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都市公園における新型コロナウィルス感染症の流行が公園利用に及ぼす影響 

兵庫県立大学大学院緑環境景観マネジメント研究科／兵庫県立淡路景観園芸学校 尾谷 悠介 

兵庫県立大学大学院緑環境景観マネジメント研究科／兵庫県立淡路景観園芸学校 嶽山 洋志 

兵庫県立大学大学院緑環境景観マネジメント研究科／兵庫県立淡路景観園芸学校 山本 聡 
兵庫県立淡路景観園芸学校 薬師寺恒治 

兵庫県立淡路景観園芸学校 中瀬  勲 

１．はじめに 

 2019年 12月に中国の湖北省武漢市で報告された新型コ

ロナウィルス（SARS-CoV-2)は瞬く間に世界中に拡大し、

今なお猛威を振るっている。日本でも2020年1月16日に

初めての患者が報告されて以降、急速に感染が拡がり、4月

7 日には、東京都や大阪府など 7都府県に緊急事態宣言が

発出されるまでに至った。5月25日に緊急事態措置は解除

されたものの、今なお予断を許さない状況が続いている。 

 新型コロナウィルス感染防止のため、公共施設、博物館、

レジャースポットなど屋内施設の多くは2月末頃から長期

にわたる臨時休業をせざるを得ない状況に陥った。大規模

なイベントも自粛を余儀なくされ、戸外での娯楽は大きく

制限された。また、個々人が取り組む感染防止の対策とし

て、「3密」を避ける行動をとるよう、厚生労働省から指針

があげられた１）。「3密」とは、①換気の悪い密閉空間、 ②

多数が集まる密集場所、 ③間近で会話や発声をする密接場

面 の三つをさす。これにより、他者との接触、交流といっ

た、人との基本的なつながりも遮断された。各自治体も市

民に向けて、不要不急の外出の自粛、県境をまたぐ移動の

自粛などを求めており、国民全員が短期間の間に生活スタ

イルの大きな転換を強いられている。このような先の見え

ない状況下で、人々が感じる不安や恐怖、我慢のストレス

は増すばかりである。娯楽が大きく制限されている中でも、

これらを解消するための場所や手段は必要不可欠である。 

 本研究では、公園がもつ可能性について注目した。公園

のようなオープンスペースでは「3 密」の状況が発生しづ

らく、ウイルスの感染も起こりづらいといえる。そのため、

屋内施設における厳しい利用制限を必要としない。運動不

足の解消や心身の不調の改善のために公園を活用すること

は有効である。ただ一方で、ジョギング時における飛沫実

験がメディアで取り上げられるなど、100％安全であるとも

言い切れず、感染症が拡大する中における公園利用をどの

ようにマネジメントするかの先行研究も見当たらない。 

 そこで本研究では、新型コロナウィルス感染症が流行す

る中で県立都市公園の対策を整理するとともに、それに応

じた利用実態と利用者意識を捉えることで、公園利用のあ

り方を検討することとした。 

２．研究方法 

２．１ 調査地の概要 

本研究では、兵庫県立播磨中央公園（兵庫県加東市）と、 

表－1 アンケート実施日と対象者数 

写真－1 調査対象地（左: 明石公園、右:播磨中央公園） 

兵庫県立明石公園（兵庫県明石市）の2公園を対象とした。

播磨中央公園は面積187.7 haの「郊外部」にある広域公園

である。利用者専用の無料駐車場が完備されている一方で、

最寄り駅からは約2km離れており、公共交通機関でのアク

セスはやや悪いといえる。対して明石公園は面積54.8 haの

「都市部」にある広域公園である。駐車場は有料だが、最

寄り駅からは徒歩5分以内の場所に位置しており、公共交

通機関でのアクセスは良好である。このように、兵庫県内

での対照的な2公園を調査地に選定した。 

２．２ 調査方法 

 まず兵庫県がとった対策については、6月17日に担当部

局より資料収集を行った。 

次いで2公園における利用実態と利用者意識については、

公園の利用者に対面式のアンケートで捉えることとした。

アンケートの内容は「属性」「来園目的」「公園の利用内容」

「兵庫県の感染症対策や今後の取り組みに対する評価」の

4つである。調査は緊急事態宣言発出前の2020年3月25、

26日と、緊急事態宣言解除後の2020年4月25、26日の計

4 日にわたって行い、表－1 に示す通り合計で 216 名から

回答を得た。 

３．結果および考察 

３．１ 兵庫県の県立都市公園の感染症対策 

 兵庫県は 2 月 28 日の、不特定多数の者の集うイベント

開催の自粛・要請を皮切りに、3月 1日に県内初の感染者

が確認されたことを受けて、3 月 4日には上記の対策に加

え、休校要請が出ている学生対象のスポーツスクールの自 

緊急事態宣言前 緊急事態宣言後

明石公園 3/25：63名 4/25：52名

播磨中央公園 3/25-26：51名 4/26：50名
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写真－2 園内に設置された感染症対策を呼び掛ける看板 

