる.自然環境に対し

ては,一貫して約 1.50 の差があり,農村・漁村と郊外住宅地

が高い反面,地方中心市街地や都心・都市部が低い値を取っ

ている.なお転住意向に関しては,幼児期や学童期における

差が大きく,都心・都市部や郊外住宅地と比べて団地に住ん

でいた人ほど比較的肯定的である. 
次に居住形態ごとの差を見る.図－4 は図－3 と同じく各

期における居住形態別の平均値と差を表したものである.
ここでは,特に幼児期と学童期において差が見られた.主な
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項目としては,「親世帯と同じ地域で近居したい」,「親世帯

と片道 30 分ほどの距離で準近居したい」,「働く場所との

距離よりも理想の住環境を優先する」,「賃貸ではなく,自分

の家を持ちたい」,「家族よりも自分の時間を大切にしたい」,
「自然豊かな地域に住みたい」,そして「隣近所とは日常的

に挨拶・会話をしたい」である. 
近居や準近居に関しては,学童期にアパートに住んでい

た人ほどネガティブな傾向にあり,反対に戸建住宅に住ん

でいた人ほど肯定的な意見を持つ.住環境を優先する意向

は,幼児期において差が見られ,アパート居住者が低い傾向

にある.持家志向や自然環境および隣近所との関係性への

意識においては,幼児期と学童期の両方において差が見ら

れ,アパート居住者が低く,戸建住宅経験者が高い.また自分

の時間への意向は,学童期において差が見られており,同様

に戸建住宅経験者とアパート経験者で差が開いている. 

５ まとめ 

 初めに幼児期から青年期前期にかけての居住地域および

居住形態の変容過程を整理した.その結果,主に幼児期から

学童期に移行する際に居住地域や居住形態が変わっており,
子供が小学校に入学する前後で居住環境を変える傾向が伺

える.また郊外住宅地や農村・漁村,地方中心市街地に住んで

いる人や戸建住宅居住者は,住まいや居住環境を変える傾

向が低い.この背景には,これら地域では持家の世帯が一定

数おり,転住するハードルが高いからであると推察される. 
そのうえで本稿において調査対象とした大学生は,「地元

に戻り(残り)たい思いはあるが,親世帯との同居は否定的で

あり,職住近接意向と持家志向が強く,隣近所のコミュニテ

ィは大切にしたうえで特定の地域に定住する」といったラ

イフスタイル像を理想としている.同居よりも準近居の意

向が強い点は,松川が示す郊外地域における現代の若年世

代と親世帯の住居選択傾向６）にも通じており,現代の若者

に共通する嗜好ではないかと思われる. 
しかしながら幼児期～青年期前期にわたる居住地域と居

住形態ごとにおけるライフスタイルの嗜好を比べた結果,
こうした居住経験の差によってこれら理想のライフスタイ

ル像に少なからず差異が生じることが分かった.持家志向

や自然環境に対する意識は,居住地域と居住形態のどちら

においても差が表れていた.しかしながらそのほかの差が

開いた項目は,居住地域と居住形態で異なっており,地域と

住まいが影響を与えるライフスタイル像のポイントは異な

っていると推察される.また居住形態では,差が開いたのは

幼児期と学童期のみであるのに対し,居住地域は青年期前

期においても差が確認されており,より理想のライフスタ

イル像を形作る要因には地域が関係し得るとみられる. 
そして「戸建住宅は,持家志向が高い」や「郊外住宅地や

農村・漁村経験者は自然環境を重視する」などの傾向が伺

えており,幼児期～青年期前期に経験した地域や住まいが

持っていた住環境特性を肯定的に捉える傾向があるとみら

れる.これらのことから,成長段階に経験した住環境・住経験

が彼らの理想のライフスタイル像を形成する内的な要因の

ひとつになると推察する. 
しかしながら本稿は,あくまで一大学における調査に留

まっており,一般化するためにはより規模を拡大した調査

と分析が必要となる.特に私学と国公立による違いや,関西

圏以外の地域における大学生の意向などを相対的に勘案し

ていかなくてはならない.またこうした内的要因は,居住地

域や居住形態のほかに,その地域に対する印象や記憶など

にも起因し得ると考えられるため,そうした観点を充足さ

せて今後の研究を発展させなくてはならない.そのうえで

これら内的要因により形成された理想のライフスタイル像

に対し,先達の研究で示されてきたような外的要因がどの

ように影響して今日の居住地を選択するのか明らかにする

ためには,継続的な追跡調査が必要となる. 
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注釈 

(1) 幼児期から青年期前期は,心身の発達が顕著であり,周
辺環境から受ける印象や影響が画一ではないとみら

れるため,幼児期,学童期,青年期前期に区分して成長段

階で得た居住経験を混同しないよう配慮した. 
(2) 本アンケートでは移住したかどうかは聞いておらず,

あくまで最も長く住んだ地域や居住形態を聞いてい

る.その為,郊外住宅地から別の郊外住宅地に移り住ん

だ場合の移住経験は把握しきれていない. 
(3) 「親世帯と同居したい」は,青年期前期における差が

1.00を下回るが,幼児期・学童期の差が1.25および1.27
と比較的大きいため取り上げた. 
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多拠点生活者の居住動態パターン別の要求に関する研究 

神戸大学大学院工学研究科  前田 充紀 

神戸大学大学院工学研究科  近藤 民代 

I. 背景と目的

近年、定額住み放題サービス（HS）、企業が管理・運営する

ゲストハウスやホテルなどの拠点に定額で自由に滞在する

ことができるサービスを利用した定住しない住まい方が登

場している。COVID-19 の流行以前はフリーランスなど働

く場所と時間にとらわれない一部の人に利用されていたサ

ービスだが、企業のテレワーク推進により住まいと職場を

往復する生活の必要性が低下したため、このサービスを用

いて定住せずに生活する会社員の利用者も増加している。

ここからひとつの住まいに定住する住まい方だけでなく、

HSを利用し住居やHSの拠点を移動する住まい方、つまり

多拠点生活が多様化する住まい方のひとつになるだろう。 

 建築計画学研究では、家族関係や働き方の多様化により

住まいに求めるものが変化していることが示されている。

中村ほか（2020）1)で、情報通信技術の進歩によりコミュニ

ティなどの社会デザインを踏まえたビルディングタイプを

計画する必要性が指摘されている。また、住宅政策学研究

では、雇用と所得の不安定さが増した現代において、戦後

の標準世帯に対応した持ち家取得による定住を前提とした

住宅政策体系が適応しなくなっていることが示されている。

平山（2020）2)は、公共賃貸セクターのストックの減少によ

り、低家賃の住宅型は減少し低所得層の住まいの選択の自

由が奪われたことを問題点として挙げている。以上から、

子育て世帯の持ち家取得を推進するだけでなく、低所得・

単身・借家といった多様な人々が場所や世帯にとらわれず

幅広い選択肢の中から住まい方を選べるシステムを構築し

ていく必要がある。そのためには HS を利用した多拠点生

活がどのような住まい方なのかについて明らかにすること

が、多様な人々が幅広い選択肢の中から住まい方を選べる

システムを構築する手助けになると考えられる。そこで、

本研究では、以下の2つに焦点を当てる。 

1. HS を利用した多拠点生活者の居住動態のパターンはど

のようなものか。ここで、居住動態とは住居や拠点、働き

方などの関係からどのように多拠点を移動しているかを示

したものと定義する。 

2. その生活が人々のどのような要求を満たすのか、また要

求していたもの以上に得られる利点にはどのようなものが

あるのか 

II. 本研究の位置づけ

本研究を取り巻く先行研究には主に2種類の研究がある。

1 つ目は住生活分野における多拠点生活の研究、2 つ目は

建築・都市計画分野におけるシェアハウス（SH）・ゲスト

ハウス（GH）の研究である。 

（1） 多拠点生活研究における本研究の位置づけ 

先行研究には概ね「生活者の特徴」「滞在拠点の事業特性」

「滞在拠点地域の交流実態」を扱うものがあるが、本研究

は「生活者の特徴」の研究の延長に位置づけられる。（表1）

多拠点生活を居住動態という視点で捉えている点が先行研

究と異なる。長谷川（1993）3)の研究は、多拠点生活を居住

が立地する地域から類型化している。しかし、本研究はサ

ービスの特性上、滞在する拠点の地域ではなく、ホームや

拠点、働き方などの関係から多拠点生活を動的に捉える。 

 

（2） SH・GH研究における本研究の位置づけ 

先行研究は「入居者属性と住要求・満足度」、「空間計画と

行為の関係」、「立地が地域に及ぼしている影響」、「事業の

運営・管理」の4つに分類できる（表2）。本研究では、HS

の利用者を中心に「入居者属性と住要求・満足度」に着目

する。丁・小林（2008）4)はゲストハウスを選択する人の特

性および共有空間利用が居住者の交流に与える影響に着目

しているのに対し、本研究は HS の拠点内に留まらない、

移動する住まい方を動的に捉え、そのプロセスがどのよう

に住居観を変容させているかを考察する点が異なる。 

III.多拠点生活の分類

本研究の問いを明らかにするために、多拠点生活を居住動

態パターン別に分類する（表 3）。HS が登場する以前から

多拠点生活という住まい方は存在していた。長谷川（1993）

では、マルチハビテーションという言葉を用いて住まい方

を居住エリアと利用形態、住まいの建て方の観点から類型

化していた。しかし、HSにおいて利用者は様々な選択肢の

中から拠点をその都度選択することができるために、居住

エリアや拠点の建て方ではなく居住動態という観点を用い

ることで HS を利用した多拠点生活がどのような要求を持

って実践されているのかを全体像から把握する。 

 整理にあたっては、マルチハビテーションの類型をまと

めた文献1（長谷川、1993）、2つの拠点両方に仕事場を持

つダブルローカルという住まい方をまとめた文献2（後藤、

2020）5)、HSの中でもADDress6)というサービスの利用者を

生活者の特徴 滞在拠点の事業特性 滞在拠点地域の交流実態

長谷川（1993） 井上、牧山（2011） 井上、牧山（2009）

河内、森永（2019）

本研究の位置づけ

表―１多拠点生活研究における本研究の位置づけ 

表―２ゲストハウス研究における本研究の位置づけ 
入居者の住要求・満足度 空間計画と行為との関係 立地が地域に及ぼす影響 事業の運営・管理

石川（2014） 中村ほか（2009）

長田（2015） 石川・山村（2014）

西出（2012）

猪熊・成瀬（2016）

本研究の位置づけ

丹羽・布野（2005）

丁・小林（2008）

真野・片岡（2017）
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対象にアンケートが行われた「ADDress多拠点生活 利用実

態レポート 2021年版」7)（以下、文献3）を参照し、ホー

ムの有無、HS利用の有無から4つに分類し、それぞれの拠

点数、仕事場、拠点への要求を示した。ここで、ホームと

は居を構える場所（住居の所有・賃貸双方を含み、住宅サ

ブスク賃貸借契約は除く）を示す。 

（1） 往復型 

ホームを2つ持ち、ひとつを主たる住まい、もうひとつを

従たる住まいとして仕事や家族の生活条件に応じてそこを

往復する。住居の建て方は戸建てや集合住宅で、主たる住

まいに家族全員で住まい、従たる住まいは家族の全員また

は一部が利用する。文献1から住まいへの要求としては、

平日は通勤するためにアクセスのよい利便性の高い都心、

週末は豊かな自然環境で過ごせる郊外というものがある。

さらに、郊外では、都心では得られない家族で独立した空

間のある良好な住環境の確保を求め、趣味や個別活動、保

養などを目的に過ごす。また、文献2は、余暇活動を目的

としてもうひとつの住まいを利用するのではなく、両方を

仕事場の拠点として生活するダブルローカルという住まい

方について述べている。 

（2） 放浪型 

放浪型とは、ホームを持たずに移動しながらの生活を指す

（通称アドレスホッパー）。宿泊場所は、ホテル・ゲストハ

ウス・マンスリーマンションなどで、フリーランスで会社

に出社する必要がなくパソコンさえあれば完結する仕事を

している。家電や家具などの荷物が必要なく、賃貸契約と

いった縛りがない。そのため、多くの人と出会いたい、趣

味を追求したいなど自身の要求に合わせ自分の好きな場所

に好きなタイミングで移動しながら生活することができる。 

（3） リターン型 

ホームを持ち、かつ HS を利用して、自身の目的に合わせ

その都度 HS の拠点を選択、そして滞在し、自身の住居へ

と帰る。ADDress利用者全体のうち約半数はこの型に入り、

主たる住まいを賃貸住宅や持ち家、分譲マンションとして

いる（文献3）。拠点への要求としては、ワーケーションや

観光・休暇目的が挙げられる。往復型との違いは、滞在す

る拠点が固定でないため同じ拠点の利用頻度が利用者の要

求によって変化する点である。さらに、要求に関して、往

復型は仕事をする場所とそうでない場所が明確に分けられ

ていたが、リターン型では、拠点の共用部や個室でも働く

ことを目的としている（文献3）。 

（4） ホッピング型 

ホームを持たずに HS の拠点を主な生活拠点とし生活する。

文献3によると、ADDress利用者全体のうち約4割がこの

型に入る。 

IV. 調査方法

国内のHSの主要事業者であるADDressの会員を分析対象

とし、SNSによるプレ調査（配布64件、回答7件）を2021

年2月1日～14日の期間で行った。以下では、住居の所有

の有無から前章の居住動態パターン毎に回答7件（利用者

①～⑦）を分類する。次に、対象者の住居、職業、HSに興

味を持ったきっかけに拠点の利用状況と感じる魅力がどの

ように変化するかを示し、文献3の結果と比較し類似点と

相違点を比較する。そして、HSを利用した多拠点生活がど

のように住まいに対する要求を変化させていくのかを考察

する。 

V. HS利用者の居住動態パターンと要求

居住動態を分類した結果、利用者①～④がリターン型、利

用者⑤～⑦がホッピング型となった。以下でパターン別の

住居、拠点別の利用状況、職業、拠点別の利用状況、HSに

興味を持ったきっかけ、拠点および非定住の魅力を示す。 

（1） 利用者①～④（リターン型） 

利用者①（表4）の「景色のよい所で働きたくなった」とい

う要求に対し「ワークスペースからの景色」の評価が4で

表―４利用者①（リターン型） 
年齢 38 興味を持ったきっかけ

所在地 兵庫県 定住の暮らしに疑問を感じた ○

建て方 シェアハウス 田舎で暮らしたくなった ○

同居人 非親族 自宅と職場の往復暮らしが退屈になった

職業1 撮影関係 景色のよい所で働きたくなった ○

職場1 なし 在宅勤務がいやになった
職業2 映像制作 ワンルームマンションが嫌になった
職場2 なし 過疎地域の活性化に貢献したい ○

リモートワーク割合 [日/週] 3 その他 ○

利用日数[日/月] 16~20

利用拠点数 11~20

よく利用する地域 南関東
開始時期 2020年4月 1 あてはまらない 4 ややあてはまる

2 ややあてはまらない 5 あてはまる
3 どちらでもない

拠点の魅力 非定住の魅力

ワークスペースからの景色 4 家族の役割から解放される 1

家守の人柄 4 在宅ワークでは仕事モードにならない 4

近くに美味しい飲食店がある 4 2つの切り替えのために場所を変える 4

仲良くなった地元民と会える 4 オンとオフの混在が心地よい 4

仕事の合間に遊べる場所がある 4 日常からの逸脱が仕事の創造性を向上 4

自然に触れられる 5 未知の世界と出会える 5

家守からの情報がある 4 異なる業種や職種の人と繋がれる 5

色んな人との出会いがある 5 持ち物が減って身軽になる 4

複数の行為が1拠点に完結している 5 その他

住居

職業

拠点

利用状況

元々、海外を含めたデジタルノマドの生活に関心があ

り、日本国内のサービスもトライしてみたかった。

表―３多拠点生活の分類 
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あることから、HS の拠点は利用者①の要求を満たしてい

る。しかし、魅力についてより高い評価であるのは「色ん

な人との出会いがある」「異なる業種や職種の人と繋がれる」

といった人と出会うことに関する内容である。 

 利用者②（表5）の「田舎で暮らしたくなった」「田舎も

悪くないと思うようになった」という要求に対し、「近くに

美味しい飲食店がある」「仲良くなった地元民と会える」「自

然に触れられる」の評価から、②は地域の観光や地元民と

の交流よりも都心にはない自然の中での生活を HS の拠点

に求めている。 

 利用者③（表6）の「日常に刺激がほしい」という要求に

対して、①や②に比べ利用日数・拠点利用数が少ないが「色

んな人との出会いがある」「異なる業種や職種の人と繋がれ

る」の評価が最も高いことから、様々な人と出会うことで

刺激を得るためには、必ずしも利用拠点数を増やす必要は

ない。また、「景色の良いところで働きたくなった」「在宅

勤務がいやになった」への要求がなく「ワークスペースか

らの景色」「オンとオフの混在が心地よい」の評価から、働

く目的では HS の拠点を利用していない。一方、リターン

型でホームがあるにも関わらず、「持ち物が減って身軽にな

る」とは具体的にどのような点を身軽だと感じているのか

が不明である。 

 利用者④（表7）について、「ワンルームマンションが嫌

になった」という要求と「在宅勤務が嫌になった」わけで

はないことからリモートワークの場としてホームの代わり

に HS の拠点を求めていたわけではない。しかし①と同様

に HS の拠点は④の働く環境に対する要求を満たしている。 

（2） 利用者⑤～⑦（ホッピング型） 

利用者⑤（表 8）の「ツアーガイドとして日本中の観光地

や面白い人たちとの繋がりを広げたいと思った」という要

求に対する「色んな人との出会いがある」「異なる業種や職

種の人と繋がれる」の評価と自由記述から HS を利用した

生活がその要求を満たしている。しかし、「家守の人柄」「家

守からの情報がある」と「仲良くなった地元民と会える」

の評価から、⑤は繋がりの内容として、家守から地域の情

報を得ることを求めていない。 

利用者⑥（表9）について、「家守の人柄」「仲良くなった地

元民と会える」「色んな人との出会いがある」の評価からHS

を利用した生活は家守や他の利用者に加えて地元民と会え

る点も魅力になっている。一方、「東京に疲れた」という要

求に対する自由記述からは、どのように見え方が変わった

表―８利用者⑤（ホッピング型） 
年齢 31 興味を持ったきっかけ

所在地 なし 定住の暮らしに疑問を感じた
建て方 - 田舎で暮らしたくなった
同居人 - 自宅と職場の往復暮らしが退屈になった ○

職業1 ツアーガイド 景色のよい所で働きたくなった
職場1 なし 在宅勤務がいやになった ○

職業2 オンライン講師 ワンルームマンションが嫌になった
職場2 なし 過疎地域の活性化に貢献したい
リモートワーク割合 [日/週] 7 その他 ○

利用日数[日/月] 21~25

利用拠点数 11~20

よく利用する地域 北関東

開始時期 2020年8月 1 あてはまらない 4 ややあてはまる
2 ややあてはまらない 5 あてはまる
3 どちらでもない

拠点の魅力 非定住の魅力

ワークスペースからの景色 4 家族の役割から解放される 5

家守の人柄 3 在宅ワークでは仕事モードにならない 2

近くに美味しい飲食店がある 3 2つの切り替えのために場所を変える 3

仲良くなった地元民と会える 5 オンとオフの混在が心地よい 5

仕事の合間に遊べる場所がある 4 日常からの逸脱が仕事の創造性を向上 5

自然に触れられる 4 未知の世界と出会える 5

家守からの情報がある 3 異なる業種や職種の人と繋がれる 5

色んな人との出会いがある 5 持ち物が減って身軽になる 5

複数の行為が1拠点に完結している 4 その他 ○

自由記述：自分と価値観の合う人たちと出会える。雑談から仕事の関係が発生する面白さがある。

住居

職業

拠点

利用状況

ツアーガイドとして日本中の観光地や面白い人たちと

の繋がりを広げたいと思った
表―６利用者③（リターン型） 

年齢 53 興味を持ったきっかけ

所在地 東京都 定住の暮らしに疑問を感じた ○

建て方 一戸建て (持ち家) 田舎で暮らしたくなった

同居人 その他親族 自宅と職場の往復暮らしが退屈になった

職業1 フリーランス 景色のよい所で働きたくなった
職場1 東京都 在宅勤務がいやになった
職業2 - ワンルームマンションが嫌になった
職場2 - 過疎地域の活性化に貢献したい