（左: 明石公園_4/4、右:播磨中央公園_4/25） 

粛や、高齢者が集うイベント開催の自粛、換気が悪い屋内

施設の使用の自粛を発表した。また花見時期を見据え、3月

18日に花見に関するイベント自粛や露店不許可、園内での

飲酒の禁止、園内レストランについて酒類のテイクアウト

の禁止、自動販売機の酒類販売の禁止を発表した。さらに、

4 月 7日に緊急事態宣言が発出されたことを受け、その翌

日に兵庫県の対処方針として、集客イベントの中止・延期

を要請、屋内施設の利用自粛を要請（後に屋外施設、レス

トラン、売店等も）、露店不許可、園内での飲酒を禁止した。

また4月24日には上記に加え、遊具と駐車場も閉鎖（5月

5日に駐車場の閉鎖は解除）した。以上のように、その時々

の社会情勢に応じた公園利用対策がこれまで行われてきて

おり、園内にもその内容を記した看板が多く見られた（写

真－2） 

３．２ 利用実態と利用者意識 

（１）属性 

図－1に来訪頻度を、図－2に居住地を示す。 

アンケートの回答者について、明石公園は3月の男性来

園者が20.6%、女性が79.4%、播磨中央公園は男性が17.6%、

女性が 82.4%と女性が圧倒的に多かった。4 月は明石公園

の男性来園者が 51.9%、女性が 48.1%、播磨中央公園は男

性が 48.0%、女性が 52.0%とほぼ半々であった。次に年齢

層を見てみると、3 月に多かった来園者は、明石公園では

10 代で 39.7%と最も多く、播磨中央公園でも 3 月は 9.8%

見られた。これは、3 月は休校中だったため、学生が多く

来園したものと考えられる。また播磨中央公園は3月の来

園者で最も多かった年齢層が 30－40 代で 56.9%、4 月も

52.0%と、明石公園（3 月:30.2%、4 月:48.0%）に比べて子

育て世代が多かった。図－1 より来訪頻度は、明石公園で

は月1、2回の来園頻度が3月で47.7%、4月で72.6%と、

頻繁に来られる方が比較的多い一方、播磨中央公園では、

年 4、5回未満である割合が、3月が 86.3%、4月が 74.0%

と季節利用者が多かった。図－2 より居住地（どこから来

たか）をみてみると、明石公園は6割以上が明石市からな

のに対して、播磨中央公園は加東市からの来園者が1割程 図－4 来園目的と新型コロナウィルスとの関係の有無 

明
石
公
園 

播
磨
中
央
公
園 

明
石
公
園 

播
磨
中
央
公
園 

図－1 来訪頻度（％） 

図－2 居住地（％） 

図－3 来園目的 
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度にとどまった。大阪府や広島県からも来園しており、播

磨中央公園の誘致圏域は非常に広いことがわかる。 

（２）来園目的 

 図－3 に来園目的を、図－4 に来園目的と新型コロナウ

ィルスとの関係の有無を示す。 

 図－3より、「広さ（3月の明石が 47.6%に対し、播磨が

60.8%、4月の明石が40.4%に対し、播磨が62.0%）」、「接触

が少ない（3月の明石が 7.9%に対し、播磨が 19.6%、4月

の明石が23.1%に対し、播磨が54.0%）」、「都市部との距離

（3月の明石が 0.0%に対し、播磨が 19.6%、4月の明石が

0.0%に対し、播磨が12.0%）」の3項目において、播磨中央

公園のほうが明石公園よりも割合が 3月、4月ともに高か

った。これはコロナの影響を避ける来園者は都市部よりも

郊外の公園を選択する傾向があると考えられる。図－4 は

来園理由が新型コロナウィルスと関係があるか、という質

問に対して「関係がある」から「関係がない」まで4段階

で評定を求めたものに対する平均評価点の比較であるが、

この図からも播磨中央公園の来園者の方が感染症を意識し

て来園していることがわかり（明石公園：3月-0.54 → 4月

-0.04、播磨中央公園：3月0.53 → 4月0.86）、郊外型の広

域公園の避難場所としての存在価値がうかがえる。一方、

明石公園は「普段利用（3月の明石が39.7%に対し、播磨が

9.8%、4月の明石が48.1%に対し、播磨が12.0%）」、「家か

ら近い（3月の明石が50.8%に対し、播磨が19.6%、4月の

明石が48.1%に対し、播磨が18.0%）」といった理由で選択

している人が多く、普段の利用意識と変わらないことがわ

かる。 

（３）公園での利用内容

図－5に公園での利用内容を示す。 

図－5より、3月と4月の利用内容を比較してみると、ピ

クニックのような集団での利用が減少し（明石では3月が

65.1%に対し、4月が21.2%、播磨では3月が39.2%に対し、

4月が24.0%）、散歩（明石では3月が3.2%に対し、4月が

15.4%、播磨では3月が23.5%に対し、4月が40.0%）やウ

ォーキング（明石では3月が28.6%に対し、4月が57.7%、

播磨では3月が5.9%に対し、4月が28.0%）のような個人

利用が増加していることがわかる。集団利用を自粛し、個

人で出来るレクリエーションに行動が変化していることう

かがえる。また遊具の利用が両公園で減少しているが（明

石では3月が12.7%に対し、4月が5.8%、播磨では3月が

54.9%に対し、4 月が 28.0%）、これは遊具の順番を並んで

いるところが密状態になることや、遊具からの接触感染を

恐れていたことが想定される。 

（４）兵庫県の感染症対策に対する評価 

図－6 に兵庫県の感染症対策や今後の取り組みに対する

評価を示す。本図は、各項目について、「非常に良い取り組

み」から「非常に悪い取り組み」まで5段階で評定を求め

たものに対する平均評価点の比較を示したものである。 

 図－6 より、トイレや遊具など、施設の禁止措置に対し

ては批判的に思う人が多かった。特にトイレの使用禁止（兵 

図－5 公園の利用内容 

図－6 兵庫県の感染症対策や今後の取り組みに対する評価 

庫県は使用禁止措置を出していない）は、両公園とも緊急

事態宣言前後で変わらずマイナスの評価（明石：前-0.36、

後-0.13、播磨中央：前-0.71、後-0.36）であったことから、

使用禁止は避けたいところである。一方、遊具の使用禁止

（兵庫県はすべての県立公園で実施）は、緊急事態宣言前

は両公園ともにマイナスの評価（明石：-0.19、播磨中央：

-0.49）であったが、宣言後にプラスの評価（明石：0.52、播
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磨中央：0.33）に転じ、両者に有意な差も見られたことから、