リモートワーク割合 [日/週] 7 その他 ○

利用日数[日/月] 6~10

利用拠点数 1~5

よく利用する地域 南関東
開始時期 2019年4月 1 あてはまらない 4 ややあてはまる

2 ややあてはまらない 5 あてはまる
3 どちらでもない

拠点の魅力 非定住の魅力

ワークスペースからの景色 1 家族の役割から解放される 4

家守の人柄 5 在宅ワークでは仕事モードにならない 3

近くに美味しい飲食店がある 3 2つの切り替えのために場所を変える 3

仲良くなった地元民と会える 4 オンとオフの混在が心地よい 3

仕事の合間に遊べる場所がある 4 日常からの逸脱が仕事の創造性を向上 5

自然に触れられる 4 未知の世界と出会える 5

家守からの情報がある 4 異なる業種や職種の人と繋がれる 5

色んな人との出会いがある 5 持ち物が減って身軽になる 5

複数の行為が1拠点に完結している 1 その他

住居

職業

拠点

利用状況

日常に刺激が欲しかった

表―７利用者④（リターン型） 
年齢 31 興味を持ったきっかけ

所在地 愛知県 定住の暮らしに疑問を感じた ○

建て方 集合住宅(賃貸) 田舎で暮らしたくなった
同居人 その他親族 自宅と職場の往復暮らしが退屈になった

職業1 講師 景色のよい所で働きたくなった ○

職場1 東京都 在宅勤務がいやになった
職業2 制作 ワンルームマンションが嫌になった ○

職場2 東京都 過疎地域の活性化に貢献したい
リモートワーク割合 [日/週] 6 その他
利用日数[日/月] 11~15

利用拠点数 1~5

よく利用する地域 南関東

開始時期 2021年1月 1 あてはまらない 4 ややあてはまる
2 ややあてはまらない 5 あてはまる
3 どちらでもない

拠点の魅力 非定住の魅力

ワークスペースからの景色 5 家族の役割から解放される 1

家守の人柄 5 在宅ワークでは仕事モードにならない 3

近くに美味しい飲食店がある 5 2つの切り替えのために場所を変える 4

仲良くなった地元民と会える 5 オンとオフの混在が心地よい 5

仕事の合間に遊べる場所がある 4 日常からの逸脱が仕事の創造性を向上 5

自然に触れられる 5 未知の世界と出会える 4

家守からの情報がある 5 異なる業種や職種の人と繋がれる 5

色んな人との出会いがある 5 持ち物が減って身軽になる 5

複数の行為が1拠点に完結している 5 その他 ○

自由記述：ゲストハウスなども利用ができるようになってきて、選択肢が広がったこと

住居

職業

拠点

利用状況

表―５利用者②（リターン型） 
年齢 40 興味を持ったきっかけ

所在地 奈良県 定住の暮らしに疑問を感じた ○

建て方 シェアハウス田舎で暮らしたくなった ○

同居人 その他親族 自宅と職場の往復暮らしが退屈になった ○

職業1 会社員 景色のよい所で働きたくなった ○

職場1 東京都 在宅勤務がいやになった
職業2 - ワンルームマンションが嫌になった
職場2 - 過疎地域の活性化に貢献したい
リモートワーク割合 [日/週] 3 その他
利用日数[日/月] 6~10

利用拠点数 6~10

よく利用する地域 南関東

開始時期 2020年1月 1 あてはまらない 4 ややあてはまる
2 ややあてはまらない 5 あてはまる
3 どちらでもない

拠点の魅力 非定住の魅力

ワークスペースからの景色 4 家族の役割から解放される 2

家守の人柄 4 在宅ワークでは仕事モードにならない 3

近くに美味しい飲食店がある 3 2つの切り替えのために場所を変える 3

仲良くなった地元民と会える 3 オンとオフの混在が心地よい 3

仕事の合間に遊べる場所がある 4 日常からの逸脱が仕事の創造性を向上 4

自然に触れられる 4 未知の世界と出会える 5

家守からの情報がある 4 異なる業種や職種の人と繋がれる 5

色んな人との出会いがある 5 持ち物が減って身軽になる 2

複数の行為が1拠点に完結している 4 その他 ○

自由記述：田舎も悪くないと思うようになった

住居

職業

拠点

利用状況
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のかは不明である。 

利用者⑦（表10）の「全国を定額で移動できること」とい

う要求と自由記述から、その地域にどんな施設や環境があ

るか、拠点にどのような設備があるかよりも人との繋がり

が利用者⑦の生活を充実させていることがわかる。 

（3） 利用者①～⑦と文献3の比較 

人と出会うことに関する評価が高いのは、文献 3 の

「ADDress利用実態：満足度と理由」においても、「人との

交流」が 68.3%と 2番目に高かったことからわかる。しか

し、利用者②や⑤のように、家守・他の利用者・地域住民

の中で誰とどのような人との交流を求めているかは個人に

よって異なり、本研究では、交流の具体的な内容は不明で

ある。2つ目に、ホッピング型でも常にADDressの拠点を

利用しているわけではないことがわかったが、利用してい

ない期間をどのように過ごしているかはわからなかった。

3 つ目に、月の利用頻度や拠点利用数はわかったが、住居

と拠点の移動の仕方といった具体的な動態をとらえること

ができなかった。例えば、頻繁に利用する拠点はあるのか、

あるならば数ある選択肢の中からその拠点を選択するに至

った要因はなにか、また、1 回の利用で何泊するのかなど

である。 

VI. まとめ

多拠点生活の居住動態は、住まいと働き方の関係によっ

て 4 つに分類することができ、HS を利用したリターン型

とホッピング型には拠点においてリモートワークの場の役

割がある。また、HSを利用する目的は、自然の豊かさや快

適に働ける場所といった環境であるが、拠点や多拠点生活

が魅力に感じるかどうかは家守や他の HS 利用者などの人

と出会いどのように関わるかも影響する。文献1が住居の

4つの機能のひとつとして示す交流端末とは、血縁、地縁、

知縁の 3 つを表しているが、HS の多拠点生活は交流端末

として別の性格を持つと考えられる。 

 今年度は本格調査によって HS を用いて多拠点で暮らす

ことで、その後どのように拠点やホーム、住まい方に対す

る要求が高まっていくのかを明らかにしていく予定である。

例えば、交流に関して、家守や地域住民からは地域の情報

が得られるが、他の利用者とは一緒に料理をし食事をする

中で生活の質が向上するというような違いがあると考えら

れる。そのような場が活発な拠点ほど繰り返し利用される

ことが多くなるのではないだろうか。また、ホッピング型

の場合は、他の HS を利用しているのか、または、放浪型

のように自由に拠点を探しているのかなどからADDressの

拠点を使う場合とそうでない場合の違いに着目する。上記

を分析することにより、1 つのホームに定住する住まい方

では満たせない要求を満たす住まいやその周辺地域の空

間・機能がどのようなものかに対する知見を得る。 

【参考文献】 

1) 中村陽一、高宮知数、五十嵐太郎、槻橋修（2020）「新

しい空間と社会のデザインがわかる ビルディング

タイプ学 入門」、誠文堂新光社 

2) 平山洋介（2020）「「仮住まい」と戦後日本-実家住まい・

賃貸住まい・仮設住まい」、青土社 

3) 長谷川文雄、ヒューマンルネッサンス研究所（1993）

「定住を超えて マルチハビテーションへの招待」、

清文社 

4) 丁志映、小林秀樹（2008）「都心部における単身者向

けのシェア居住に関する研究 -ゲストハウスの選択

理由と規模別による共用空間の使われ方-」都市住宅

学、第63号、pp.75-80 

5) 後藤寿和、池田史子（2020）「ダブルローカル 複数

の視点・なりわい・場をもつこと」、木楽舎 

6) 株式会社アドレス、ADDress、日本語、 

https://address.love/、2021/4/25 

7) 株式会社アドレス、ADDress 多拠点生活 利用実態レ

ポート 2021年版、日本語、 

https://address.love/column/?p=215、2021/5/14 

表―９利用者⑥（ホッピング型） 
年齢 26 興味を持ったきっかけ

所在地 なし 定住の暮らしに疑問を感じた
建て方 - 田舎で暮らしたくなった
同居人 - 自宅と職場の往復暮らしが退屈になった

職業1 ディレクター 景色のよい所で働きたくなった
職場1 東京都 在宅勤務がいやになった ○

職業2 - ワンルームマンションが嫌になった
職場2 - 過疎地域の活性化に貢献したい
リモートワーク割合 [日/週] 7 その他 ○

利用日数[日/月] 6~10

利用拠点数 6~10

よく利用する地域 南関東

開始時期 2021年1月 1 あてはまらない 4 ややあてはまる
2 ややあてはまらない 5 あてはまる
3 どちらでもない

拠点の魅力 非定住の魅力

ワークスペースからの景色 4 家族の役割から解放される 1

家守の人柄 5 在宅ワークでは仕事モードにならない 1

近くに美味しい飲食店がある 2 2つの切り替えのために場所を変える 1

仲良くなった地元民と会える 5 オンとオフの混在が心地よい 1

仕事の合間に遊べる場所がある 4 日常からの逸脱が仕事の創造性を向上 5

自然に触れられる 5 未知の世界と出会える 5

家守からの情報がある 4 異なる業種や職種の人と繋がれる 4

色んな人との出会いがある 5 持ち物が減って身軽になる 5

複数の行為が1拠点に完結している 2 その他 ○

住居

職業

拠点

利用状況

東京に疲れた

自由記述：東京に関する見え方が変わったこと

表―１０利用者⑦（ホッピング型） 
年齢 53 興味を持ったきっかけ

所在地 なし 定住の暮らしに疑問を感じた
建て方 - 田舎で暮らしたくなった
同居人 - 自宅と職場の往復暮らしが退屈になった

職業1 - 景色のよい所で働きたくなった

職場1 - 在宅勤務がいやになった
職業2 - ワンルームマンションが嫌になった
職場2 - 過疎地域の活性化に貢献したい
リモートワーク割合 [日/週] - その他 ○

利用日数[日/月] 16~20

利用拠点数 11~20

よく利用する地域 とくに決まっていない

開始時期 2020年7月 1 あてはまらない 4 ややあてはまる

2 ややあてはまらない 5 あてはまる
3 どちらでもない

拠点の魅力 非定住の魅力

ワークスペースからの景色 4 家族の役割から解放される 1

家守の人柄 5 在宅ワークでは仕事モードにならない 1

近くに美味しい飲食店がある 2 2つの切り替えのために場所を変える 2

仲良くなった地元民と会える 4 オンとオフの混在が心地よい 2

仕事の合間に遊べる場所がある 4 日常からの逸脱が仕事の創造性を向上 2

自然に触れられる 4 未知の世界と出会える 4

家守からの情報がある 4 異なる業種や職種の人と繋がれる 4

色んな人との出会いがある 5 持ち物が減って身軽になる 4

複数の行為が1拠点に完結している 1 その他 ○

住居

職業

拠点

利用状況

全国を定額で移動できること

自由記述：家、や住む、ということに関する概念が変わり、パラダイムシフトが起きる、人との繋がりが想像以上

に楽しい。日々の生活に幸せを感じるようになる
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「道の駅」への生活利便施設の集約化がもたらす日常生活満足度の変化に関する研究 

和歌山工業高等専門学校環境都市工学科 坂本 祐輔 
和歌山工業高等専門学校環境都市工学科 伊勢 昇 

和歌山県東牟婁振興局 野中 大暉 

和歌山市都市建設局 湊 絵美 

１．はじめに 
「道の駅」制度創設以降、様々な機能が「道の駅」に期

待されるようになった。さらに、令和元年 11 月の提言で

は、2020～2025年を「道の駅」の第3ステージと位置づけ、

今後の主な課題の1つに「少子高齢化への対応」が挙げら

れるとともに、「目指すべき社会像と道路政策の方向性」の

中で、「住民の生活やモビリティサービスの拠点機能の強化」

が「道の駅」に求められている。 
以上のことから、地域の状況に即した「道の駅」におけ

る生活拠点機能の強化について、定量的な議論を可能にす

るための知見の蓄積が喫緊の課題の1つと言えよう。 
そこで、「道の駅」の生活拠点機能に関連する既往研究を

概観すると、「道の駅」内あるいは周辺への生活利便施設の

集約化の合理性や有効性が言及される中で 1)、伊勢らは、

公共性と経済性のバランスの重要性を示唆した上で、生活

利便施設を備えた「道の駅」の需要 2)や当該「道の駅」整備

による周辺地域住民の日常生活の変化 3) 4)について要因分

析を行い、それぞれについて、規定要因とその影響度を定

量的に明らかにしている。 
その一方で、1)生活の質(QOL)を測る一指標である日常

生活満足度 5)については取り扱われていない点や、2)要因

分析において、国勢調査や国土数値情報等といった小地域

レベルあるいはポイントデータとして全国的に整備されて

いるデータベースでは作成が困難な独自指標が説明変数と

して組み込まれている点が課題として残されている。つま

り、構築されたモデルは、生活利便施設を備えた「道の駅」

の需要や整備効果を小地域レベルで推計可能な仕様にはな

っておらず、生活の質の観点から「道の駅」の必要性を議

論することは困難な状況にあると言える。 
そこで、本研究では、生活利便施設を備えた「道の駅」

の整備による日常生活満足度の変化について、小地域レベ

ルで推計可能な統計モデルの構築並びに推計を行う。 

２．研究対象「道の駅」の概要 
本研究では、和歌山県九度山町の「柿の郷くどやま」を

研究対象「道の駅」とした。 
当該「道の駅」は、九度山町民へのアンケート調査結果

6)に基づき、2014年4月26日に整備された「道の駅」であ

り、周辺地域住民の生活の質(QOL)の向上が設置目的の 1
つとして位置づけられていることから、「道の駅」の基本コ

ンセプト(休憩機能、情報発信機能、地域連携機能)に加え

て、買い物施設や食事施設、公園といった生活利便施設を

備えている。 

続いて、当該「道の駅」の立地条件について見ると、当

該「道の駅」は南海高野線九度山駅から約 900m の位置に

立地しており、鉄道駅徒歩圏(800m)7)外ではあるものの、

鉄道駅からの徒歩によるアクセス性は比較的優れていると

言える。その一方で、バスについては、九度山町内にバス

路線(コミュニティバスを含む)がないため、隣接市(橋本

市)のコミュニティバスのバス停が最寄りのバス停となり、

そこから当該「道の駅」までの距離(約600m)はバス停徒歩

圏(300m)7)の約2倍である上に、運行頻度は6便/日と少な

いことから、当該「道の駅」へのバスによるアクセス性の

低さが窺われる。 

３．アンケート調査の概要 
１．で記した目的を達成するために、個人属性、周辺環

境、「柿の郷くどやま」の利用実態、「柿の郷くどやま」の

開駅による日常生活満足度の変化を主たる項目として、

2016 年 10～12 月に「柿の郷くどやま」が立地する九度山

町の住民にアンケート調査を実施した。 
調査対象は、九度山町の全世帯(世帯員2名(幼児・学生

を除く)とし、配布回収方法は、訪問配布・郵送回収とした

(配布世帯数：1,641世帯(3,282人）、回収世帯数：458世帯

(718人)、回収率：27.9%)。 

４．「道の駅」における生活利便施設の利用実態 
各施設の利用の組み合わせパターンの集計結果を図－１

に示す。 
これを見ると、買い物施設と食事施設を利用している人

(P2(買い物+食事))が29.8%と最も多く、次いで、買い物施

設のみを利用している人(P1(買い物))が 26.4%、3 つの施

設全てを利用している人(P4(買い物+食事+公園))が 8.0%
となっている。その一方で、食事施設のみを利用している 

図－１ 各施設の利用の組み合わせパターン 
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人は3.0%と低くなっていることがわかる。 
従って、九度山町民の多くは、買い物施設を中心に、当

該「道の駅」の生活利便施設を利用していると言える。 

５．生活利便施設の整備による日常生活満足度の変化に関

する基礎的分析 

（１）日常生活満足度の変化の概要 
本アンケート調査における「柿の郷くどやま」の開駅に

よる日常生活満足度の変化」に関する設問では、「「柿の郷

くどやま」ができたことによって、日常生活に対する満足

度に変化はありましたか？」という質問に対して、当該「道

の駅」の開駅前と開駅後の2時点についてそれぞれ回答し

てもらう形式を採用している。なお、その選択肢は、「大変

満足(2点)」、「少し満足(1点)」、「普通(0点)」、「少し不満

(-1点)」、「大変不満(-2点)」の5段階とした。 
従って、本研究における「「柿の郷くどやま」の開駅によ

る日常生活満足度の変化」とは、当該「道の駅」の開駅後

の日常生活満足度から開駅前の日常生活満足度を差し引い

た値を指し、その値の取り得る範囲は-4～4点となる。 

（２）生活利便施設の整備ケース 
「柿の郷くどやま」に整備されている生活利便施設(買い

物施設、食事施設、公園)に着目した場合、それらの整備の

組み合わせパターンは、図－１で示す各施設の利用の組み

合わせパターンと同様に、合計 7 つである(全く整備しな

いケースを除く)。 
本研究では、４．において比較的利用割合の高かった組

み合わせパターンに該当する施設整備ケースとして、以下

の3つの施設整備ケースを取り扱うこととした。 
ケース1：買い物施設整備ケース 

(買い物施設のみを整備したケース) 

ケース2：買い物施設+食事施設整備ケース 
(買い物施設と食事施設を整備したケース) 

ケース3：買い物施設+食事施設+公園整備ケース 
(買い物施設と食事施設、公園を整備したケース) 

（３）施設整備ケースと日常生活満足度の変化の取り扱い 
まず、「買い物施設整備ケース」は、買い物施設のみを整

備するケースである。図－１に示す通り、買い物施設を利

用するパターンはP1～P4の4つが該当するが、P1以外の

買い物施設利用者は、当該「道の駅」内に買い物施設以外

の施設(食事施設や公園)も整備されていることを理由に買

い物施設を利用している場合が考えられる。その場合、買

い物施設のみを整備しても利用が見込めず、日常生活満足

度の変化が発生し得ないことから、本ケースにおいては、

確実な利用と日常生活満足度の変化の可能性が見込める

P1に該当するサンプル以外の日常生活満足度の変化を0点
とする。次に、「買い物施設+食事施設整備ケース」は、買

い物施設と食事施設を整備するケースである。買い物施設

あるいは食事施設を利用するパターンは P1～P6 の 6 つが

該当するが、「買い物施設整備ケース」において詳述した日

常生活満足度の変化の取り扱いの考え方に基づいて、本ケ

ースでは、P1、P2、P5に該当するサンプル以外の日常生活

満足度の変化を0点とする。最後に、「買い物施設+食事施

設+公園整備ケース」は、3つの全ての施設を整備するケー

スである。これについては、全ての利用パターンを可能に

するケースであることから、日常生活満足度の変化に特に

変更を加えることなく、そのまま活用する。 

（４）分析結果 
施設整備ケース別に日常生活満足度の変化について分析

した結果を図－２に示す。 
なお、本分析では、比較のために「基本施設のみ」(基本

施設のみを整備した場合)の日常生活満足度の変化につい

ても分析している。「基本施設のみ」とは、「道の駅」の登

録要件を満足する最低限の施設(休憩機能、情報発信機能、

地域連携機能)のみが整備されたケース、つまり、生活利便

施設が全く整備されていないケースを指す。従って、「基本

施設のみ」については、５．（３）の考え方に基づいて、P1
～P7 に該当するサンプルの日常生活満足度の変化を 0 点

とした。 
図－２を見ると、基本施設のみを整備しただけでは、ほ

ぼ全ての人の日常生活満足度に変化が生じないことが分か

る。その一方で、生活利便施設が整備された3つのケース

では、10.2～32.5%の範囲で日常生活満足度が向上している

ことが確認できる。また、整備施設数が多くなるに従って、

日常生活満足度が向上する人が多くなる傾向にあることも

見て取れる。 
以上のことから、「道の駅」における生活利便施設の整備

や集約化は、周辺地域住民の日常生活満足度の向上に多少

なりとも効果をもたらすことが期待できる結果となった。 

図－２ 「道の駅」の開駅による日常生活満足度の変化 

６．生活利便施設を備えた「道の駅」の整備による日常生

活満足度の変化に関する要因分析 

（１）使用する説明変数 
１．で述べた通り、本研究では、生活利便施設を備えた
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「道の駅」の整備効果を小地域レベルで推計可能にするこ

とを主たる目的としている。従って、本章で構築する統計

モデルは、5次メッシュ(250mメッシュ)レベルあるいはポ

イントデータとして全国的に整備されているデータベース

に基づいて作成可能な指標のみを説明変数に使用する。 

（２）分析の流れ 
分析の流れを示すと、第一に、個人属性や周辺環境に関

する説明変数と日常生活満足度の変化(目的変数)との関係

性について統計的検定を行う。第二に、統計的検定によっ

て有意性が認められた説明変数と日常生活満足度の変化

(目的変数)に関するデータに重回帰分析を適用することで

モデルの構築を行う。 
なお、以上の流れの中で、多重共線性や統計的検定に基

づく有意性の両方を勘案して、説明変数の選定やカテゴリ

ーの統合等を行う。 

（３）モデルの構築の結果 
3 つの施設整備ケースにおけるモデル構築結果を表－１

～３に示す。 
表－１を見ると、買い物施設を備えた「道の駅」は、最

寄り駅から 3km 以内に居住する人(非高齢単身者を除く)

の日常生活満足度の向上に比較的効果があると言える。 

表－２及び３においては、事前の統計的検定において有

意性が認められたアイテム及びカテゴリーのほとんどが共

通しており、また、その傾向も類似していることが分かる。 

表－１ モデル構築結果（ケース１） 

説明変数 
偏回帰 
係数 

標準 
偏回帰
係数 

家族類型 
非高齢単身 -0.143 -0.040 

その他 0 0 

自宅から最寄り鉄道駅までの距離 
3km以下 0.170** 0.085 

3km以上 0 0 

定数項 0.009 - 

***:1%有意, **:5%有意, *:10%有意 
サンプル数:677, 重相関係数:0.0967, F値:3.1810**(分散分析結果)

表－２ モデル構築結果（ケース２） 

説明変数 
偏回帰 
係数 

標準 
偏回帰
係数 

性別年齢 

男性及び65歳
未満の女性 

-0.206*** -0.106 

その他 0 0 

自宅から最寄り鉄道駅までの距離 
3km以下 0.234* 0.075 

3km以上 0 0 

自宅から「柿の郷くどやま」までの距離 –  

自宅から最寄り生鮮食料品店までの距離 

-9 ~ -6km 0.760** 0.119 

-6 ~ 2km 0.169 0.034 

2km以上 0 0 

自宅から「柿の郷くどやま」までの距離 

200m以下 0.448* 0.083 

201m ~ 8km 0.200 0.066 

8km以上 0 0 

定数項 -0.025 - 

***:1%有意, **:5%有意, *:10%有意 
サンプル数:659, 重相関係数:0.1890, F値:4.0262***(分散分析結果)

表－３ モデル構築結果（ケース３） 

説明変数 
偏回帰 
係数 

標準 
偏回帰
係数 

性別 
男性 -0.152* -0.075 

女性 0 0 

自宅から最寄り鉄道駅までの距離 
3km以下 0.201 0.058 

3km以上 0 0 

自宅から「柿の郷くどやま」までの距離 –  

自宅から最寄り生鮮食料品店までの距離 

-9 ~ -6km 0.725* 0.103 

-6 ~ 2km 0.247 0.046 

2km以上 0 0 

自宅から「柿の郷くどやま」までの距離

500m以下 0.473** 0.172 

501m ~ 8km 0.160 0.067 

8km以上 0 0 

定数項 -0.033 - 

***:1%有意, **:5%有意, *:10%有意 
サンプル数:656, 重相関係数:0.1879, F値:3.9577***(分散分析結果)

具体的には、買い物施設と食事施設を備えた「道の駅」

あるいは、買い物施設と食事施設、公園を備えた「道の駅」

は、共通して、次のような特徴を有する人々の日常生活満

足度の向上に比較的効果があると言える：1)高齢女性、2)
鉄道駅や当該「道の駅」の近くに居住、3)最寄りの生鮮食

料品店よりも当該「道の駅」の方が近い。 
なお、当該「道の駅」と最寄り生鮮食料品店との位置関

係については、当該「道の駅」が最寄り生鮮食料品店より

も多少遠くても、「道の駅」整備による日常生活満足度の向

上が見込める結果となっている。これは、「道の駅」の生活

利便施設の集積度が起因している可能性が考えられる。さ

らに、ケース3において、年齢の有意性が認められていな

い点については、高齢女性から子育て世代の若年女性まで

幅広い世代に公園が利用されていることが一因として考え

られる。 

７．生活利便施設を備えた「道の駅」の整備による日常生

活満足度の変化に関する推計 

（１）使用データ 
推計に使用する変数とその作成に必要なデータの出典は

表－４の通りである。なお、推計対象メッシュは、人が住

んでいるメッシュ(5次メッシュ)のみとした。 
また、周辺環境変数の作成に必要な、1)自宅から最寄り 

表－４ 使用変数及びデータ出典 

分類 使用変数 データの出典 

人口 
●性別人口
●性別年齢階層別人口

●国勢調査データ
(5次メッシュ)

周辺 
環境 

●自宅から最寄り鉄道駅までの
距離

●自宅から「柿の郷くどやま」
までの距離

●自宅から「柿の郷くどやま」
までの距離 － 自宅から最寄
り生鮮食料品店までの距離

●国土数値情報
●電子電話帳(業務
版Special)
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鉄道駅までの距離、2)自宅から最寄り生鮮食料品店までの

距離、3)自宅から「柿の郷くどやま」までの距離について

は、各メッシュの重心から各施設までの最短距離とした。 

（２）推計結果 
推計結果を図－３～５に示す。なお、赤色が濃いほど、 

日常生活満足度の改善度合いが大きいことを意味する。 
推計の結果、「柿の郷くどやま」や鉄道駅に近くなるに従

って、日常生活満足度の改善度合いが大きくなる傾向が見

て取れる。また、各ケースにおいて九度山町全体での日常 

図－３ 推計結果（ケース１） 

図－４ 推計結果（ケース２） 

図－５ 推計結果（ケース３） 

生活満足度変化量を計算した結果、ケース1は826点、ケ

ース2は1965点、ケース3は2480点となった。さらに、

生活利便施設の集約度が増すにつれて、日常生活満足度の

改善度合いが大きい(濃い赤色の)メッシュが増加する様子

も窺える。 
以上のことから、「道の駅」における生活利便施設の集約

化は、町全体での日常生活満足度の向上はもとより、日常

生活満足度の大幅な改善が見込まれる地域の増加にもつな

がると言えよう。 

８．まとめ 
本研究では、生活利便施設を備えた「道の駅」の整備に

よる日常生活満足度の変化について、小地域レベルで推計

可能な統計モデルの構築並びに推計を行った。 
本研究の主要な成果は以下の通りである。 
1）モデルの構築を通じて、3つの施設整備ケースにおけ

る日常生活満足度の変化の規定要因とその影響度を

定量的に明らかにすることができた。 
2）構築したモデルに基づく推計の結果、3つの施設整備

ケースにおいて、九度山町全体での日常生活満足度の

向上効果を定量的に明らかにすることができた。その

結果として、「道の駅」における生活利便施設の集約化

は、町全体での日常生活満足度の向上はもとより、日

常生活満足度の大幅な改善が見込まれる地域の増加

にもつながることが明らかとなった。 
今後は、取り扱う生活利便施設の種類の拡張(郵便局や診

療所等)や「道の駅」の立地環境(鉄道駅・バス停までの距

離等)の組み込みを通じて、モデルの汎用性と精度の改善を

行うことが重要な課題と言える。 
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散歩道に着目した地域の体験価値に関する研究
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１ はじめに

⑴ 研究の背景と目的 
近年，コミュニティカルテ 1)作りなど住民主体のまちづ

くりが広まっており，住民自らが住区の地域資源について

把握し，評価し，将来のあり方を検討する取り組みが期待

されている．しかし，地域住民が日常生活における体験の

なかで見出してきた価値認識を明確に表現する方法は十分

に定まっていない．住民自身の体験を通した価値認識の把

握は住民主体による地域資源の評価・持続的な管理のため

に重要であり，地域資源の体験価値の可視化手法の確立が

必要とされている．そこで本研究では，地域住民の散歩に

おける景観体験に着目して，地域資源の体験価値の評価手

法の提案を試みる．これは散歩が，移動のみを目的とした

ものではなく，移動過程における豊かな景観体験を目的と

したものであるため，地域資源の多様な体験価値を評価す

ることができると考えたためである． 

以上のように本研究では，地域住民が散歩道のなかで感

じた景観体験の分析によって，地域住民による地域資源管

理へと繋げる道筋を示しつつ，そのための評価ポイントを

示すことを目的とする． 
⑵ 既往研究の整理 
これまでの地域資源の価値認識に関する研究 2),3)では，景

観特性や変遷の把握を行った上で，地域住民の景観認識・

評価の特徴を明らかにしているが，名所や棚田景観といっ

た既に一定の評価がされた景観要素を対象とするものが多

い．こうした研究では，住民間でも十分に共有されていな

い地域資源を把握，評価する手法は示されていない．一方

湯川らは 4)，アンケートを通して地域住民の経験価値の分

類を行っているが，価値評価と場所との関係性については

深く言及されていない． 
また，日常生活の中で触れる地域資源の把握・価値評価を

行う論文もいくつか認められ，その分析・評価手法として，

記述式アンケートやレポートなどから景観構成要素や頻出

語句，体験を抽出する方法 5),6)や，風土接触量という指標を

定義し定量的に評価する手法 7)などが挙げられる．しかし，

こうした手法では，地域住民の方々の景観体験や価値認識

の多様性を整理しきることが難しいと考えられる． 
そこで本研究においては，地域の方々にヒアリング調査を

行い，散歩道における体験を通した価値認識に着目した，

地域住民の景観体験の分析による，地域資源に関する体験

価値の評価手法を提案する． 

２ 研究の対象と方法

(1) 対象地の概要 
本研究では，京都府長岡京市を対象とする．本対象地を

設定した理由は，長岡天満宮などの歴史的な寺社や，山川，

田園などの多様な地域資源が存在するものの，そうした地

域資源が地域住民の景観体験にどのように関わっているか

が十分に評価されていないことが挙げられる．一方で，積

極的に地域の歴史文化を学び，地域内を歩くなどの市民活

動をしている方が多数おり，そうした住民らは地域資源に

関してより多くの景観体験の蓄積があり，多様で豊かな価

値認識を持っていると考えられる．そこで，地域に詳しい

住民らを対象に，景観体験およびそこで得た価値認識を抽

出・評価することで，これまで評価・共有されてこなかっ

た地域資源の体験価値を読み取ることができると考えた． 
(2) ヒアリングの方法 
本研究では，地域の歴史や文化に関心の高く，長岡京市

居住歴が長い人を中心に，移住者や長岡京市勤務者の，長

岡京市民13名をヒアリングの対象とした（表−1）． 
ヒアリング調査の方法は，まず，「あなたの好きな散歩コ

ース，もしくは好きな場所を教えてください」という質問

を行い，長岡京市全域の地図上で，思い出に残る景観体験

を自由に，思いつくだけ挙げてもらった．その後，それぞ

れ個別の場所について，好きな理由，体験の内容，場所に

対する印象などを口頭で自由に示してもらい，適宜質問を

加えることで，景観体験の内容を把握した．以上の調査で

得たデータを，体験の内容ごとに整理したところ，79の景

観体験が抽出できた．それらの景観体験には，固定の視点 

表−１ ヒアリング対象者の属性 
性別 年齢 居住歴 ご職業など 
男性 80代 30年以上 対象地域で市民活動 
女性 60代 28年 対象地域に勤務 
男性 70代 30年以上 対象地域で市民活動 
男性 70代 30年以上 対象地域で市民活動 
男性 50代 17年 対象地域に勤務 
男性 50代 30年以上 対象地域に勤務 
女性 30代 5，6年 対象地域に勤務 
男性 70代 30年以上 対象地域で市民活動 
男性 70代 30年以上 対象地域で市民活動 
男性 20代 26年 対象地域に勤務 
男性 50代 30年以上 対象地域に勤務 
男性 70代 30年以上 対象地域で市民活動 
男性 70代 30年以上 対象地域で市民活動 
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図−１ 景観体験の地図上での分布 
（体験地点）を持つ体験と，移動を伴う視点（体験経路）

を持つ体験が認められた．図-1 に地図上での分布を示す．

長岡京市外での体験もいくつか認められたが，対象者の意

識として長岡京市内での体験と明確な区別が認められず，

日常の散歩圏での体験だと言えるため，対象に含めた． 
(3) 評価項目の整理 
本研究では，ヒアリングにより得た 79 の景観体験の分

析を行う上で，体験が行われた場所，体験を通して得たそ

の場所に対する価値認識，価値認識の対象となる要素の 3
つの評価項目を設定した．分析に先立って，以下のように，

各評価項目の整理を行なった． 
 体験が行われた場所に関しては，抽出できた場所を，形

態上・機能上の特徴に着目して類似したものを整理した結

果，街路，河川，寺社・古墳，田園，公共施設の5つに整

理できた． 
 場所に対する価値認識についても同様に，抽出できた価

値認識の類似したものを整理し，特に体験時の空間的特徴

に着目した地域性，快適性，時代変化や慣習の変化など時

間軸に着目した変化性，知識などの連想に繋がった想像性

の４つに整理できた（表−2）． 
価値認識の対象となる要素についても，それぞれの景観

体験において，体験の対象として抽出できる要素のうち，

価値認識に主に関わっているものを整理したところ，大き

く，自然，生物，歴史，人に整理できた（表−3）． 
以下では，これらの評価項目をもとに，具体的な景観体

験の内容を整理し，地域資源の体験価値の特徴について考

察を行う．3 章では，体験を通して得た場所の価値認識を

明らかにするという目的のもと，1)それぞれの場所に対し

てどのような価値認識の特徴が認められるか を整理し，そ

の特徴を考察する．その上で，2)その場所のどのような要

素が価値認識に関わっているかを，自然とのつながり，生

物とのつながり，歴史とのつながり，人とのつながりとい

う４つの要素に着目して，考察を行う．また，それらの結

果をもとに4章では，価値認識とその対象となった要素の

関係について整理し直し，各価値認識が見出される上で重

要な要素について考察する． 
表−２ 価値認識の各項目の定義 

地域性 場所の要素に地域社会の営みの表れを見出し

得ることや，地域社会への帰属意識を高め得

ること． 
快適性 美的価値や眺望性など，その場所の景観や体

験に快さを感じること． 
変化性 過去と比較した景観の変化や新たな発見など

の，場所の変化への気づきを得ること． 
想像性 その場所の現在の景観や体験から，過去の出

来事や景観，関連する知識を想起することで，

懐かしさや知的な興味を感じること． 

表−３ 価値認識の対象となる要素各項目の定義 
歴史 歴史に関する知識やイメージに関わる要素 
自然 山や川など自然の景観要素 
生物 動物や植物 
人 友人や地域住民などの人の存在が感じられる

要素 
(4) 分析手法 
前節で整理した評価項目を用いて，ヒアリングデータか

ら各景観体験の特徴を抽出・整理した．ただし，価値認識

およびその対象となる要素については，複数の分類に当て

はまるものはその全てを抽出している．例えば，「アゼリア

通りで一つの車線を歩道にしてしまう社会実験をした時，

何人かは恩恵を受けたって人がいた．二人乗りのベビーカ

ーが押せたとか，おじいちゃんとお孫さんが横に並んで歩

けている様子等を発見した．」という体験においては，まず

体験の場所としてアゼリア通りが抽出でき，これは街路に

分類される．また，価値認識については，地域の人が家族

で交流する様子を，社会実験を行なったことで初めて見る

ことができたという内容から，地域社会の営みを見出す地

域性および，新しい発見をしたことによる変化性の2つを

抽出した．さらに，価値認識の対象となる要素として，通

り，歩道，ベビーカー，おじいちゃん・孫などが挙げられ

るが，ここでの価値認識は主におじいちゃんと孫の交流を

対象としていると考えられることから，人とのつながりを

主な要素として抽出した． 
以上のような分析を各景観体験について行い，各場所に

おける価値認識および，対象となる要素の数を表に示した

ものが表-4である． 

３ 体験価値の分析

⑴ 街路 
街路では，28の景観体験が抽出でき，地域性が13，快

適性が13，変化性が8，想像性が12の景観体験で認識さ

れた．このように街路には，半数以上の景観体験で見出さ

れるような顕著な価値認識は認められなかった一方で，特

に地域性，快適性，想像性が半数近くで認められ，多様な

価値認識があったと言える．また，その価値認識の対象と

なった要素も，自然，生物，人とのつながりが認められ，

表−４ 各場所に対する価値認識およびその対象となる要
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素 
場所 

(体験数) 
価値認識 

価値認識の対象となる要素 
歴史 自然 生物 人 

街路 
（28） 

地域性 13 3 5 6 12 
快適性 13 0 8 11 5 
変化性 8 2 3 4 7 
想像性 12 5 9 4 6 

合計 5 15 14 16 
河川 
(13) 

地域性 5 1 3 3 5 
快適性 3 1 1 1 2 
変化性 7 1 3 3 5 
想像性 5 2 5 4 2 

合計 3 8 7 8 
寺社 
古墳 
(22) 

地域性 3 2 2 0 3 
快適性 14 8 6 3 4 
変化性 5 3 4 0 3 
想像性 12 11 4 0 5 

合計 14 9 3 8 
田園 
(11) 

地域性 2 0 2 2 2 
快適性 3 0 3 2 2 
変化性 7 0 6 4 3 
想像性 6 0 5 3 2 

合計 0 9 6 5 
公共施設 

(7) 
地域性 2 1 2 0 1 
快適性 5 0 3 2 3 
変化性 1 1 0 0 1 
想像性 2 2 1 0 1 

多様であった． 
快適性が認識された体験には，例えば道沿いの桜並木に

美的価値を感じている体験や，コスモスの名所であり開け

た通りを歩くことで，開放的な気持ちになる体験などが認

められた．これは街路沿いの植物や花，あるいは道自体の

開放的な雰囲気という部分に自然や生物とのつながりを感

じ，その場所への居心地の良さを感じていると考えられる． 
また，地域性のある体験には，友人との会話の場所になっ

たり，また顔見知りではなくても，街路を歩く人々の様子

から新しい発見や地域の営為を感じる場所となったりとい

う体験や，街路沿いにある鯉のぼりなどの様子から，その

地域の営為を感じる体験のような人との繋がりを感じてい

る体験のようなものが認められた．これは街路の友人や地

域の人と会う場所としての機能から人とのつながりを感じ

る中で，その場所で多くの人の温かさや賑わいを感じてい

ると考えられる． 
⑵ 河川 
河川では，13の景観体験が抽出でき，地域性が5，快適

性が3，変化性が7，想像性5の景観体験で認識された．こ

のように河川には，変化性が半数以上の景観体験で見出さ

れた上に，地域性，想像性がそれぞれ5つの景観体験で認

められ，多様な価値認識があったと言える．また，その価

値認識の対象となった要素の種類も，自然，生物，人との

つながりが認められ，多様であった． 
変化性のある体験には，かつて虫や魚を捕って遊んでい

た場所がなくなってしまい，懐かしさとともにちょっとし

た寂しさを感じている体験や，水路の立体交差やサイフォ

ンの重要さについて子供たちが新たな発見をする場として

捉えられている体験のようなものが認められた．これはか

つて河川に存在した生き物などから生まれた思い出や，昔

のように遊べる場がなくなってしまったこと，さらには河

川に子供達に伝えるべきサイフォンなどの設備が備えられ

ているという部分に自然や生物，そして人とのつながりを

感じる中で，その場所が，景観の変容を感じる場や，新し

い発見ができる場所と捉えられていると考えられる． 
⑶ 寺社・古墳 
寺社・古墳では，22の景観体験が抽出でき，地域性が３，

快適性が14，変化性が5，想像性が12の景観体験で認識さ

れていた．このように寺社・古墳では快適性，想像性が多

く認められた．また，その価値認識の対象になった要素と

しては，歴史とのつながりが多く認められた．つまり，寺

社や古墳では，歴史とのつながりがあることが，知的な興

味や体験の快さに関わっていたことが言える． 
快適性のある体験には，街中にある現代的な建物とは全

く雰囲気の違う場所で，鳥居や歌碑なども含めた寺社・古

墳ならではの資源に，個人的に興味関心を持ち楽しんでい

る体験のようなものが認められた．また想像性のある体験

には，寺社や古墳ならではの資源に関心を持ち，歴史的な

知識をもとに，見学を楽しんでいる体験が確認された．こ

れらは寺社や古墳に存在する，大仏や鳥居などの資源に加

え，地域の人たちのその場所に対する知識から，歴史との

つながりを感じる中で，その場所への興味関心が掻き立て

られるとともに，歴史的な知識が想起される場所となって

いると考えられる． 
⑷ 田園 
田園では，11 の景観体験が抽出でき，地域性が2，快適

性が3，変化性が7，想像性が6の景観体験で認識されてい

た．このように田園では，変化性，想像性の２つの価値認

識が多く認められていた．また，その価値認識の対象にな

った主な要素としては，自然とのつながりであった． 
変化性，想像性のある体験には，かつてよく遊んでいた

場所がなくなってしまったことや，昔の雰囲気が崩れてし

まっていることに対して，時の流れを感じているとともに，

懐かしさを感じている体験のようなものが認められた．こ

れは田園が，市街地と比べて古くからあるために，かつて

の思い出の場所となりやすい傾向があると同時に，寺社な

どに比べて，地域の人々の日常にとても密接なものであっ

たため，自然や生物，人との繋がりを感じており，印象的

な思い出が多く蓄積されていたという部分から，その場所

の懐かしさと，変化を感じていると考えられる． 
⑸ 公共施設 
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公共施設では，7の景観体験が抽出でき，地域性が2，快
適性が 5，変化性が１，想像性が 2 の景観体験で認識され