ある程度の理解は得られているものと考えられる。ただ評

価自体はさほど高くないことから、禁止以外の安全対策の

取り方を多様に検討する必要がある。また集会についても

規模の大小に関わらず、緊急事態宣言後には禁止すべきと

の回答が多く、こちらも一定の理解を得られているものと

考えられる。広域公園として県外からも多くの来園者が見

込まれることから、禁止はやむを得ない措置と思われる。 

（５）海外の感染症対策に対する評価 

これまでの対策に対する評価に加え、今後の取り組みに

ついても評価を得るべく、海外の公園でとられている対策

を把握し、それについても回答を得ることとした。具体的

に今回参考にした取り組みはSeattle Parks and Recreationで、

3月1日から5月31までに投稿された、新型コロナウィル

ス関連の facebook記事139件を参考にした２）。 

具体的に掲載されていた記事では「施設の閉鎖、使用禁

止、再開（26件）」に関する情報に加え、公園サービスで最

も多かった記事が「バーチャルアクティビティの紹介」で

41件が確認できた。具体的な内容は、Instagramや youtube

を用いた環境学習、ヨガなどのスポーツ、絵本の読み語り

などが多く、またZoomを用いたデジタルワークショップ、

オンラインでの写真コンテスト、コロナ禍における自然の

楽しみ方や都市の生き物情報の共有などが行われていた。 

次に多かったのが「別の公園を紹介する取り組み」で 9

件が確認できた。1 つの公園が混雑すると閉鎖せざるを得

ないという考えのもと、いかに他の公園に市民を分散させ

るかが重要で、こちらでも画像や動画を用いてあまり知ら

れていない公園の魅力を紹介する取り組みが行われていた。

また、公園での混雑を避ける呼びかけも14件が確認でき、

混雑しているか否かをgoogleの時間帯情報で混雑していな

い時間を調べてから行くよう促すなどの工夫が見て取れた。 

さらに「個人で出来る楽しみ方（6件）」として、バード

ウォッチングや階段クライミング、サイクリング、クラフ

ト、ガーデニングなどが紹介され、「自然豊かな場所の紹介」

も5件が紹介された。以上の4項目を新たな取り組みとし

て評価を得ることとした。 

結果、「個人でできる楽しみ方の提供」から「別の公園の

紹介」までの、人が直接接触することのない取り組みや利

用密度を下げる取り組みについては、宣言の前後に関係な

く好意的に捉える人が多かった。今後の施策に反映される

ことを期待したい。 

４．今後の展望 

 今後の展望として、以下の３点を指摘したい。まず園内

の利用頻度の低い場所や、周辺の利用者が少ない都市公園・

オープンスペースの魅力を連携・発信し、利用者を空間的・

時間的にすみ分けさせる「分散型公園利用」を推進するこ

とが有効と考える。具体的には、県立公園と市町立公園（さ

らには観光施設も）が連携しパーク・ディストリクト（公

園区）を形成、公園間はバイクレーンでつなぐ。利用が少 

図－7 播磨中央公園とその周辺に位置する公園の利用者数 

ない公園内のエリアや周辺の都市公園は、公園区としての

バランスを考えながら個々に魅力化を進め、利用を分散さ

せるような情報発信を行うことが望まれる。図－7 は播磨

中央公園とその周辺に位置する公園の利用者数を示してい

るが、この図のように播磨中央公園の周りには利用密度の

低い公園があり、そのような公園と情報を共有しながら運

営していくことが期待される。 

 また、およそ２ｍの社会的距離を保った個人で出来るレ

クリエーションを推進することも有効だろう。具体的には

バードウォッチング、自然観察（セルフガイド）、ハイキン

グ、サイクリング、クライミング、魚釣りなどが挙げられ

る。このような個人で出来るレクリエーションは、これま

での公園レクリエーションでも行われていたが、コロナ下

でそのような利用を発達させることが期待される。 

 最後にシアトルの公園マネジメントで活発に行われてい

たバーチャルアクティビティも推進したい。公園の四季

折々の映像や、自然愛好家らによるオンラインセミナーを

展開することはもちろんのこと、SNSやZoomを用いた新

たなデジタルワークショップや、リアルな体験にバーチャ

ルな学習を組み合わせた環境学習など、コロナ禍でも取り

組めそうな活動が色々出てくる。これまではどちらかとい

うと利用を禁止したり制限したりすることが多かったが、

バーチャルな活動を組み入れることで可能になる活動があ

ることから、積極的に取り組んでいくことが大事であろう。 
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都市広場における着座設備の導入が滞留者の交流行動に与える影響 
－ 尼崎中央公園での社会実験を通じて － 

大阪市港湾局 服部 美樹 
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 

アメリカの非営利団体である PROJECT FOR PUBLIC 
SPACE1)は、魅力的な公共空間をつくるための 4 つの評価

指標をあげており、中でも「Sociability(社会性)」は重要で

ある 2)としている。ここでは、社会性のある場所とは「人々

が通りすぎるのを観察するため、友達に会うため、自分と

は異なる幅広い世代の人々との交流を祝うために行きたい

場所である」とされている。また、新階ら 3)は広場の評価

基準として、「知らない者同士がちょっとした会話やアイコ

ンタクトをする様子が見られる、他者との「見る－見られ

る」関係がある」ことは好ましいとしており、同行者だけ

でなく、他者との交流が起こることも公共空間の魅力にと

って大切であると考えられている。このように、公共空間

における交流を通じた社会性は、都市の魅力づくりにとっ

て重要である。 
近年、公共空間の質を高め、人々にとって心地のよい「居

場所」をつくり出すプレイスメイキング 4)の取り組みが活

発になっている。公共空間における滞留を促す社会実験に

関する既往研究を見ると、三友ら 5)は、丸の内仲通りでの

可動椅子・テーブルを設置する社会実験から、使われ方や

その有効性を探っている。泉山ら 6)は、池袋駅東口グリー

ン大通りオープンカフェ社会実験を対象に、従来の公共空

間評価手法に対する人間中心の視点でのアクティビティ評

価手法の意義や可能性を探っている。遠矢ら 7)は、グラン

フロント大阪での社会実験における利用者のアクティビテ

ィの通年変化を捉え、知見を整理している。また、公共空

間における交流行動に視点をあてた既往研究を見ると、東

川ら 8)は、まちなか広場を対象に社会ネットワーク分析を

用いて利用者間の交流行動を分析し、交流行動を促す空間

構成を明らかにしている。 
以上のように公共空間における社会実験を通じた利用効

果を明らかにする研究や交流を対象とした研究は、近年多

くの成果を上げつつあるが、公共空間での社会実験を計画、

実施した上で、滞留者の交流行動に着目して分析した研究

は見られない。そこで本研究では、尼崎中央公園の噴水広

場を対象に、着座設備を導入する社会実験を計画、実施し、

滞留者の交流行動にどのような影響があるのかを探った。 

２.研究方法 

図－1 は調査対象範囲を示している。噴水周辺約 750 ㎡

を対象とし、対象範囲すべての行動が視認できるように調

査員2名で現地観察調査を行った。 

表－1は調査日、調査時間および調査項目を示している。 
調査は、日常時は平日の2019年10月28日（月）と休日

の10月22日（火・祝）、11月17日（日）、社会実験時は、

平日の2019年10月21日（月）、11月7日（木）と休日の

10月20日（日）、11月16日（土）の計7日間実施した。

調査時間は、8:30-9:30、10:30-11:30、12:30-13:30、14:30-15:30、

16:30-17:30、18:30-19:30 の1時間ごとの計6 時間である。

観察項目は、滞留者の位置、滞留者数（人数、グループ数、

グループ構成）、滞留者の属性（性別、年齢）、滞留者の姿

勢（着座、立位）、滞留時間、滞留者の行動内容とした。 
表－2 は行動内容の分類を示している。行動内容は、東

川らの研究 7)を参照し、尼崎中央公園の特性に合わせて項

目を追加した。行動内容は「単独行動」と「交流行動」に

分類した。「単独行動」は、「休憩」、「電子機器操作」、「飲

食」、「飲酒」、「読み書き」、「喫煙」、「その他」に細分類し

た。「交流行動」は、それぞれ「見る」、「話す」、「身振り」、

図-１ 調査対象範囲図 

表－１ 調査の概要 

調査員２人による定点観察調査

平
日

休
日

10/22(火・祝)、11/17(日）

平
日

10/21(月)、11/7(木）

休
日

  10/20(日)、11/16(土)

方
法

調
査
項
目

調
査
時
間

10/28(月)

・滞留者の行動内容
（単独行動、交流行動）

8:30-9:30,10:30-11:30,
12:30-13:30,14:30-15:30,
16:30-17:30,18:30-19:30

 ・滞留者の位置

・滞留者の属性（性別・年代）

・滞留者の姿勢（着座、立位）

・滞留時間

日
常
調
査

社
会
実
験
調
査

調
査
日

内容

休憩 景色や風景を眺める、寝る

電子機器操作
携帯機器、ゲーム機器の操作をする、写真・動
画を撮る等

飲食 食事をする、飲み物を飲む

飲酒 お酒を飲む

読み書き 本や書類を読む、紙に文字や絵を描く等

喫煙 タバコを吸う

その他
うちわで扇ぐ、身だしなみを整える、荷物の整理
等

見る 見る（人に顔を向け、視線を送る行為）

話す 会話をする

身振り 手を振る、手を振って呼ぶ

身体接触 抱く、身体を触る、おんぶする

勧誘的交流 宗教勧誘者が滞留者に話す

遊戯的交流 噴水で遊ぶ、噴水の周りで遊ぶ

配慮的交流
席の間隔を詰める・空ける、相手の身だしなみ
を直す、物を渡す等

交
流
行
動

分類・項目

単
独
行
動

表－２ 行動内容の分類 
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「身体接触」、「遊戯的交流」、「配慮的交流」に細分類した。