ていた．このように公共施設では，快適性が多く認められ

ていた．また，その価値認識の対象になった要素としては，

主に自然，人とのつながりによって感じられていた． 
快適性のある体験には，公共施設と分類される体験の場

として主に，公園と体育館の二つがあげられたのだが，公

園ではドングリを拾う，また梅園を楽しむといった，自然

的な価値を感じているのに対し，体育館では，京都の山と

まちが一望できるような，眺望点としての役割を発揮し，

気持ち良さを感じている体験のようなものが認められた．

これは公園内の植物という部分から，生物との繋がり，ま

た，体育館の眺望点という要素から自然や人とのつながり

を感じる中で，その場所で美的価値や居心地の良さを感じ

ていると考えられる． 

４ 価値認識に関わる要素についての考察 
⑴ 地域性 
地域性が認識される対象としては，人とのつながりが多

く認められた．地域性が多くの景観体験で認められた街路

においては，知人との直接的な交流や，地域住民らの交流

の場に触れる体験，花壇や街路樹など丁寧な手入れがされ

た沿道の要素などに，人とのつながりを認めていた． 
そのため，地域住民の整備や景観美化への協力が，街路

を歩く人々に地域の温かさや人との繋がりを感じさせ，魅

力発信につながると考える． 
⑵ 快適性 
快適性が認識される対象としては，多様な要素とのつな

がりが多く認められた．快適性が多くの景観体験で認めら

れた街路においては，花や虫などの沿道の景観資源に自然

や生物とのつながりを，寺社・古墳においては，鳥居や手

水を楽しむ体験などに歴史とのつながりを，公共施設にお

いては，眺望点からの地域の景観を楽しむ体験などに，自

然や人とのつながりを認めていた． 
そのため，開放的な空間を保つことによる自然的資源の

確保・保全といった整備や，地域・寺社仏閣に関する歴史

的知識を地域内外に広めていくこと，眺望点からの景色を

阻害しないことが必要だと考えられる． 
⑶ 変化性 
変化性が認識される対象としては，人や自然とのつなが

りが多く認められた．変化性が多くの景観体験で認められ

た河川や田園において，今とは違うかつて知人と直接的交

流の場となっていた景観を懐かしむ体験や，子供たちがサ

イフォンなどについて地域住民の方から学び新しい発見を

する体験などに，人や自然とのつながりを認めていた． 
そのため，河川や田園など，子どもたちのふるさととし

ての機能を保つとともに，開発などで風化させてしまわな

いことが価値の共有のために必要だと考えられる． 
⑷ 想像性 
想像性が認識される対象としては，歴史や自然とのつな

がりが多く認められた．想像性が多くの景観体験で認めら

れた寺社・古墳に対して知的な興味を感じる体験などから，

歴史とのつながりを，街路や河川，田園では，過去の出来

事の想起から懐かしさを感じている体験などから，自然と

のつながりを認めていた． 
そのため，地域内の歴史的知識の発見・発信や，昔なが

らの景観を破壊してしまわないことが必要だと考えられる． 

５ まとめ

本研究では，地域の人々へのヒアリング調査から得た体

験のデータの分析を通して，地域資源での体験から生まれ

る価値認識の可視化手法の提案を行った．具体的には，体

験が行われた場所，場所に対する価値認識，価値認識の対

象となる要素という3つの評価項目を設定し，地域資源に

関する体験価値の分析を行った． 
その結果として，⑴地域性は地域住民との交流の場に触

れる体験や手入れがされた沿道の地域資源を通して人との

つながりが認められており，景観美化や整備を地域として

推進していくこと，⑵快適性は地域資源の歴史的背景や景

観を楽しむ体験などから多様な要素とのつながりが認めら

れており，開放的空間の保持や自然的資源の確保・保全，

知識の発信をしていくこと，⑶変化性は子供の頃の遊んだ

記憶を通して自然や生物，人とのつながりとのつながりを

感じており，自然空間を破壊することなく人の集まる場所

を保つことや，昔ならではの景観を破壊してしまわないこ

と，⑷想像性は，歴史や自然とのつながりが，過去の出来

事の懐かしむ体験などから認められており，地域資源の歴

史やかつての地域の様子等についての発信をすることが必

要であると導かれた． 
本研究では，地域資源に関する体験により感じられた価

値認識の特徴を整理し，地域資源の体験価値の可視化手法

を示した．今後地域資源の整備を行う際の，場所特性を生

かした空間整備の参考になるものと考える． 
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大阪府における外国人民泊の立地傾向と形成過程に関する研究 

和歌山大学大学院システム工学研究科  劉   坤 
和歌山大学システム工学研部 佐久間 康富 

1.はじめに

1-1研究の背景

総務省統計局住宅・土地統計調査（2019）では、2018年
の日本の空き家数は846万戸、空き家率は13.6％であり、

過去最高であることが報告されている 1)。空家等の適正管

理と利活用を促進するため、2015年「空家等対策の推進に

関する特別措置法」が施行され、各地域での対策が講じら

れつつある。 

さらに、訪日外国人旅行者数は2013年の836万人から急

増し、2019年には3188万人に達し 2)、宿泊の需要も増えて

きた。このような状況を機にして、在日外国人が住宅の空

き部屋、空き家を賃貸や購買により入手し、宿泊サービス

を提供する民泊事業が急速に進展しつつある。管見の限り

これらの外国人の空き家利活用の事例に関する調査や論文

は見つけることはできない。 

1-2研究の目的

本研究では、日本における外国人空き家利活用事例とし

て外国人民泊に着目し、外国人民泊の立地傾向と形成過程

を把握することを目的とする。 

1-3研究の位置づけ

本研究は空き家利活用の主体に関する一連の研究に位置

づけられる。空き家利活用の主体に関する研究では、佐久

間ら（2016）は農山村の空き家利活用に地域社会がはたす

役割を明らかにした 3)。河村ら（2017）は地域住民が主体

となった農家民泊群の形成・継続における過程を明らかに

した 4)。地域社会、地域住民が空き家利活用の主体となっ

た実態や過程は整理されつつあり、本研究はこれらに続く

ものであるが、空き家利活用の主体として外国人に着目す

る点が特徴的である。 

1-4研究の方法と流れ

本研究の方法とは以下の通りである。①大阪府を対象に

民泊紹介サイト Airbnb(1)で外国人民泊の事例を調査し、府

内の外国人民泊の立地傾向を明らかにする。②外国人民泊

経営者へのインタビュー調査により、外国人民泊の形成過

程を把握する。

1-5用語定義

「外国人民泊」とはAirbnbに経営者が掲載した「自己紹

介」や利用者が投稿した「レビュー」から経営者が外国人

と判断できた民泊とする。判断基準は以下の二点である。

①「自己紹介」に「私はXX国から」「私はXX国出身」「私

の出身国は XX」などのような表現があること。②利用者

「レビュー」に「ホストはやさしXX国人」「ホストもXX
国人で交流しやすい」などの表現があること。 

2.大阪府の外国人民泊の立地傾向

2-1対象地概要

大阪府内は多数の観光名所があり、奈良や京都への中継

点にもなっており、毎年多くの観光客が大阪を訪れている。

また、出入国在留管理庁によると、2020年6月まで大阪府

に在留外国人は 253,303 人となり、全国都道府県の中は第

三位である 5)。また、宿泊ニーズの増加に対して、2016年

4月「外国人滞在施設経営事業施設」（下記特区民泊）の事

業者の受付が開始され、さらに2018年6月に「住宅宿泊事

業法における届出施設」（下記新法民泊）が施行された。現

在大阪府は三つの民泊制度がある（表―1）6)。

2-2調査方法

2020年11月Airbnbで掲載された民泊を検索し、掲載者

の「自己紹介」と利用者が投稿した「レビュー」を通して

経営者が外国人と判断できたものを外国人民泊として抽出

した（同一の民泊が複数回掲載される場合は1と見なす）。 

2-3立地傾向

Airbnbで掲載された民泊を検索した結果（表―2）、外国

人民泊と判断できた民泊は 60 件あり、16 市町村に分布し

ている。さらに、60件の外国人民泊の立地を大阪府の都市

計画区域を元に4つ（大阪市、南部大阪、東部大阪、北部

大阪）に分類したところ、大阪市は23件であり、市内で最

も多いのは西成区の8件である。南部大阪は21件、東部大

阪は10件、北部大阪は6件であった。大阪市以外の市町村

の中、最も多いのは泉佐野市の 13 件であることがわかっ

た。また、図―1 に示すように、大阪市に隣接する市町村

に分布する傾向がある。 

表―1 大阪府の三つの民泊制度
（大阪府健康医療部環境衛生課資料より作成） 

簡宿民泊 
（旅館業法にお
ける簡易宿所営
業施設） 

特区民泊 
（国家戦略特別区域
法における外国人滞
在施設経営事業施設） 

新法民泊 
（住宅宿泊事業法に
おける届出施設） 

定義 

宿泊する場所を
多数人で共用す
る構造及び設備
を主とする施設 

外国人旅客の滞在に
適した施設を賃貸借
契約等に基づき一定
期間使用させるとと
もに、滞在に必要な役
務を提供する事業に
供する施設 

人の居住の用に供さ
れていると認められ
る家屋において、旅
館業法上に規定する
営業者以外の者が人
を宿泊させる事業 

滞在及び営業
日数の制限 

規定なし 
2泊3日以上（最低滞
在日数） 

年間 180 日以内（宿
泊させる日数） 

対応言語 規定なし 
日本語以外の一外国
語が必要 

宿泊予約時点で対応
可能と提示した言語 

建築基準法上
の用途 

ホテル・旅館 共同住宅、寄宿舎、一戸建て、長屋 
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3. 外国人民泊の形成過程 

3-1インタビュー調査概要 

外国人民泊の形成過程を明らかにするため、表―3 に示

す項目について、外国人民泊経営者にインタビュー調査を

行った。インタビュー対象に関して、前述の60件の外国人 

民泊を建築形式と運営方式(2)から分類した（表－4）。さら

に、空き家利活用の面から、建物形式は一戸建、インタビ

ューの実行可能性から、経営者が自ら運営し、接触型の運

営方法の民泊を選定対象とした。その中6件（表―５）の

調査依頼の協力が得られ、2020年12月～2021年1月にわ

たり、インタビューを実施した。 

3-2インタビュー調査結果（表―6） 

民泊経営し始めた理由から、専業として民泊を経営する

ものと副業として経営するもの2種類に分類した。二つの

タイプは各3件ある。また、専業民泊の経営者は旅行もし 

くは不動産関係の会社の経営者でもあり、副業民泊の経営

者は学生、会社員、定年退職者であった。物件の入手経緯

に関しては、民泊になる前に住宅として使われているのは

4 件、空き家となっていたのは 2 件であった。仲介を通し

て物件を入手したのは4件、知人からの紹介は2件であっ

た。また、①②③は高齢者所有者が施設に入るあるいは所

有者が子どもの近所に引越するのが物件を手放す理由であ

り、⑤は所有者が東京に転職したためであった。①②③⑤

は物件が空き家になる直前に継承された。結果として、外

国人民泊は空き家発生の予防、早期対策には有意義である

といえる。 

民泊開業にかかる費用については、⑤は親戚から賃貸し、

表－2 大阪府の外国人民泊件数 

NO 市区町村 建物形式 運営方法 NO 市区町村 建物形式 運営方法 

1 北区 集合住宅 非接触 31 泉佐野市 一戸建て 接触 

2 西区 集合住宅 非接触 32 泉佐野市 一戸建て 接触 

3 西淀川 一戸建て 接触 33 泉佐野市 一戸建て 接触 

4 中央区 一戸建て 接触 34 泉佐野市 一戸建て 接触 

5 西成区 一戸建て 接触 35 泉佐野市 個室 接触 

6 西成区 一戸建て 接触 36 泉佐野市 個室 接触 

7 西成区 一戸建て 接触 37 堺市 一戸建て 接触 

8 西成区 一戸建て 接触 38 泉南市 一戸建て 接触 

9 西成区 一戸建て 接触 39 阪南市 個室 接触 

10 西成区 一戸建て 接触 40 阪南市 一戸建て 接触 

11 西成区 一戸建て 接触 41 阪南市 一戸建て 接触 

12 西成区 一戸建て 接触 42 和泉市 個室 接触 

13 城東区 一戸建て 接触 43 松原市 一戸建て 非接触 

14 城東区 一戸建て 接触 44 松原市 個室 接触 

15 平野区 一戸建て 接触 45 八尾市 一戸建て 接触 

16 平野区 一戸建て 接触 46 東大阪市 一戸建て 非接触 

17 平野区 個室 接触 47 東大阪市 一戸建て 接触 

18 生野区 一戸建て 非接触 48 東大阪市 一戸建て 接触 

19 生野区 個室 接触 49 東大阪市 一戸建て 不明 

20 生野区 集合住宅 接触 50 東大阪市 一戸建て 接触 

21 都島区 一戸建て 非接触 51 東大阪市 集合住宅 非接触 

22 都島区 集合住宅 非接触 52 東大阪市 一戸建て 不明 

23 此花区 一戸建て 接触 53 枚方市 個室 接触 

24 泉佐野市 一戸建て 接触 54 守口市 集合住宅 接触 

25 泉佐野市 一戸建て 接触 55 吹田市 個室 接触 

26 泉佐野市 一戸建て 接触 56 吹田市 個室 接触 

27 泉佐野市 一戸建て 接触 57 茨木市 個室 接触 

28 泉佐野市 一戸建て 不明 58 摂津市 一戸建て 接触 

28 泉佐野市 一戸建て 接触 59 豊中市 個室 接触 

30 泉佐野市 一戸建て 接触 60 池田市 一戸建て 非接触 

   凡例       大阪市      南部大阪     東部大阪     北部大阪 

表－4 外国人民泊の分類 

運営方式 

建物形式 
接触型 非接触型 不明 合計 

一戸建て 34 5 3 42 
集合住宅 2 4  6 
個室 12   12 
合計 48 9 3 60 

表―3 インタビュー項目 

項目 内容 

（一）ホストについて 
1-1.ホスト属性（名前、年齡、在留資格、職業） 

1-2.民泊を経営し始めたきっかけ 

（二）物件について 

2-1.以前の用途（以前の用途、買った前の状態） 

2-2.以前の所有者属性 

2-3.以前の所有者との関係 

2-3.入手経緯 （借りる、買取ったか、） 

2-4.場所を選んだ理由 

（三）開業準備について 

3-1.初期投資（費用、時間） 

3-2.改修方法（業者か自分か、改修時間） 

3-3.経営許可書種類（a簡宿民泊，b特区民泊，c新法民泊） 

3-4.申請方法（業者か自分か） 

3-5.申請上における外国人ならではの課題（支障など） 

（四）経営について 

4-1.利用者の属性と数（どこの国の客が一番多い） 

4-2.住民とのトラブル有無 

4-3.地域経済の効果（地域との連携など） 

4-4.スタッフ人数 

4-5.困っていることや課題 

4-6.収穫や嬉しいこと 

図―1 大阪府内の外国人民泊分布 
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物件状態がよいため、比較的費用が少ない。②は面積が大

きく、価格が高い。②と⑤を除き、一般的な民泊の開業費

用は2000万～3000万であることがわかった。 

民泊許可については、簡宿民泊、特区民泊、新法民泊三

種類の中特区民泊を選んだのが一番多い。外国人民泊の経

営者は少なくとも一外国語が話せ、また年間365日が営業

できることが理由であった。外国人の民泊許可は、全員支

障なくスムーズに取得できたという回答であった。 

外国人民泊の客の属性に関しては、6 件の中 5 件は出身

国からの客が一番多かった。 

地域との関わりについては、①は客の騒音で近隣住民か 

らのクレーム電話があったと回答した。⑥も客の騒音で 2
～3 回ぐらい住民からのクレーム電話があったと回答した。

全体的には地域住民は外国人民泊にはよく理解があるとい

える。一方、地域経済の効果に関して、民泊周辺のコンビ

ニ、スーパー、他の商店などへの購買行動による効果のほ

か、②は「近所に知人が経営する中華料理店があり、生物

が多い日本料理に慣れない中国人民泊利用者、特に中、高

齢者はよくその店を紹介している。料理店からも宿泊所が

決まってない客や友人を紹介してもらったことがある」と

回答した。⑥は町内の飲食店から料理提供の契約がある連

携(3)があった。  

また、インタービュー結果より、6 件の民泊の改修と開

業の時間図（図―2）を作成した。外国人民泊の開業時間は

2017〜2018年に集中していることがわかった。 

 

4.まとめ 

本研究は以下のことを明らかにした。 

第2章ではAirbnbで掲載された大阪府内の外国人民泊を

調査した。民泊の立地から見ると、大阪市が一番多く、大

阪市以外には、泉佐野市と大阪市に隣接する市町村が多い

ことがわかった。   

表―5 インタビュー対象 

① 林林の民泊  ② 民泊松風 

形式：戸建て2軒 形式：戸建て1軒 

立地：大阪市西成区天下茶屋北一丁目に位置

する。地下鉄、南海高野線、阪堺線に隣接し、

通天閣まで徒歩15分である。周辺は商店街縦

横に走り、カラオケ居酒屋が多数入っている。 

立地：泉佐野市松風台二丁目に位置する。車で

関西空港までは15分、阪和線熊取駅まで徒歩

15 分である。近くにオークワとイオンモール

がある。周辺は静かな住宅地である。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

③ 民泊はるか ④ 雲帆 

形式：戸建て1軒 形式：戸建て1軒 

 
出典https://www.airbnb.jp/rooms/39065403 

立地：泉佐野市中庄に位置する。車で関西空港

までは20分であり、最寄り駅は阪和線熊取駅

である（徒歩10分）。徒歩5分内にコンビニが

る。周辺は静かな住宅地である。 

立地：東大阪市高井田元町に位置する。最寄り

駅は近鉄河内永和駅である（徒歩7分）。30分
内大阪難波までアクセスできる。徒歩15分内

にスーパー、コンビニ、飲食店が多数ある。 

⑤ 聴風閣 ⑥ 宿本陣(蒲生、幸村) 

形式：戸建て1軒 形式：戸建て2軒 

      

立地：泉南市岡田町に位置する。最寄り駅の南

海本線岡田浦まで300ｍあり、車で関西空港ま

で15分内にアクセスできる。海に近いため、

近隣に魚市場、水産店、ビーチがある。 

立地：大阪市城東区地下鉄鶴見緑地線と今里筋

線の交差する蒲生四丁目に位置する。築100年
以上はざらな古い住宅が残る人口密集地帯で

ある。 

表―６ インタビュー結果 

項目 内容 
①林林の民泊 ②民泊松

風 
③民泊は
るか 

④雲帆 ⑤聴風閣 ⑥宿本陣 

A棟 B棟 蒲生 幸村 
（一） 
ホスト 

1-1属性 学生 経営者 経営者 会社員 退職者 経営者 

1-2経営 副業 専業 専業 副業 副業 専業 
 
 
（二） 
物件につ
いて 

2-1用途 住宅 住宅 住宅 空き家 住宅 空き家 

2-2所有者 高齢者 高齢者 高齢者 不明 会社員 経営者 
2-3関係 無関係 無関係 無関係 無関係 親戚 友人 

2-3入手 仲介 仲介 仲介 仲介 借用 共同開発 
2-4 選定理
由 

価格低い交通
便利 

空港。生
活の利便
性 

環境、生
活の利便
性 

交通便利 空港近い 利便性、日
本生活体験
可能 

 
（三） 
開業準備
について 

3-1費用 4500  5800 2300 2600 200 6000 
3-2改修 業者 業者 自分 自分 友たち 業者 
3-3許可 特区 特区 新法 新法 特区 特 簡 

3-4申請 自分 業者 自分 自分 自分 自分 
3-5困難 なし なし なし なし なし なし 

 
 
 
 
（四） 
経営につ
いて 
 

4-1客数 中国 中国 中国 日本 中国 中国 
4-2紛争 騒音 なし なし なし なし 騒音 

4-3連携 なし 飲食店 なし なし なし 飲食店 
4-4雇用 いない 2人 いない 2人 いない ５人 

4-5苦悩 事務が面倒 競争が激
しい 

非常識な
客 

非常識な
客 

客が少な
い 

細かい作業
が多い 

4-6収穫 職能の成長。
世界中の人と
友たちができ
る 

世界中の
人とのコ
ミュニケ
ー シ ョ
ン。 

知識を習
う。人を
助けるの
も嬉しい 

人々の間
の交流の
場所を作
った 

出身国か
らの人と
話できる
のが嬉し
い 

外国人に日
本文化を紹
介する 
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第3章では外国人民泊の経営者にインタビュー調査を行

い、以下のことがわかった。①経営形式から専業と副業に

分類しているが、経営者自身または家族や親戚が不動産、

観光業に関わるという傾向があった。②外国人が日本で民

泊を経営するには、許可の取得にビザ上制限がなければ支

障なく取得できる。また、一般的に初期投資の資金は2000
万～3000万の費用が必要である。③今回調査した6件の民

泊の 2 件は長期に空き家になっており、4 件は空き家にな

るところに継承されたため、空き家の発生の予防、早期対

策に一定の役割を果たしたと考えられる。 

一般的な民泊は、言語や文化の壁があるため、外国人の

受け入れは受動的である。外国人民泊経営者は日本の民泊

紹介サイトで宣伝するだけではなく、出身国の人脈やネッ

トワークを使い、客を引きつけることができる。一般的な

民泊と比べ、能動的に外国人利用者を受け入れるのが一つ

の特徴である。今回調査した6件の外国人民泊中の5件は

宿泊客に出身国が多いのもこれが原因だと考えられる。長

期潜在ある利用者も多く、民泊の継続には有利である。外

国人観光客にとっても、外国人民泊経営者が日本旅行のガ

イドや滞在期間の情報源にもなっている。外国人民泊は地

域に外国人観光客を誘致する役割があると、泉佐野や西成

区のような外国人民泊が集中する地域では、外国人民泊は

地域との連携を促進することで、空き家利活用だけでなく、

外国人観光客を招く窓口となり、地域経済への効果や異文

化交流による新たな価値創造につながる役割が期待される。 

補注 

(1) Airbnb（エアビーアンドビー）は、宿泊施設・民宿を貸し出す

人向けのウェブサイトである。

URL: https://www.airbnb.jp/ 
(2)接触型とは経営者が利用者の送迎などをし、対面でチェックイ

ン、チェックアウトをする型。非接触型とは経営者がスマホな

どを通して民泊住所の案内、鍵の受渡しをし、利用者が自主的

チェックイン、チェックアウトをする。民泊利用者と接触しな

い型。 

(3)民泊宿本陣が位置する大阪市城東区蒲生4丁目（通称「がもよ

ん」）の周辺エリアでは、ここ10余年で30軒超の空き家が飲食

店、民泊などに次々と再生され、空き家活用の先進地として注

目を集めてきた。また、地域内が競合せず共存できる関係づく

りなど、皆が稼げるまちの仕組みが進んでおり、独特なコミュ

ニティが形成している。民泊宿本陣もその一環である。 
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局所的集積した宿泊施設の廃業とその後の土地利用に関する研究
－ 京都市における簡易宿所を事例として － 

龍谷大学大学院政策学研究科  川井 千敬 
龍谷大学政策学部  阿部 大輔 

１ はじめに 
⑴ 研究の背景と目的 
世界的なCOVID-19の感染拡大によって、観光産業は大

きな打撃を受け、これに伴って宿泊施設の廃業が加速して

いる。2020年3月の外国人延べ宿泊者数は前年同月比マイ

ナス91.5%、2018 年同月からはマイナス99.1%となってお

り、外国人観光者はほぼ消失している⑴。2020 年 3 月時点

で旅館業許可施設（旅館・ホテル、簡易宿所）の総客室数

は約 3,000 室増加しているが、簡易宿所に限って見れば新

規開業が廃業を上回った（表－１）。インバウンドの伸長に

よって大きく数を増やし、オーバーツーリズムを助長する

要因の一つとして認識されていた簡易宿所は、一転して廃

業が増加しており、その影響を捉えることが急務である。 
 本研究では、京都市において急増する簡易宿所の廃業の

状況について明らかにし、簡易宿所の開業の背景や廃業後

の用途について明らかにすることを目的とする。 
表－１ 京都市内の宿泊施設数の推移 

出典：京都市「許可施設数の推移」から作成 

⑵ 既往研究の整理 
西川（2021）1)は、石川県加賀市の温泉地における廃業施

設の更新は、行政・民間が温泉地縮退の事後的マネジメン

トとして個々の物件に介入し、観光のみに依存した観光地

からの脱却の意味合いがあったと指摘した。また、京都市

の簡易宿所増加による地価への影響と廃業に着目した川井

ら（2020）2)は、廃業の要因を宿泊施設の急増による競争激

化と京都市の独自ルールによる事業形態の見直しの必要に

迫られたことであると指摘した。本研究と同様に京都市に

おいて簡易宿所の地域への影響を推定しようとした加登

（2020）3)は、地区内の簡易宿所の高密さが世帯数の減少を

招いていると指摘した。 
 一方で、オーバーツーリズム時代に急増した宿泊施設の

廃業後の用途に着目してその影響を捉えようとした研究は

不在である。 
⑶ 研究の対象と方法 
本研究では、京都市全域の廃業の現況を捉えつつ、とり

わけ廃業簡易宿所の多い下京区の状況を詳細に分析する。

なお、廃業の定義については、京都市の公開する「旅館業

施設一覧」4)から 2020 年 3 月と 2021 年 3 月の二時点を比

較照合し、2021年次に掲載されていなかったものを廃業と

推定した⑵。 

２ 京都市の観光をめぐる状況と政策的対応 
⑴ オーバーツーリズム時代の観光と宿泊施設の状況 

COVID-19 の世界的な感染拡大以前、観光立国を掲げた

日本では、インバウンド観光の伸長による大きな経済効果

が期待された。中でも宿泊施設への期待は高く、2019年の

訪日外国人の消費額の内訳によれば、宿泊施設への消費が

約23%を占めていた。京都市における宿泊施設の消費額に

占める割合はより高く、約 31%であった⑶。大きな消費対

象と見なされた宿泊施設は、その後の堅調な観光産業の成

長によって一気 
に数を増やした。しかしながら、旅館業許可施設の中でも

旅館・ホテルは微増であった。一方で簡易宿所は、2019年
には 2014 年と比較して約 5倍にその数を増やし、宿泊施

設全体の約8割を占めるに至った。 
2016 年ごろからは簡易宿所と認識を混同する無許可の

民泊施設が発生し始め、防犯防災面の懸念や路地奥に立地

することから住民不安を引き起こした。2018年にはこうし

た背景から住宅宿泊事業法の創設につながり、同法と京都

市独自の上乗せ規制によって適正化を図った。一方で簡易

宿所については、2020年4月の京都市による簡易宿所への

独自ルールの制定まで大きな規制が存在せず、無秩序な立

地が拡大した。 
COVID-19 の感染拡大以前の京都市における宿泊施設は、

以下の局所的な集中、集積の状況を呈していた。 
a)短期的集中：2016年ごろからCOVID-19の感染拡大によ

って観光産業が縮小に転じるまでの、インバウンド観光隆

盛期の短期間で宿泊施設が急増したこと（表－１）。 
b)簡易宿所の選択の集中：宿泊施設の開業のうち、ほとん

どが簡易宿所を選択したこと（表－１）。 
c)立地的集積：図－1に示されるように、中京区、下京区、

東山区など都心地域に集積しつつ、居住の性質の強いエリ

アへ立地変容していったこと 5)。 
d)空間的集積：路地等の私的性質の強い居住空間に簡易宿

所が集積したこと 5)。 
⑵ 京都市の取り組み 
オーバーツーリズムはCOVID-19の影響により一旦沈静

化したが、COVID-19が収束すれば再び地域コミュニティ 
は観光の影響を受けうる。京都市では、本年3月にアフタ

ホテル・旅館 簡易宿所 新規開業 廃業
2015 542 460 106
2016 532 696 255 29
2017 550 1,493 838 23
2018 575 2,291 909 86
2019 624 2,990 919 171
2020 675 3,188 518 580
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ーコロナに向けた「京都観光振興計画 2025」6)を発表し、

時期・時間・場所の分散化の推進や地域貢献に資する宿泊

施設の支援等を記したものの、その具体性は不透明である。 
同計画では、2017年に施行された「上質宿泊施設誘致制度」

についても言及されたが、運用実績に乏しく、現在仁和寺

（右京区）前の大規模ホテル計画の1件のみ進行中である。 

図－１ 簡易宿所の立地状況（2020年3月末時点） 

３ 京都市における廃業施設に関する動向 
2020 年に廃業した簡易宿所の従前の立地を調べてみる

と、下京区が最も多く114件、次いで中京区が82件、南区

が 70 件である。2020 年に廃業した宿泊施設のうち、簡易

宿所が占める割合は90%を超えていた（表－２）。表－１に

示されるように、2020年時点の全宿泊施設のうち簡易宿所

の割合は約 82.5%であることから、簡易宿所の廃業数の規

模が大きいことがわかる。 
2018 年から 2020 年までの廃業した簡易宿所の推移を見

てみる（図－２）。2018年は東山区が最も多く、22件の廃

業があった。次いで上京区、中京区であった。2019年も東

表－２ 廃業宿泊施設の立地 

山区が最も多く46件であった。次いで中京区、下京区の順

である。ところが2020年の件数を見てみると、東山区は11
行政区のうち4番目の廃業件数である。このことから、東

山区は京都市内では比較的早期に廃業の動きが始まってい

ることが分かる。一方で、南区は 2019 年の廃業件数が 28
であったが、2020年には2.5倍増えている。同様に下京区

は2019年の廃業件数が32件であったが、2020年は114件
と約3.6倍増えており、最もCOVID -19の影響を強く受け

ていることが考えられる。 

図－２ 簡易宿所の廃業件数の推移 

 表－３は行政区別の簡易宿所の件数をまとめたものであ

る。2018 年から 2020 年まで北区を除いて全ての行政区が

増加傾向にあったが、2021年からは減少に転じている。表

－５は、当該年度の簡易宿所数から前年度の簡易宿所数を

引いた数、つまり簡易宿所の変動数を表している。これに

よれば、中京区ではCOVID-19の影響を受ける前の2019年
から既に宿泊施設新設の動きが鈍化している。同様の方法

で簡易宿所の廃業の変動数に着目すると、下京区がとりわ

け大きいことが明らかになった。 

４ 廃業簡易宿所の特徴 
⑴ 用途地域からみる特徴 
用途地域ごとに従前の立地をみると、最も廃業件数の多

い下京区では、商業地域系が約 88%、住居地域系が 8%、

工業地域系が4%である。中京区では、商業地域系が55%、

住居地域系が12%、工業地域系が33%である。同様に、東

山区ではそれぞれ51%、38%、11%である。 
それぞれ宿泊施設の立地動向から勘案すると、一般的な

廃業の傾向に思われるが、2020年の京都市における簡易宿

所の立地は、商業地域に51%、住居地域系に31%、工業地

域系に 18%である。2 章⑴で記したように、インバウンド

観光による宿泊施設急増の立地的特徴は、これまで宿泊施

設が指向してきた商業地域系を逸脱してより居住用途の強

いエリアに拡散したことであった。下京区は京都駅を南端

に有し、区域の約7割が商業地域、近隣商業地域に当たる。

マクロな傾向であるものの、これまで市場競争に優位であ

ったはずのエリアにおいても廃業が進行していることが明

らかになった。 
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表－３（上）簡易宿所数 
表－４（下）廃業簡易宿所数 

表－５（上）簡易宿所の変動数 
表－６（下）廃業簡易宿所の変動数 

図－３ メッシュ単位（200m）の廃業簡易宿所 

⑵ 簡易宿所の廃業の地域的特徴 
本節からは、廃業した簡易宿所の現地調査をもとにして

いる。調査対象は 2020 年度中に最も廃業件数の多かった

下京区の廃業簡易宿所である。抽出された下京区の廃業簡

易宿所は、所在地の特定できなかった6件を除いた108件
である。 
図－３は、GIS を用いて年次ごとの廃業した簡易宿所の

件数をメッシュ単位（200m）で表している。図－３から、

2018 年の廃業宿泊施設の位置データには特徴的な傾向は

見られなかった。2019年の廃業宿泊施設は、東山区三条通

周辺（図－３①）や中京区の大宮御池通り周辺（図－３②）、

上京区大宮鞍馬口周辺に集積しているが、いずれも 200m
メッシュで区切れば最大3件と、特徴的な傾向は見られな

い。2020年の廃業宿泊施設は、下京区五条室町周辺（図－ 

３③、4件）、や同区六条西洞院周辺（図－３④、6件）南

区の東寺西側（図－３⑤、5件）など、局所的に宿泊施設が

廃業していることが明らかになった。上記3エリアでの廃

業した簡易宿所の開業年は、全て 2015 年以降に開業した

ものである。また、15件のうち、12件が幅員の狭い細街路

に立地していた。 
⑶ 開業年について 

2020年3月時点の下京区における簡易宿所は、約76%が

2016年以降に開業した施設である。一方で廃業した簡易宿

所の許可年を調べると、約 83%が 2016 年以降に開業した

ものであった。わずかな差であるが、近年開業したばかり

の簡易宿所が廃業を選択している傾向にあることが明らか

になった。 
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５ 廃業宿泊施設のその後の土地利用 
 図－４は廃業した簡易宿所の現在の用途を表している。

住居への転用が最も多く 45 件、設計事務所や福祉施設等

を含めた事業所が 10 件である。また空き家となっている

ものが 24 件、廃業した簡易宿所の事業者とは異なる事業

者が再度宿泊施設して利用しているケースが10件あった。 

図－４ 廃業した簡易宿所の現在の用途 

⑴ 賃貸マンション転用を見据えた事業展開 
特筆すべきは、45 件の住居への用途転換のうち、32 件

（全体の約30%）が賃貸マンションだったことである。さ

らにこのうち、間取りがワンルームおよび 1K のような、

単身世帯向けの住宅がほとんどであることが明らかになっ

た。従前に客室だった部分をそのまま賃貸マンションの占

有部分とした用途転換が起きている。 
 加えて、賃貸マンションとなった廃業簡易宿所の許可年

と築年が同一であるケース、つまり簡易宿所の許可年に新

築されたものは32件のうち22件であった。すなわち、簡

易宿所からマンションへ転換されたものの大部分は開業時

から賃貸マンションへのコンバージョンを見据えた事業を

展開していたことが推察される。 
⑵ 空き家化・放置された廃業簡易宿所 
前節では建築類型のうち、マンションなどの長屋を除く

共同住宅の用途転換の状況を整理した。一方で、一戸建て

に相当する簡易宿所の廃業後の用途の特徴は、現在空き家

になっている割合が高いことにある。買い手、借り手が見

つからず空きテナント化している共同住宅タイプの建物も

2 件あるが、空き家化している多くの建物は木造建築で前

面道路の幅員が4m未満の細街路に立地していた簡易宿所 
表－７ 廃業した簡易宿所の現在の用途 

であり、その割合は1/3を超過している（表－７）。インバ

ウンド隆盛時には、接道義務等により一般に資産価値が低

く流動しづらかった物件が空き家活用されるケースが見ら

れたが 5)、そのような建物が再び空き家化していく可能性

が示唆された。 

６ まとめ 
 本稿では、インバウンド隆盛時に急増した簡易宿所の廃

業とその後の用途について整理した。以上から、①簡易宿

所の廃業は加速度的に増加していること、②競争優位な立

地と考えられる商業地域においても廃業件数が多いこと、

③また、廃業の増加速度には行政区ごとに若干のずれがあ

り、現在は下京区において廃業が急増していることが明ら

かになった。 
 以上をふまえて、下京区における廃業した簡易宿所のそ

の後の用途を調べると、④開業時から賃貸マンションへの

転用を見据えて事業展開していた事業者が一定程度いたと

推察された。インバウンド隆盛時にはこうした投機的な事

業戦略があったことが認められるだろう。⑤④は長屋を除

く共同住宅に顕著であり、一方で一戸建ての細街路に立地

していた簡易宿所は買い手・借り手がつかず廃業後に空き

家化するケースが多いことが明らかになった。 
 今後は、こうした狭小で一般的に市場価値の低い建物、

またそれらが密集するエリアでますますの廃業と空き家増

加が予見される。 

【補注】 
(1)「京都市観光協会データ月報」による。 
(2)本文に記述した方法に加えて、2021 年次の「旅館業施設一覧」において

「施設名称」、「申請者氏名」、「所在地」のいずれもが異なる場合を廃業とし

ている。所在地のみ一致する場合、施設名称や申請者氏名の変更が考えられ、

廃業ではなく旅館業許可の「変更届」が提出されたと推定している。 
(3)観光庁「訪日外国人消費動向調査」における「費目別旅行消費額」から算

出した。 
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『日本建築学会計画系論文集』, 86巻, 779号, pp.137-147 
2)川井千敬・阿部大輔（2020）「京都市における簡易宿所の立地変容に関す
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発表会講演梗概集』, 18巻, pp.21-24 
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講演概要（要旨） 

1 
斜面都市における立地適正化計画の評価 

－QGIS を用いた空間分析から－ 

○稲原凌，近藤民代

Evaluation of location normalization plans in slope cities 

－From spatial analysis using QGIS－ 

○Ryo INAHARA，Tamiyo KONDO

斜面地，立地適正化計画，QGIS，徒歩圏人口カバー率 

Sloping land，Location normalization plan，QGIS，Population coverage within walking distance 

本研究では、斜面地の住みよさの実態を明らかにし、立地適正化計画との関係を分析することによって同計画の

評価を行った。データは主に国土数値情報や e-Stat のものを用いて、立地適正化計画で定められている居住誘導区

域と斜面地が重なる部分に関して、人口カバー率の観点から QGIS を利用して現状の分析を行った。斜面地では人口

が減少している町が多く、斜面地でない地域では人口が増加している町が多かった。このことから、傾斜と人口の

増減には関係があることがわかる。カバー率の分析結果から、空間分析指標によってカバー率は大きく変わる都市

も存在するため、市は地域をより横断的に分析し、詳細な施策を施す必要があるだろう。 

In this study, we clarified the reality of livability on sloping land and evaluated the plan by 

analyzing the relationship with the location normalization plan. The data is mainly from the National 

Land Information System and e-Stat, and the current situation is analyzed using QGIS from the viewpoint 

of population coverage in the area where slopes overlap with the residential guidance area defined in 

the location normalization plan. Many towns on sloping land experienced a decrease in population, while 

many towns on non-sloping land experienced an increase in population. This shows that there is a 

relationship between the slope and the increase or decrease in population. Based on the results of the 

analysis of population coverage within walking distance, it is necessary to conduct a more cross-

sectional analysis and apply detailed measures, as there are cities where coverage varies greatly 

depending on the indicators of spatial analysis. 

2 
逆線引き実施のプロセスと課題に関する研究 

－京都府舞鶴市を対象として－ 

○吉田隼斗，岡井有佳

A study on the process and the problems of reverse area division 

－Case study of Maizuru city, Kyoto Pref. － 

○Hayato YOSHIDA，Yuka OKAI

区域区分, 逆線引き，合意形成，コンパクトシティ 

Area classification，Reverse area division，Consensus, Compact city 
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本研究は、京都府舞鶴市における逆線引きの運用のプロセスとその課題を明らかにしている。市は、土地利用状

況や人口動向などの独自に定めた逆線引きの基準により、逆線引き候補地を選定している。合意形成においては、

住民説明会に加えて、区域区分に関する権限を持つ京都府との調整に時間を要した。日本全国で人口減少が進む中

で、逆線引きの必要性が高まることが予想されるため、逆線引きに関する基準を国が示すことが求められる。また、

舞鶴市のように、一都市で一都市計画区分を持つ自治体については、区域区分運用権限を市町へ委譲することが、

行政の負担軽減につながり、逆線引きの積極的な活用につながるであろう。 

The purpose of this study is to clarify the process to the application of the reverse area division 

and its problems in Maizuru City, Kyoto Pref. The city selected the candidate sites of the reverse area 

division by the original criteria about the area classification, such as the current land use, the 

population change rate, etc． It took much time to build the consensus with the residents and Kyoto 

Pref. which has authority of the area classification. As conclusions, Japanese government should create 

the criteria of the reverse area division because population decreasing will last in the future. 

Moreover, it is needed the delegation of the area classification authority to a city which has just one 

city planning area. They will lead to reduce the burden for local governments and applicate the reverse 

area division more actively. 

3 地下道空間の利活用とエリアマネジメントに関する考察 

○藤川知也，吉野和泰，山口敬太，川﨑雅史

A Study on the utilization of urban underground space and the method of area management 

○Tomoya FUJIKAWA，Kazuyasu YOSHINO，Keita YAMAGUCHI，Masashi KAWASAKI

地下道，エリアマネジメント 

Underpass，Area management 

近年，公共的空間の一つとして地下道を新設・再整備し賑わいの創出を図るケースが増えているが，空間の活用

にあたっては，財源の捻出や柔軟な空間デザインの実現などに課題がある． 

本研究では，国内の地下道空間の先進的な活用事例を対象に，活用主体にヒアリング調査を行い，利活用における

具体的な課題とその解決方策を抽出・整理した．研究の成果として，空間活用のための協働のスキーム，財源の仕

組み，空間デザインの観点で地下道特有の課題と解決手法があり，それぞれが相補的に機能し合うことで，多様か

つ持続的な空間の利活用に結びついていることを明らかにした 

4 
連続立体交差事業による関連側道の整備過程に関する研究 

－京都市の関連側道を対象として－ 

○毛藤洸大，阿部大輔

A Study on related side road in development process of railway grade separation 

－Targeting related side road in Kyoto city－ 

○Kodai MOTO，Daisuke ABE

連続立体交差事業，関連側道，高架下 

Railway grade separation， Related side road，Under the elevated 

本研究では京都市が整備した関連側道を事例に、関連側道に対する議論とその変化を明らかにし、関連側道の整備

にどのような影響を与えたか考察した。京都市で整備された関連側道はコミュニティ道路化や自転車歩行者専用道

路といった点が、他の近畿圏の関連側道にない特徴となっている。特に、関連側道の中ではあまり例のない自転車

歩行者専用道路で周辺住民と意見交換する場を設け、整備方針を議論してきた経緯を持つのが阪急西側道である。
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初期 7 年間は騒音や景観に関する議論、後期 1 年間は高架下に商業施設が整備されることから周辺住民の利便性を

確保しつつ、日常生活に支障をきたさないようどう配慮していくかが大きな論点となっていた。 

In this study, we used the related side roads constructed by Kyoto City as a case study to clarify 

the debate on the related side roads and the changes in the debate on the related side roads, and to 

examine how the debate has affected the construction of the related side roads. The related side roads 

constructed in Kyoto City are characterized by community roads and bicycle-pedestrian-only roads, which 

are not found in other related side roads in the Kinki region. In the first seven years of the discussion 

on the Hankyu West Road, the main issues were noise and scenery, and in the latter year, the main issue 

was how to ensure convenience for the residents in the vicinity and not to interfere with their daily 

lives, since commercial facilities would be constructed under the elevated tracks. 

5 EU の都市再生ネットワーク・URBACT における政策形成プロセスと成果に関する研究 

○和泉汐里，阿部大輔

A study on the policy formation process and outcomes of URBACT, the EU urban renewal network 

○Shiori IZUMI，Daisuke ABE

EU，URBACT, ネットワーク，都市再生 

EU，URBACT, Network, Urban renewal 

2002 年から EU で実施されてきた都市政策プログラムである URBACT は、都市再生の知識を、より多くの都市に提

供するために、複数の都市で政策ネットワークを形成し、情報交換や経験共有を行うプラットフォームとしての役

割を持つ。 

本研究では、EU の都市政策ネットワーク・URBACT に着目し、その活動内容ならびに政策ネットワークの形成プロ

セスと意義について考察した。研究の結果、①URBACT の活動は、「政策ネットワークの形成」と「LAP の策定」の 2

つに分類できる。②政策ネットワークの形成方法について、都市間で能動的にネットワーク化を促す仕組みに転じ

ている。③URBACTⅢは、1)政策ネットワークで得られた複数の都市に共通する課題レベルと 2)各地域の実情にあわ

せた LAP の策定という 2 つの異なるスケールでの都市再生が実施できていると考えられる。 

URBACT, an urban policy program that has been implemented in the EU since 2002, serves as a platform 

for the formation of policy networks among multiple cities to exchange information and share experiences 

in order to provide knowledge on urban regeneration to as many cities as possible. 

This study focuses on URBACT, the EU's urban policy network, and examines its activities as well as the 

formation process and significance of the policy network. As a result of the research, the activities 

of URBACT can be classified into two categories: "formation of policy networks" and "formulation of 

LAPs".(2) Regarding the method of policy network formation, URBACT III has turned to a mechanism that 

actively encourages networking among cities.URBACT III can be considered to be implementing urban 

regeneration at two different scales: 1) the level of issues common to multiple cities obtained through 

policy networks, and 2) the formulation of LAPs tailored to the actual conditions of each region. 

6 ふるさと納税等の寄付・募金行為と地域活動に対する意識等との関連性に関する一考察 

○上野美咲

A study on the relationship between donations and fund-raising activities such as "Furusatonouzei" 

system and attitudes toward community activities 

○Misaki UENO

地域活動，エリアマネジメント（活動），ふるさと納税制度，寄付，ソーシャル・キャピタル 

Community activities，Area management activities，"Furusatonouzei" system，Donation，Social capital 
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地域活動の一つであるエリアマネジメントは公益的性質が存在するものの、あくまでも民間活動である。そのよ

うな中で、財源や人材の確保に関する課題が存在する。一方で、エリアマネジメントの実施にあたっては、日本版

BID 制度（2018 年 6 月制定）及びふるさと納税のハイブリッド形式の財源が現実的な手法として和歌山県湯浅町等

で検討されてきた。そこで、本論文では、ソーシャル・キャピタル（地域活動にとって重要な要素）の構成要素で

ある互酬性の意識がふるさと納税の要因となっていることを鑑み、地域活動（エリアマネジメント等）に参加する

ことが、ふるさと納税等の寄付行為にどの程度影響するのか等について順序ロジットモデル等を使用して実証分析

する。 

Area management activities, one of the community activities, have a public interest nature, however 

they are mainly conducted by private sectors. There are issues such as how to secure financial resources 

and human resources. On the other hand, the combination of Japanese Business Improvement District system 

(enacted in June 2018) and "Furusatonouzei" system has been considered as a realistic way to finance 

the implementation of area management activities in regional area such as Yuasa Town, Wakayama 

Prefecture. By the way, the awareness of reciprocity, which is a component of social capital (of an 

important factor for community activities), is a factor for "Furusatonouzei" system. In this paper, we 

would like to discuss how much participation in community activities such as area management activities 

influences the act of donating money to "Furusatonouzei" system by using an ordered logit model. 

7 京都市の緑地地域指定にみる特別都市計画法下の緑地制度の運用実態 

○田中優大，阿部大輔

A study on the actual operation of the green zoning system under the special city planning act in the 

green zone of Kyoto city 

○Yudai TANAKA，Daisuke ABE

京都市，緑地地域，緑地制度，特別都市計画法 

Kyoto City，Green zone，Green zoning system，Special city planning act 

近年の都市縮小等を背景に、都市機能集積の誘導、市街化のコントロールにかかる制度の重要性は増しており、

過去の類似する制度の知見が求められる。 

本研究では、戦災復興期に運用された緑地制度の指定等の運用について、京都市を対象に、東京、地方都市等の

指定と比較し制度運用の実態を明らかにすることを目的とした。 

本研究から、緑地制度の運用において、指定の目的や指定の基準は柔軟に運用されていたこと、緑地地域の改廃

に大都市、地方都市において共通する点があったこと、制度の形骸化の実態などが明らかとなった。 

Against the backdrop of recent urban downsizing, the importance of systems for guiding the 

concentration of urban functions and controlling urbanization has increased, and knowledge of similar 

systems from the past is required. 

The purpose of this study is to clarify the actual status of the green space system in Kyoto City 

during the war reconstruction period, comparing it with the system in Tokyo and other regional cities. 

 The study revealed that the purpose of designation and the criteria for designation were applied 

flexibly in the operation of the green space system, that there were common points in the revision and 

abolition of green space areas in both metropolitan and regional cities, and that the system had become 

remained superficial. 
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8 
コミュニティ型暫定利用による空地活用の実態と事業期間終了後の動向に関する研究

－事業の継続・終了プロセスに着目して－ 

○田中智朗，阿部大輔

A study on the actual condition of the utilization of vacant land for community-type provisional use 

and the trend after the end of project period 

－Focusing on the process of continuation and termination of the project－ 

○Tomoro TANAKA，Daisuke ABE

暫定利用，空地，都市縮小 

Temporary use，Vacant land，Shrinking city 

本研究では、コミュニティ型暫定利用を対象に、空地活用の実態を把握した。 

以上から、①事業の目的、用途、面積、期間は、運営形態によって傾向が異なること、②暫定利用終了後は対象地

や運営主体の変更が生じるなど新たな展開の契機となる可能性があること③暫定利用を通して場を共有することに

よって形成されたコミュニティが、利用終了後も継続的なまちづくり活動として展開されている可能性があること、

が明らかとなった。 

コミュニティ型暫定利用は終了を前提とした事業であり、いずれ人々の拠点としての場は消滅するが、地域のコ

ミュニティ形成に及ぼした影響には持続性を持つ可能性があると考えられる。

In this study, the actual situation of vacant land utilization was grasped for the community-type

provisional use. From the above, it became clear that: (1) the purpose, use, area, and period of the 

project tend to differ depending on the type of operation; (2) after the tentative use ends, there is a 

possibility that it will become an opportunity for new development, such as a change in the target site 

or the management entity; and (3) the community formed by sharing the site through the tentative use 

may continue to develop as an ongoing community development activity even after the use ends. (3) The 

community formed by sharing the space through the provisional use may continue to develop as a community 

development activity even after the use ends. Although the community-based tentative use is a project 

that is supposed to end, and the place as a base for people will eventually disappear, the impact on 

the formation of the local community is thought to have the possibility of having sustainability. 

9 歴史古道「業平道」におけるシークエンス景観の記号化による誘引効果の解明 

○荻原実花，松尾薫，武田重昭，加我宏之

Elucidation of the attraction effect by symbolizing the sequence landscape on the historical ancient 

road "Narihira-michi" 

○Mika OGIHARA，Kaoru MATSUO，Shigeaki TAKEDA，Hiroyuki KAGA

シークエンス，記号化，誘引

Sequence，Symbolization，Attraction 

古道は人や物の移動の場として地域間の交流を支えてきた貴重な歴史資源である。一方、現代では車での移動が

主流になっており、歩くことで感じられる景観の魅力が失われてきている。歴史古道「業平道」は、平安時代の歌

人である在原業平が河内姫のもとに通ったとされる道で、現在の天理市から八尾市に位置しており、ウォーキング

ルートとして親しまれている。本研究では、業平道のシークエンス景観の空間構造を記号化することで誘引効果を

解明した。記号化について、Lynch が提唱する高速道路におけるシークエンス景観の記号化手法を歩行空間に応用

し、「空間と動作の感覚」とノード、ランドマーク、ディストリクト、エッジからなる「注視対象物の位置と見え方」

を特定して分析し、誘引効果を探った。 

Kodo is a valuable historical resource that has supported exchanges between regions as a place for 

people and goods to move. On the other hand, in modern times, traveling by car has become the mainstream, 

and the attractiveness of the landscape that can be felt by walking has been lost. The historical ancient 
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road "Ariwara no Narihira" is said to have been passed by Ariwara no Narihira, a poet of the Heian 

period, to Princess Kawachi. It is located in Yao City from the current Tenri City, and is popular as a 

walking route. There is. In this study, the attractive effect was clarified by symbolizing the spatial 

structure of the sequence landscape of the business flat road. Regarding symbolization, we applied 

Lynch's method of symbolizing sequence landscapes on highways to pedestrian spaces, and applied "sense 

of space and movement" and "position of gaze objects" consisting of nodes, landmarks, districts, and 

edges. We identified and analyzed the "look" and searched for the attraction effect. 

10 
鉱山地域の景観づくりに関する日中比較考察 

－兵庫県生野町と山東省棗荘市を中心に－ 

○宋謙

Comparative study on Japan and China’s landscape development in mining areas 

－Case study of Ikuno town, Hyogo prefecture and Zaozhuang city, Shandong province－ 

○Qian SONG

鉱山地域，景観づくり，産業景観，歴史性 

Mining area，Landscape development，Industrial landscape，Historicity 

本論文は、日本と中国の鉱山地域の景観形成を考察するものである。兵庫県生野町と山東省棗庄市の代表的な景

観スポットを抽出し、その活用方法を検討した上で、マトリクス図を用いて景観づくりの方向性を考察した。本研

究の成果は、日中の鉱山地域における景観整備の方向性の違いを明らかにするだけでなく、今後の鉱山地域の町並

み整備施策に向けた知見を深める上でも有用であると考えられる。 

This paper examines the landscape development of mining areas in Japan and China. Typical scenic spots 

in Ikuno Town, Hyogo Prefecture, and Zaozhuang City, Shandong Province, were extracted and their 

utilization was examined, and then the direction of landscape development was discussed using a matrix 

diagram. The results of this study will be useful not only in clarifying the differences in the direction 

of landscape development in the mining areas of Japan and China, but also in deepening our knowledge 

for future measures for townscape development in mining areas. 

11 近江八幡旧市街地における古民家利活用のプロセスと成立要件に関する研究 

○溝口徳昭，谷川陸，山口敬太，川﨑雅史

The key process for making good use of old houses in business around old town in Oumihachiman city 

○Noriaki MIZOGUCHI，Riku TANIGAWA，Keita YAMAGUCHI，Masashi KAWASAKI

空き家，歴史的町並み，利用転換，伝建地区，近江八幡市 

Vacant house，Historical townscape，Regeneration，Preservation district for historic buildings，

Omihatiman 

本研究では，近江八幡旧市街地において古民家を利活用している事業者に着目し，古民家の物件成約・改修，そ

して事業に至るプロセスとその成立要件を明らかにした．近江八幡では，家主と新規事業者との信頼関係の構築や

物件の改修を含む初期投資費用と事業との協議が各フェーズを成立・促進させるために重要であることが示された．

各フェーズでの課題は，地元事業者や住民，工務店などの業者とのつながりや伝統的建造物群保存地区の補助金，

セルフリノベーションなどによってある程度解決できることが分かった．また，個別の事例が他の事例に波及効果

を及ぼし，地域で形成されつつあるコミュニティが利活用を促していることを明らかになった． 

 By focusing on businesses that utilize old houses in the old city of Omi Hachiman, this study aims to 

investigate the key process for making good use of old houses. In Oumihachiman, it is shown that building 

a relationship of trust between the landlord and the new business, and the business risk related to the 

initial investment cost are important to promote each phase. It has been found that the issues in each 
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phase can be solved to some extent through connections with local businesses, residents, and contractors 

such as construction companies, subsidies from the preservation district for historic buildings, and 

self-renovation. It is also clear that the individual cases have a ripple effect on other cases, and 

that the community that is forming in the region encourages the utilization of old houses. 

12 重要文化的景観選定区域で実施されるクラウドファンディングの特徴 

○赤坂尚哉，松本邦彦，澤木昌典

Characteristic of crowdfunding in important cultural landscape designated areas 

○Naoya AKASAKA，Kunihiko MATSUMOTO，Masanori SAWAKI

文化的景観，クラウドファンディング，補助金 

Cultural landscape，Crowdfunding，Subsidy 

本研究では重要文化的景観選定区域におけるクラウドファンディング（CF という）の活用に着目し、景観保全へ

の効果および CF 実施による副次的効果について明らかにすることを目的とした。景観構成要素の修繕・修景や特産

品の加工・販売を目的とした CF 実施 6 主体に対してヒアリング調査を行った。景観整備は寄付金が目標金額に達し

ない団体が多いが、別途補助事業等での資金獲得により事業費を確保し予定通り実施される場合もある。 CF 活用

による商品群のデザインコンセプトの統一等によるブランディングにより、認知や販路拡大という効果を確認でき

た。情報発信に関しては、来訪者数の向上や地域内外からの認識向上は実感されていないが、一部団体は活動参加

の促進効果を指摘していた。 

 This study aims to clarify the effects on landscape conservation and the secondary effects of its 

implementation by focusing on the utilization of crowdfunding (CF) in important cultural landscape 

designation area. We conducted hearing surveys of six organizations that conduct CF for repairing 

landscape components and processing and selling specialty products made b residents. Although many 

organizations do not reach the target amount of donations for landscape improvement,  there are cases 

where it was carried out as planned when the project cost was secured by separately acquiring funds from 

subsidized projects. We were able to confirm the effect of recognition and expansion of sales channels, 

because of branding by unifying the design concept of the product group by using CF. Regarding information 

dissemination, although the number of visitors has not increased and awareness has not been raised from 

inside and outside the region, some groups have pointed out the effect of promoting participation in 

activities. 

13 
社会基盤整備の歴史的変遷にみる市街地整備の今日的課題 

－兵庫県西宮市瓦木地区を対象に－ 

○小林礼奈，柳野友希，山口行一，岩崎義一

Recent issues regarding narrow streets in urban development 

－A case study of the Kawaragi district in Nishinomiya city, Hyogo prefecture－ 

○Reina KOBAYASHI，Tomoki YANAGINO，Yukikazu YAMAGUCHI，Yoshikazu IWASAKI

狭隘道路，土地区画整理，市街地整備，歴史的変遷 

Narrow streets，Land readjustment，Urban development，Historical transition 

市街地の形成と狭隘街路の形成には密接な関係があるが、建築基準法 42 条 2 項道路が未整備のまま今日に至って

いる。本研究では、住環境改善の観点から現時点の狭隘道路問題の把握と対応策を検討するための情報を収集する

ことを目的に、住宅需要が高いものの、比較的小規模住宅が多いため、土地区画整理事業などを通じた道路整備が

行いにくい都心部住宅地である兵庫県西宮市瓦木地区を対象に、1990 年から 2020 年にかけて狭隘道路の変化を分

析した。その結果、土地区画整理事業が市街化の進む前に実施された地区と異なり、実施されなかった地区は、2 項

道路の先にミニ開発が行われるなどして、建築基準法 42 条 1 項 5 号の位置指定道路が増えていることがわかった。 
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Although there is a close relationship between the formation process of urban areas and the formation 

process of narrow streets, the streets allowed by Article 42-2 in the Building Standards Law remain a 

problem. The purpose of this study is to understand the recent problems regarding narrow streets and to 

collect information to consider measures to deal with the problem from the perspective of improving the 

living environment. This study was conducted in the Kawaragi district of Nishinomiya City, Hyogo 

Prefecture, which is a residential area where the demand for housing is high. We analyzed the changes 

in the formation of narrow streets between 1990 and 2020. As a result, it was found that unlike the 

districts where land readjustment projects were implemented before the urbanization process, the 

districts where they were not implemented had an increase in the number of streets allowed by Article 

42-1-5 in the Building Standard Law due to mini-development ahead of the section 2 streets.

14 酒造業にまつわる歴史的湧水に関する地域的研究 

○笹尾俊博，岡田昌彰

Study on historic natural springs related to brewing industry 

○Toshihiro SASAO，Masaaki OKADA

湧水，フォークロア，醸造業，地域信仰，神格化 

Natural spring，Folklore，Brewery，Local belief，Deification 

本研究では，近畿圏を中心とした日本各地の酒造業の仕込み水にまつわる歴史的湧水のうち特に神格化されたも

のに着目し、それぞれの管理主体や信仰の由来などを精査することでそれぞれの地域的特徴を明確化した。 

In this study, we focused on historical “deified” springs related to the rice-wine brewing industry 

in various parts of Japan, mainly in Kinki region, and examined and manifested the origins of their 

respective management bodies and beliefs, and the regional characteristics. 

15 空間の残存と悲劇の記憶の継承メカニズムの関係性に関する考察 

○筈谷友紀子，阿部大輔

A study on the relationship between the remaining space and the mechanism of inheritance of tragic 

memory 

○Yukiko HAZUTANI，Daisuke ABE

悲劇の記憶，記憶の継承，悲劇の遺産 

Tragic memory，Inheritance of memory，Negative heritages 

本研究では、悲劇の記憶を象徴する空間の保存プロセスを明らかにし、空間の残存と悲劇の記憶の継承メカニズ

ムの関係性について考察を行った。

悲劇の記憶を象徴する空間は、一般的な歴史的建造物とは異なり、悲劇性及びそこから得られる教訓が保存価値と

なる。それゆえに、保存にあたっては関係主体間で教訓を共有し、悲劇を乗り越えるプロセスが不可欠となる。 

以上のプロセスを経て空間が残存した事例においては、ダークツーリズムとも言える観光・学習プログラムを展開

している。関係主体や地域社会という枠を超えた記憶の継承が可能になるという点で、空間が残される事の意義が

示唆される。 

In this study, we clarified the process by which the space symbolizing the memory of tragedy is 

preserved. Then, the relationship between the survival of the space and the inheritance mechanism of 

the memory of tragedy was discussed. 
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Unlike historical buildings that are worthy of being cultural assets, spaces that symbolize the memory 

of tragedy are valued for their tragic nature and the lessons that can be learned from them. Therefore, 

the process of sharing the lessons and overcoming the tragedy among the people involved is essential 

for preservation. 

In the cases where the space has been preserved through the above process, tourism and learning visits 

have become possible. This suggests the significance of preserving the space in that it enables the 

transmission of memories beyond the boundaries of those involved and the local community. 

16 
京都市における公営住宅の縮小再編に関する考察 

－公営住宅の立地の変容に着目して－ 

○内海ありさ，阿部大輔

A study on the reduction and reorganization of public housing in Kyoto city 

－Focusing on the changes in the location of public housing－ 

○Arisa UTSUMI，Daisuke ABE

公営住宅政策，公営住宅の縮小再編，京都市 

Public housing policies，Reduction and reorganization of public housing ，Kyoto city 

本稿では、京都市の市営住宅の縮小再編について立地の変容に着目して考察した。立地の変容に関しては、①戸

数にあまり変化が見られない区、②総住戸数の半数が減少する区、③総戸数が 3／4 となるが市内に 1 団地しか立地

しておらず、今後住戸数が増加する可能性のある区という 3 つの特徴に分類できる。これを踏まえ、京都市におけ

る市営住宅の縮小再編によって、①郊外部と都心部で市営住宅の立地の二極化が起こること、②主に都心部では、

団地数の減少により、区内での住宅確保要配慮者の集住を促す可能性があることが明らかとなった。市営住宅の縮

小再編により、今後、更に住宅確保要配慮者の住宅の選択肢がより一層限定され、集住が加速し、住み分けが発生

する可能性がある。 

This study examines the reduction and reorganization of Public Housing in Kyoto City, focusing on the 

changes in location. 

It was found the changes in location into three categories: (1) wards there is little change in the 

number of units, (2) wards half of the total number of units decreases, and (3) wards the total number 

of units decreases by three quarters but there is only one housing complex in the city and the number 

of units may increase in the future. 

Based on this, it is clear that the reduction and reorganization of public housing in Kyoto City will 

(1) polarize the location of public housing between suburban and central areas, and (2) mainly in central

areas, the reduction in the number of housing complexes may encourage people who need to secure housing 

to congregate in the wards. 

The reduction and reorganization of public housing may narrow the housing options of those in need of 

housing security, accelerating concentration and causing segregation. 

17 廃校活用の優良事例における地域参画のプロセスに関する研究 

○舟瀬優月，松尾薫，武田重昭，加我宏之

Research on the process of community participation in excellent case of closed school’s utilization 

○Yuzuki FUNASE，Kaoru MATSUO，Shigeaki TAKEDA，Hiroyuki KAGA

廃校活用，地域参画，プロセス 

Closed school utilization，Community participation，Process 

少子化に伴い、全国で学校の統廃合が進んでいる。地域の実情やニーズを踏まえて廃校施設を有効に活用するこ

とが求められており、用途や運営形態の検討プロセスにおける地域参画が重要である。本研究では廃校活用の優良
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事例を対象に、まず全国の優良事例 76 校から地域参画の特性を把握し、次に兵庫県の優良事例 4 校から廃校活用の

検討から運営に至る詳細なプロセスを明らかにすることで、今後の廃校活用における地域参画の要点を探った。全

国の優良事例では約半数で地域参画がみられ、検討のプロセスでは、地域が組織を作り自治体と協働で検討を行う

ことや、会議による合意形成を基本にワークショップや社会実験といった検討手法を用いること、専門家や若者ら

の参加によって柔軟な発想で検討することが有効である。 

With the declining birthrate, schools are being consolidated nationwide. It is required to make 

effective use of closed school facilities based on the actual conditions and needs of the community, 

and it is important to participate in the community in the process of discussion of the usage and 

operation. In this study, the characteristics of community participation in the utilization of closed 

schools were first grasped from 76 excellent cases nationwide, and then the detailed process from 

consideration to management of the utilization of closed schools was clarified from four excellent cases 

in Hyogo prefecture. We explored the main points of community participation in the utilization of closed 

schools in. There is community participation in half of the excellent cases nationwide. In the discussion 

process, It is effective for the local community to form an organization and collaborate with the local 

government, to use methods such as workshops and social experiments based on consensus building at 

meetings, and to consider flexible ideas with the participation of experts and young people. 

18 中国・青島市・大鮑島地区の里院街区における敷地形態の変容 

○高峰，山根周，角野幸博

The transformation of site form in Liyuan blocks in Dabaodao Area, Qingdao, China 

○Feng GAO，Shu YAMANE，Yukihiro KADONO

中国，青島，大鮑島地区，里院建築，街区構成 

China，Qingdao，Dabaodao area，Liyuan building，Block forms 

近代中国では、主要都市の多くが租借地や租界の歴史を経験した。その中で、西洋文化の受容によって多くの華

洋折衷的な建築スタイルが生み出された。ドイツの租借地であった青島では、中国人の居住地区において、「里院

Liyuan」と呼ばれる独特な住宅建築が形成された。本稿では、中国、青島市に形成された里院建築地区である大鮑

島地区に焦点を当て、その街区空間構成の変容について、ドイツ占領期以降、第一次日本占領時代、北洋政府時代、

第二次日本占領時代、中華民国時代、そして現在という時代区分における変容のプロセスを、青島市城市建設档案

館で収集した地図資料および現地調査データに基づき明らかにした。大鮑島地区の街区形態は、ドイツ占領時代の

計画によってほぼ決定されたが、街区内の敷地分割形態は各時代によってさまざまな変更があった。その要因は、

各時代の開発や人口移動などによるものと考えられる。 

Most of the major cities in modern China experienced a history of concessions and concessions. Among 

them, as a result of the acceptance of western culture, produced many Chinese eclectic architectural 

style. In the German Concessions of Qingdao, the area inhabited by Chinese people has formed a unique 

residential building called "Liyuan". In Qingdao city in China in the form of courtyard construction 

area "Dabaodao Area" as the focus, according to the map of Qingdao urban construction archives collection 

of data and field survey data, from the German occupation period to the Japanese occupation period, the 

period of Beiyang government, for the first time the second Japanese occupation period, the period of 

the republic of China, and then to now in the process of dividing in this era of change, The evolution 

process of its block space composition is combed. The block form of Dabaodao area was basically determined 

by the urban planning during the German occupation period, but the land division within the block changed 

in a variety of ways according to the different needs of different times. The main reasons are the 

development and population movement in different ages. 
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19 
モバイル位置情報データを用いた歩行者回遊密度と街路構成の関連分析

－大規模ターミナル駅周辺を対象として－ 

○中井智仁，吉田長裕

An analysis of the relationship between pedestrian density and street network configuration by using 

mobile tracking data 

－A case of around large railway stations in Osaka－ 

○Tomohito NAKAI，Nagahiro YOSHIDA

歩行者，スペースシンタックス，大規模ターミナル駅，モバイル位置情報データ 

Pedestrian，Space syntax，Large railway stations，Mobile tracking data 

近年、超高齢社会の到来や環境負荷に対する懸念といった観点から、多くの都市で自動車中心の道路空間から歩

行者中心の回遊性が高い道路空間の創出が求められている。しかし、街路構成が複雑な大規模ターミナル駅周辺で

は歩行者の回遊に街路構成のどのような要因がどの程度影響を及ぼすのかが定かでない現状である。そこで本研究

では、歩行者回遊に資する空間創出を行う際の一助となることを目的とし、大規模ターミナル駅を有する天王寺・

難波・梅田の 3 エリアを対象として、モバイル位置情報データを用いた歩行者回遊密度の特徴分析と街路構成を表

す指標の一つであるスペースシンタックス理論を用いてそれらの関連分析を行い、街路構成が歩行者の回遊密度に

与える影響を考察した。 

 In recent years, the arrival of a super-aged society and concerns about environmental impact have led 

many cities to shift from a car-centered road space to a pedestrian-centered road space with high 

mobility. However, it is still unclear what factors in the street configuration affect pedestrian 

circulation and how affect it around large terminal stations where the street configuration is complex. 

In this study, with the aim of contributing to the redistribution of road space, we conducted a feature 

analysis of pedestrian density by using mobile tracking data for the three areas of Tennoji, Namba, and 

Umeda, which have large railway stations, and a relationship analysis of these three areas by using 

space syntax theory, which is one of the indicators of street configuration. And this study examines 

the impact of street configuration on pedestrian density. 

20 
自転車シェアリングサービスの利用傾向に着目した地区の特性分析 

－米国ニューヨーク市の Citi Bike を対象にして－ 

○岡田有生，木村優介

Analysis of district characteristics in terms of usage trends of bicycle sharing program 

－With a focus on Citi Bike in New York City, U.S. － 

○Yusei OKADA，Yusuke KIMURA

自転車シェアリングサービス, オープンデータ，クラスター分析，社会地区分析，地理情報システム 

Bicycle-sharing system，Open data，Cluster analysis，Social area analysis, Geographic information system 

本研究では，自転車シェアリングサービス利用者の個人属性に着目して，その利用傾向を明らかにするとともに，

都市内の地区における活動の特徴を明らかにすることを目的とする．米国ニューヨーク市のシェアサイクルサービ

スである Citi Bike のオープンデータを用いて，年齢・契約形態・性別などの個人属性を変数としてクラスター分

析を行った．12 のクラスターの利用状況を時間帯別に整理して特徴を把握したところ，日常的な利用や余暇的な利

用を示すと考えられるクラスターが明らかになった．さらに，クラスターに分類される利用の多いエリアを確認す

ることで，各地区において日常・余暇・移動のいずれかの目的でシェアサイクルが利用されていることが示唆され

た． 

 In this study, we focus on the user attributes of bicycle-sharing program to clarify usage trends and 

to clarify characteristics of their activities in urban districts. We use the open data of Citi Bike, a 

shared bike program in New York City, U.S., to perform cluster analysis using personal attributes such 
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as age, contract type, and gender as variables. Through the analysis, we demonstrate that: (1) By 

organizing the usage of the 12 clusters by time of day and identifying their characteristics, some 

clusters indicate the daily or leisure use. (2) By confirming the size of the numbers corresponding to 

each cluster, shared bicycles may be use for either daily, leisure, or transportation purposes in each 

district. 

21 観光行動分析を目的としたジオタグ付き写真の分類方法の評価 

○江端哲矢，木村優介

Evaluation of classifying geotagged photos aiming at analysis of tourist behavior 

○Tetsuya EBATA，Yusuke KIMURA

観光，ジオタグ付き写真，クラスタリング，地理情報システム 

Tourism，Geotagged photos，Clustering，Geographic information system 

観光者の広域的な分散を目的とした観光スポット推薦のシステム構築を目指して，ジオタグ付き写真から観光者

の選好を把握するため，本研究では写真に与えられたラベルを用いた写真の分類方法について検証する．収集した

写真に対してラベルを付与した上で，1) 主成分分析と非階層型クラスター分析，2) R パッケージの ClustOfVar と

階層型クラスター分析，3) 潜在的ディリクレ配分法に基づくトピックモデル，の 3 つの分類に対して妥当性を検証

した．文書中に用いられる単語の重要度を評価する tf-idf や、写真の空間的な分布に注目して評価したところ，

ClustOfVar による分析がラベルに適した分類を行うことができた一方，トピック分析は他の手法とは異なる結果が

出ており，分類方法に改良の余地が見られた． 

In this research, we evaluate classification method in order to understand preference of tourists from 

geotagged photos and to build a system for recommendation of tourism spots aimed at spatial dispersion 

of tourists. Three clustering method is applied to collected photos and their labels: 1) principal 

component analysis and nonhierarchical clustering, 2) ClustOfVar, an R package and hierarchical 

clustering, and 3) topic model by Latent Dirichlet Allocation. By focused on spatial distribution of 

photo and tf-idf, which is used to evaluate importance of words in documents, we evaluate each method. 

Classification by ClustOfVar is able to clusify photos which match contents of label. On the other hand, 

classification by topic model shows different result from other methods, thus there is room for 

improvement. 

22 健康まちづくりをテーマとしたリビングラボにおけるステークホルダーの役割

○久保田圭悟，北詰恵一，郭敏娜

The role of stakeholders in a living lab on healthy community development 

○Keigo KUBOTA，Keiichi KITAZUME，Minna GUO

リビングラボ，ワークショップ，ファシリテーター

Living labs，Workshop，Facilitator 

リビングラボのステークホルダーとしてどのような組織がプレイヤーとして参加しているのかを既存文献を用い

て整理した．その結果，主な組織としてユーザー・市民，大学・研究機関，行政・自治体などの公的組織，企業の

4 分類だと分かった．また，Nystrom et al.（2014）が明らかにしているリビングラボネットワークにおけるアク

ターの役割１７種を，4 プレイヤーに当てはめると，ユーザー・市民に対する役割が顕著に少ないと分かった．こ

の事実から，ユーザー・市民の役割を明確にし，ワークショップのファシリテーターが効果的なファシリテーショ

ンを行うことができるようにする必要があると分かった．
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Investigating the existing literatures, we categorized the types of players that participate in the 

Living Lab as stakeholders. As a result, four main categories of players were found, these are 

users/citizens, universities/research institutions, public organizations such as 

government/municipalities, and companies. In addition, if we applied the 17 roles of actors in the 

Living Lab network identified by Nystrom et al. (2014) to the four players, we found that the role of 

users/citizens was remarkably small. From this fact, the roles of users and citizens need to be 

clarified so that workshop facilitators can conduct effective facilitation. 

23 京都市下京区における位置指定道路の空間特性並びに利用実態からみた再評価

○内島啓太，阿部大輔

Re-evaluation from the viewpoint of spatial characteristics and actual usage of designated roads in 

Shimogyo-ku, Kyoto 

○Keita UCHIJIMA，Daisuke ABE

位置指定道路，あふれ出し，表出，私的利用 

Position designation road，Extension of commodity，Self expressive element，Private use 

位置指定道路は、その多くがミニ開発に伴うものであるため、否定的な眼差しで見られることが多い。そこで本

研究では京都市の歴史都心である下京区を対象に、位置指定道路の形態的特徴を類型化した上で、それに基づいた

空間特性の把握と利用実態について明らかにするとともに、位置指定道路の再評価を試みることを目的とする。本

研究から、①1990 年代以降の位置指定道路はその形態が単純化している、②複雑な形態の位置指定道路であふれ

出しが生じやすい傾向にある、③位置指定道路ではあふれ出しより、表出が多く生じる、④近年の位置指定道路で

は道路空間への介入がなされにくい、⑤あふれ出し、表出は比較的狭い幅員で生じやすいことが明らかとなった。 

Since most of the designated roads are associated with mini-developments, they are often viewed in a 

negative perspective. The purpose of this study is to categorize the morphological characteristics of 

the location-designated roads in Shimogyo Ward, a part of the historic center of Kyoto, to understand 

the spatial characteristics based on the categorization, to clarify the actual conditions of use, and 

to attempt to reevaluate the location-designated roads. From this study, it can be concluded that (1) 

the form of location-designated roads has become simpler since the 1990s, (2) overflowing tends to 

occur more easily on location-designated roads with complex forms, (3) overflowing occurs more often 

on location-designated roads than self-expression, (4) intervention in the road space is less likely 

on location-designated roads in recent years, and (5) overflowing and overflowing tend to occur on 

relatively narrow widths. 

24 都心部の大規模都市公園における滞留者の空間の使い分けに関する研究

○芦田凌，松尾薫，武田重昭，加我宏之

A study on the use of space by staying people in a large urban park in Osaka 

○Ryo ASHIDA，Kaoru MATSUO，Shigeaki TAKEDA，Hiroyuki KAGA

都市公園，滞留行動，行動観察調査，居場所，地理情報システム 

Urban park，Staying behavior，Behavioral survey，Whereabouts，GIS 

本研究では靭公園東園を事例に滞留利用実態調査を行うことで、目的に応じた空間の使い分けの特性を明らかに

することを目的とした。滞留者の傾向を時間帯別および平日・休日別に、その後空間別（園路型・エリア型）、行

為・行動を支える要素の有無別に捉えた。その結果、園路型・エリア型それぞれの空間で目的に応じた使い分けが
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確認でき、特に芝生広場や樹林地では「居場所づくり」にみられるような能動的な空間への働きかけがみられた。

今後は「使う」という人間の行動から捉えた居心地の良い空間を計画していくことが求められることが分かった。 

The purpose of this study was to clarify the characteristics of the use of different spaces for 

different purposes by conducting a survey of the actual conditions of stay in the East Park of Utsubo 

Park. The tendency of visitors to stay in the park was examined by time of day, weekday, and holiday, 

and then by space (parkway type and area type) and by the presence or absence of elements that support 

actions and behaviors. As a result, it was confirmed that people used the parkway and area spaces 

differently according to their purposes, and especially in the lawn and forest areas, there was an 

active approach to the space, as seen in the creation of a place to live. In the future, it will be 

necessary to plan comfortable spaces based on the human behavior of use. 

25 
水害常襲地に帰還する住民の再被災リスク認知と住宅耐水化に関する研究 

－平成 30 年 7 月豪雨の被災地倉敷市真備町を対象として－ 

○藤井諒平，近藤民代

A study of re-damage risk perception and floodproofing houses of residents returning to frequent 

occurrence area of flood damage 

－Case of Mabi area, Kurashiki city under the heavy rains in July 2018－ 

○Ryohei FUJII，Tamiyo KONDO

水害対策，豪雨，住宅再建，住宅耐水化，リスク認知 

Flood mitigation measures，Heavy rains，Housing recovery，Floodproofing houses，Risk perception 

多発している水害の被害軽減には、行政の行う堤防工事だけでなく、個人でのリスクの低い土地への転居や住宅

の耐水化などの対策が有効であり、この実施有無は被災者のリスク認知が影響していると考えられる。そこで、倉

敷市真備町で被災して元地で住宅再建を行った世帯に対し、帰還要因・住宅の耐水化工事・再被災リスクに対する

認知についての調査を行った。 

元地への帰還には様々な要因が関わっており、それは年代によって異なっていることがわかった。住宅の耐水化対

策を行う住民は、被災前に比べて増えていたものの、金銭的理由や早期避難・水害補償を優先したことで過半数の

世帯が行っていなかった。再被災リスク認知と住宅耐水化の間で強い関係性は見られなかった。 

This study focuses on housing reconstruction of victims of the heavy rains in July 2018. In order to 

reduce the damage caused by frequent floods, it is effective not only to carry out embankment 

construction but also to take measures such as moving to land with low risk and making their houses 

water resistant. It is thought that they are affected by Risk perception. Therefore, we conducted a 

questionnaire survey on households who were damaged and rebuilt their homes in Mabi-cho, Kurashiki 

City. 

 It was found that various factors are involved in the return to the original area, which differ 

depending on the age. Although the number of residents taking water resistance measures for housing 

has increased compared to before the disaster, the majority of households did not take measures due to 

financial reasons and prioritizing early evacuation and flood compensation. There was no strong 

relationship between awareness of re-damage risk and water resistance of houses. 
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26 
地下街における来街者の避難誘導に関する検討 

－マルチエージェントシミュレーションを用いて－ 

○本井響貴，白井泰斗，山口行一

A study on evacuation guidance methods for visitors in underground shopping mall 

－Using multi-agent simulation－ 

○Hibiki MOTOI，Taito SHIRAI，Yukikazu YAMAGUCHI

マルチエージェントシミュレーション，避難，災害，シミュレーション，地下

Multi agent simulation，Evacuation，Disaster，Simulation，Underground 

地下街においては、発災時に土地勘のない来街者が円滑に避難できるように効果的な避難誘導が必要である。こ

のため、本研究では、マルチエージェントシステムを用いた群衆避難のシミュレーションモデルを構築し、効果的

な避難誘導方法を検討することを目的とする。本稿で検討した避難誘導方策は、地下街に誘導員を配置し、来街者

を最寄りの階段から地上に避難させる。分析の結果、配置する誘導員を増やすと避難完了時間を短縮できる効果が

見られた。しかし、一定の誘導員数以上になると、避難完了時間のそれ以上の短縮は期待できないことがわかっ

た。また、避難口で発生する待ち行列の対策が必要であることがわかった。 

In underground shopping malls, effective evacuation guidance is necessary to ensure smooth evacuation 

for visitors who are not familiar with the area when a disaster occurs. The purpose of this study is 

to construct a simulation model of crowd evacuation using a multi-agent system, and to investigate 

effective evacuation guidance methods. The evacuation guiding strategy considered in this paper is to 

place guiding staff in the underground mall and evacuate visitors to the ground from the nearest 

stairs. As a result of the analysis, it was found that increasing the number of guiding staff can 

shorten the evacuation completion time. However, when the number of guiding staff exceeds a certain 

level, the evacuation completion time is not expected to be reduced any further. In addition, it was 

found that countermeasures were necessary to deal with the queues that occurred at the evacuation 

exits. 

27 
水害対策からみた立地適正化計画の策定過程における合意形成について 

－近畿地方の自治体への調査結果から－ 

○七野司，土井海志，横田隆司，飯田匡，伊丹絵美子

Consensus building in the process of formulating a location optimization plan from the perspective of 

flood control 

－From the results of a survey of local governments in the Kinki region－ 

○Tsukasa SHICHINO，Kaishi DOI，Takashi YOKOTA，Tadasu IIDA，Emiko ITAMI

立地適正化計画，居住誘導区域，浸水想定区域，合意形成 

Location optimization plan，Residential guidance area，Inundation area，Consensus building 

2015 年の国勢調査で人口減少を記録し、限られた財源の中で持続可能な都市運営を行うため、立地適正化計画制

度が策定された。この計画は、住民と自治体がその内容について議論を行い合意形成し、実行することが肝要であ

る。また、居住誘導区域から浸水想定区域を可能な限り除こうという動きがあるが、多くの自治体が除外できない

というのが現状である。 

本研究は、近畿地方の立地適正化計画を定める自治体を対象に、計画策定の際に市民からどのような意見が得られ

合意形成したか、居住誘導区域に浸水想定区域を含む主な要因と含むうえでの対策を明らかにし、自治体が市民と

ともに考える水害対策の一助となるような知見を得ることを目的とする。 

A location optimization planning system was formulated to record population decline in the 2015 

census and to carry out sustainable urban management with limited financial resources. It is essential 
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that residents and local governments discuss the content of this plan, reach consensus, and implement 

it. In addition, there is a movement to remove the inundation area from the residential guidance area 

as much as possible, but the current situation is that many local governments cannot exclude it. 

This study is aimed at local governments that establish location optimization plans in the Kinki 

region, and what kind of opinions were obtained from the citizens when formulating the plans and 

consensus building was made, and the main factors including the inundation area in the residential 

guidance area. The purpose is to clarify the measures to be included and to obtain knowledge that will 

help the local government to think about flood control measures together with the citizens. 

28 防災協力農地による密集市街地の防災性向上

○樋口駿，松本邦彦，澤木昌典

Contribution to disaster prevention in high density area by the disaster mitigation cooperation 

agricultural land 

○Shun HIGUCHI ，Kunihiko MATSUMOTO，Masanori SAWAKI

密集市街地，防災，ロケーション-アロケーション解析，防災協力農地制度 

High-density area，Disaster prevention，Location-allocation analysis，Disaster mitigation cooperation 

agricultural land system 

本研究では災害時に一時避難場所等としての農地活用を円滑化する防災協力農地制度に着目した。密集市街地に

おいて、防災協力農地が一時避難場所として地域防災にどの程度貢献するのかを明らかにすることを目的に、ロケ

ーション解析により登録農地への避難人数を推計し、またアンケート調査を通じて自治体間の制度推進に向けての

取り組みの違いを分析した。その結果、登録農地は集合的に分布しており、避難開始直後での貢献度は低いことが

分かった。制度推進に積極的な自治体は今後、農業委員を通じて農家へ登録要請を、積極的ではない自治体の中で

制度開始からの年月が浅い自治体は制度の周知、登録農地が一定数確保されている自治体は登録農地を適切に活用

するための取り組みを行う意向であることが分かった。 

This article focused on the Disaster Mitigation Cooperation Agricultural Land System that facilitated 

the utilization of farmland as temporary evacuation grounds in times of disasters. It aimed to clarify 

how much the system would contribute to regional disaster prevention as a temporary evacuation site in 

a high-density area. To this end, it estimated the number of evacuees to the cooperated farmland using 

location-allocation analysis, and the differences in future efforts to promote the institution between 

local governments through a questionnaire survey. The results showed that the contribution of the 

cooperated farmland was low immediately after the beginning of evacuation because it was distributed 

collectively. Local governments that were active in promoting the institution were found to plan to 

request farmers to register it through the agricultural committee. Among others, those that had not 

been long since the beginning of the institution planned to inform citizens of it and those that had a 

certain number of registered farmlands planned to make efforts to utilize them properly. 

29 子どもを対象とした不審者事案発生地点の環境特性

○畑颯太，松本邦彦，澤木昌典

Environmental characteristics of suspicious person cases  aimed at children 

○Sota HATA，Kunihiko MATSUMOTO，Masanori SAWAKI
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環境特性，不審者事案，防犯環境設計 

Environmental characteristics，Suspicious person cases，CPTED 

本研究は、子どもの安全を考慮した防犯環境設計に基づく環境整備を効果的に行うために、不審者事案発生に影

響する環境特性を不審者の移動手段の差異から明らかにすることを目的とする。滋賀県内の不審者事案の発生地点

とランダムに設定した地点の周辺の道路環境などの環境特性を調査し、発生要因をロジスティック回帰分析を用い

て探索した。歩道の幅員やカーブミラー等が不審者事案の発生に影響を与えていることが明らかになった。また、

不審者の移動手段が徒歩では子どもの存在しやすさが、自転車では低木の植栽・ガードレールの存在が不審者事案

の発生の有無に影響を与えていることなど、不審者の移動手段の違いにより移動領域の拡がりや移動のしやすさが

異なることによって、不審者事案の発生に影響する環境特性が異なることが明らかになった。 

This study aims to identify the environmental characteristics that affect the occurrence of cases of 

suspicious persons to effectively improve the environment, based on CPTED that considers the safety of 

children from differences in the means of transportation of suspicious persons. Environmental 

characteristics such as the structure of roads in the vicinity of the points where cases of suspicious 

persons occurred, as well as randomly selected points in Shiga Prefecture were investigated. The 

causes of occurrence were searched using logistic regression analysis. The width of sidewalks and 

presence of curved mirrors influenced the occurrence of suspicious person incidents. The presence of 

children when suspicious persons are traveling on foot, and shrubbery and guardrails when they are 

traveling on bicycles influenced the occurrence of suspicious person incidents. It became clear that 

the environmental characteristics affected by the means of transportation differed because the area to 

be traveled and the conditions under which it was easy to travel varied. 

30 読図をともなった地下街経路探索時の脳波特性に関する研究

－大阪駅南地区地下街を事例として－ 

○横山広充，西應浩司

A study on a presentation method of map during way finding for underground mall 

－In case of underground mall southern part of Osaka station－ 

○Hiromitsu YOKOYAMA，Koji NISHIO

経路探索，脳波，認知地図 

Way finding，EEG，Cognitive map 

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状態で 2 種類の地図提示方法による経路探索実験を

おこなうことにより、レジビリティの高い地図提示方法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 16 名の被測定者を用いて実施した。結果、アンケートおよび認知地図

の描画結果より、地図提示方法の違いによる差が確認できた。また脳波データの時間周波数解析により読図時と迷

い発生時の脳波特性を表記できた。 

A purpose of this study is to clarify the high-legibility presentation method of map using cognitive 

map and EEG analysis. We conducted 2 type wayfinding experiments using EEG headset in underground mall 

southern part of Osaka station. The result are as follows. It was recognize that Impact of map 

presentation method on cognitive map creation. And analyzing EEG experiments, we notated the EEG 

characteristics at the time of reading map. 
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31 
成長期の住まいによる居住地選択嗜好の違いに関する研究 

－大阪府下の私立 O 大学の学生を対象とした調査より－ 

○青木嵩，中西翼

A study on the differences in residence choice preference by residential experience during growth 

period 

－From a survey of students at a private university in Osaka Prefecture. － 

○Takashi AOKI，Tsubasa NAKANISHI

居住地選択嗜好，居住経験，子供時代，若年層 

Residence choice preference ，Residential experience，Childhood，Young aged 

ライフスタイルが多様化する現代において居住者の居住地選択嗜好に適した住宅および住環境整備ができていな

い状況にある。居住地選択に影響を与える要因として従業地や世帯構成などの外的要因が指摘されるが、彼らが持

つ理想のライフスタイル像に対する内的要因には言及されていない。本研究は、理想のライフスタイル像を形成す

る要因のひとつとして潜在的な内的要因があると仮定し、子供時代の成長過程における経験に基づいて形成される

と考える。本稿は、こうした問題意識のもと、今後の研究の発展を見通すために実施した先行調査の結果を報告す

るものである。成長過程を 3 区分に分けて、居住経験別に理想のライフスタイル像を整理した。 

In this age of diversified lifestyles, there is a lack of providing houses and living environments 

that are suitable for residents' preferences in choosing a place to live. Although external factors 

such as place of employment and household composition have been pointed out as factors that influence 

the choice of residence, internal factors related to the ideal lifestyle image held by the residents 

have not been mentioned. In this study, we hypothesize that there are latent internal factors that 

form the ideal lifestyle image, and that these factors are formed based on experiences during the 

growth process in childhood. This paper reports the results of a previous survey conducted to foresee 

the development of future research based on this awareness of the issue. The growth process was 

divided into three categories, and the ideal lifestyle image was organized by residential experience. 

32 多拠点生活者の居住動態パターン別の要求に関する研究

○前田充紀，近藤民代

Needs by living dynamic pattern of multiple dwellers in various regions 

○Atsunori MAEDA，Tamiyo KONDO

多拠点生活，居住動態，シェア居住，リモートワーク，定額住み放題サービス 

Multi-habitation，Living dynamic，Shared housing，Remote work，Housing subscription 

本研究の目的は、定額住み放題サービスを利用した多拠点生活者の居住動態パターンと要求、その生活がもたら

す利点にはどのようなものがあるのかを明らかにすることである。多拠点生活をホーム・定額住み放題サービス利

用の有無から 4 つに分類した。定額住み放題サービスの主要事業者である ADDress の会員を分析対象とし、住居や

仕事場、サービスの利用状況から考察した。定額住み放題サービスを利用し生活する目的は自然の豊かな場所で過

ごすことに加えて快適な環境でリモートワークをすることである。さらに、拠点や多拠点生活が魅力に感じるかど

うかは家守や他の HS 利用者などの人と出会いどのように関わるかが影響する。 

This study examines living dynamic pattern and needs of multiple dwellers in various regions using 

housing subscription, and advantage more than expected in their lives.  Living dynamic pattern of 

multi-habitation is classified into 4 categories according to home and use of housing subscription. 

Analysis targets are members of ADDress, a major housing subscription and are considered based on 
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residence, workplace, usage situation of housing subscription.  Their purpose of using the service is 

work remotely in the comfortable environment in addition spend in the place which has a lot of nature 

and suits their work.  On the other hand, whether or not a base or their life is attractive depends on 

how you meet and interact with people such as housekeepers and other users of the service. 

33 「道の駅」への生活利便施設の集約化がもたらす日常生活満足度の変化に関する研究

○坂本祐輔，伊勢昇，野中大暉，湊絵美

The impact of Michi-no-eki with daily life facilities on changes in daily life satisfaction 

○Yusuke SAKAMOTO，Noboru ISE，Daiki NONAKA，Emi MINATO

道の駅, 生活利便施設,日常生活満足度 

Michi-no-eki，Daily life facility，Daily life satisfaction 

近年、地域の状況に即した「道の駅」における生活拠点機能の強化が求められており、その定量的な議論を可能

にするための知見の蓄積がなされてきた。しかしながら、生活利便施設を備えた「道の駅」の需要や当該「道の

駅」の整備による周辺地域住民の日常生活満足度の変化等を小地域レベルできめ細やかに推計できる手法の確立に

は至っていないのが現状である。 

そこで、本研究では、上記の課題の解決の一助とすべく、和歌山県九度山町の「柿の郷くどやま」をケーススタデ

ィとして、生活利便施設を備えた「道の駅」の整備による日常生活満足度の変化について、小地域レベルで推計可

能な統計モデルの構築並びに推計を行う。 

Michi-no-Eki is expected to be a roadside station with daily life facilities such as a supermarket, a 

restaurant and a play park, in order to improve the well-being of local people. However, the method 

quantitatively evaluating the necessity of Michi-no-Eki with daily life facilities has not been 

developed yet. It therefore might be difficult for local authorities to determine the appropriate 

location and design of Michi-no-Eki with daily life facilities considering local situation. This study 

aims to clarify the factors influencing the impact of Michi-no-Eki with daily life facilities on 

changes in daily life satisfaction of local people, in order to obtain fundamental knowledge to 

develop the method mentioned above. Results show that Michi-no-Eki with daily life facilities would 

improve the daily life satisfaction of some local people (10.2-32.5%). In addition, we clarified the 

characteristics of local people whose daily life satisfaction would be improved by constructing a 

Michi-no-Eki with daily life facilities. 

34 散歩道に着目した地域の体験価値に関する研究

○中村太郎，田中椋，山口敬太，川﨑雅史

A study on the value of local experiences focusing on walking paths 

○Taro NAKAMURA，Ryo TANAKA，Keita YAMAGUCHI，Masashi KAWASAKI

景観体験，地域資源 

Landscape experience，Local resources 
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本研究の目的は、住民による地域資源の体験価値の評価手法を提案することである。京都府長岡京市の住民ら 13

名を対象に、散歩道における景観体験に着目して、体験が行われた場所、体験を通して得たその場所に対する価値

認識，価値認識の対象となる要素の 3 つの評価項目を設け、体験価値の分析を行った。その結果、地域性、快適

性、変化性、想像性という４つの指標を用いることで、地域資源の体験価値を評価し、今後地域資源の整備を行う

際の，場所特性を生かした空間整備の提案につなげられることを明らかにした。 

The purpose of this study is to propose a method for evaluating the value of local resource 

experiences by residents. Thirteen residents of Nagaokakyo City, Kyoto Prefecture, were asked to 

analyze the value of their experience of the scenery along a walking trail, focusing on three 

evaluation items: the place where the experience took place, the value perception of the place gained 

through the experience, and the factors that are the subject of the value perception. As a result, it 

was clarified that the experience value of local resources can be evaluated by using the four indices 

of locality, comfort, changeability, and imaginativeness, and that this can lead to proposals for 

space development that takes advantage of the characteristics of the place when developing local 

resources in the future. 

35 大阪府における外国人民泊の立地傾向と形成過程に関する研究

○劉坤，佐久間康富

A study on the location tendency and formation process of foreigner’s Vacation rental in Osaka 

Prefecture 

○Kun LIU，Yasutomi SAKUMA

空き家，在日外国人，民泊，大阪府，形成過程 

Vacant house，Foreign resident，Vacation rental，Osaka Prefecture，Formation process 

近年外国人観光客の増加とともに、民泊事業も進展している。在日外国人が空き家を入手し、民泊を経営するこ

とが散見される。本研究はこれらの外国人が経営する民泊に着目し、大阪府内の外国人民泊の立地傾向と形成過程

を明らかにした。結果として、大阪府内の外国人民泊の立地は大阪市が一番多く、次いで泉佐野市と大阪市に隣接

する市町村が多い傾向があった。また、外国人が日本で民泊を開業するには、不動産、許可の取得上、特に支障が

ないことがわかった。外国人民泊が空き家の発生予防に一定の役割を果たしたと考えられ、地域経済への効果や異

文化交流による新たな価値創造につながる役割が期待される。 

Recently with the increasing number of foreign visitors. The vacation rental business is developing 

quickly. We noticed that some foreigners who live in Japan finding the empty house in order to start 

the vacation rental business. This research clarified the location tendency and formation process of 

foreigners’ vacation rental business. the most vacation rental located in downtown of Osaka, another 

place is Izumisano city and the city adjacent to Osaka. Furthermore, there is no special difficulties 

for foreigners to get real estate and license for vacation rental. Vacation rental business can 

prevent the empty house problem in Japan, and it might be helpful for pushing the area’s economic and 

the communication with different cultures. 
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36 

 

局所的集積した宿泊施設の廃業とその後の土地利用に関する研究 

－京都市における簡易宿所を事例として－ 

 ○川井千敬，阿部大輔 

 
A study on the discontinuance tourist accommodation and their subsequent use 

－Case study of budget hotels in Kyoto city－ 

 ○Chihaya KAWAI，Daisuke ABE 

 宿泊施設，簡易宿所，廃業，京都市 

 Tourist accommodation，Budget hotel，Discontinuance，Kyoto city 

 

本研究は、インバウンド隆盛時に急増した簡易宿所の廃業とその後の用途について明らかにした。①簡易宿所の

廃業は加速度的に増加していること、②商業地域においても廃業件数が多いこと、③廃業の増加速度には行政区ご

とにずれがあり、現在は下京区で廃業が急増している。 

以上をふまえ、下京区における廃業簡易宿所のその後の用途を調べると、④開業時から賃貸マンションへの転用を

見据えた事業者が一定程度いたと推察された。インバウンド隆盛時にはこうした投機的な事業戦略があったことが

認められる。⑤一方で一戸建ての細街路に立地していた簡易宿所は買い手・借り手がつかず廃業後に空き家化する

ケースが多いことが明らかになった。 

 

This study summarizes the discontinued and subsequent use of budget hotels, which rapidly increased 

during the prosperity of inbound tourism. It was found that (1) the number of discontinuance budget 

hotels is increasing at an accelerated rate, (2) the number of discontinued budget hotels is high even 

in competitive locations such as commercial districts, and (3) the number of discontinuance budget 

hotels is rapidly increasing in Shimogyo ward. 

Based on the above, when investigating the subsequent use of the discontinuance budget hotels in 

Shimogyo ward, it was inferred that (4) there were a certain number of businesses that had an eye on 

conversion to rental apartments from the time of opening. It will be admitted that there was a 

speculative business strategy at the time of the prosperity of inbound tourism. (5) On the other hand, 

budget hotels with detached houses located on narrow streets often become vacant after they are 

discontinued due to lack of buyers and renters. 

以上 
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