「また、「交流行動」は、同一グループ間で発生する「同行

者交流行動」と他者との間で発生する「他者交流行動」に

分類した。社会実験には、着座設備（ガーデンテーブル 1
卓とガーデンチェア2脚のセット）を4セット用いた。着

座設備は、図－1 に示すように噴水に沿うように配置した

円弧型と、1 ヶ所に固めて配置した集中型の 2 通りの方法

で配置した。円弧型では、着座設備と噴水との距離を約

2.5mとし、集中型では、着座設備間の間隔を80cmとした。

着座設備は可動であるが、調査中に動かされたテーブルや

チェアは、毎調査時間開始時に元の位置に戻した。円弧型

は、2019 年10月20日（日）の休日1日、10月21日（月）、

11 月 7 日（木）の平日 2 日、集中型は 2019 年 11 月 16 日

（土）の休日1日実施した。なお、滞留者の位置は円弧型・

集中型とも着座設備周辺と噴水周辺とに分類した。天候悪

化により途中で中断した10月21日（月）および前日の天

候の影響で床面および座面が濡れており、正確な滞留行動

を計測できなかった10月22日（火・祝）を除外した日常

時の10月28日（月）、11月17日（日）および社会実験時

の11月7日（木）、11月16日（土）、10月20日（日）の

5 日間を解析対象とした。解析では調査項目ごとに得られ

た結果を単純集計した。日常時は平日と休日に、社会実験

時は円弧型と集中型の配置別、着座設備と噴水周辺の場所

別に集計し、着座設備導入の影響を分析した。 

３.結果および考察 

（１）日常 

図－2 は日常時における滞留者のグループ数を示してい

る。滞留グループ数は、平日253 グループ、休日383 グル

ープと休日が多い。時間帯別に見ると、平日は午前の滞留

が少なく 16:30 以降に多くなった。休日は 10:30 以降に増

え、夜まで多く見られた。 
図－3 は日常時における滞留者のグループ構成を示して

いる。平日、休日とも「1人」での滞留がそれぞれ81.0％、

75.5％と非常に多く、「2 人」での滞留は平日で 13.0％、休

日で17.0％と一定数見られたが、「3人」以上は平日、休日

ともに10％未満であった。 
図－4は日常時における滞留者の性別を示している。「男 

性」が平日は 66.9％、休日は65.6％と多く、平日、休日と

もに「女性」の割合は低かった。 
図－5は日常時における滞留者の年齢を示している。「50

代～60代」が平日37.8％、休日40.3％といずれも最も多く、

次いで「30代～40代」が2割程度と多かった。一方で、10
代以下の滞留者は、平日は 4.9％と少ないが、休日は 8.8％
とやや多かった。 
図－6 は日常時における滞留者の行動内容を示している。

単独行動は「休憩」が平日35.1％、休日30.5％、「電子機器

操作」が平日 35.9％、休日39.9％と多く、次いで「飲食」

「喫煙」なども15～20％程度と多かった。同行者交流行動

の「話す」は、平日は15.1％、休日は21.9％見られ、他者 

交流行動の「見る」も15％程度確認できたが、平日、休日

とも単独行動が中心で交流行動の内容は限定的であった。 

（２）社会実験 

社会実験時において、平日、休日による違いはグループ

数、属性ともに日常時と同等であり、時間帯別の変化にも

大きな差はなかったことから、ここでは休日に実施した円

弧型と集中型の配置の違いによる影響を見ていく。 
図－7 は社会実験時の時間帯別の滞留者のグループ数を

示している。円弧型は359 グループ、集中型は373 グルー

プであり、置き方によるグループ数にほとんど違いは見ら

図－６ 日常時における滞留者の行動内容 

30.5
39.9

19.6
6.3
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19.3
3.9

0.3
21.9
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3.4

11.2
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5.7
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65.6 

66.9 

34.4 

33.1 
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1人 2人 3人 4人以上

図－４ 日常時における
滞留者の性別

図－３ 日常時における
滞留者のグループ構成
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図－５ 日常時における滞留者の年齢
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れなかった。 
図－8 は円弧型・集中型の滞留者のグループ構成を示し

ている。「1人」での利用は円弧型では68.2％、集中型では

73.2％と集中型の方がやや多かったが、どちらの配置も、「1
人」での利用が多数を占めていた。 

図－9 は社会実験時における滞留者の性別を示している。

円弧型は「男性」が65.0％、「女性」が35.0％と男性の割合

が高い。集中型は「男性」が 62.2％、「女性」が 37.8％と、

各日とも男性の割合が高く、着座設備の配置による男女比

の差はほとんど確認できなかった。 
図－10 は社会実験時における滞留者の年齢を示してい

る。「50代～60代」が円弧型、集中型ともに最も高く、そ

れぞれ一方で、「30～40 代」は円弧型が 27.1％、集中型が

20.2％、「20代」は円弧型が18.4％、集中型が11.4％となっ

ており、円弧型の方が「30～40代」以下の滞留者が多い傾

向が見られた。 
図－11 は社会実験時における滞留者の行動内容を示し

ている。行動内容をみると、円弧型では単独行動の「電子

機器操作」が 38.3％と最も多かったが、次いで他者交流行

動の「見る」が28.3％、同行者交流行動の「話す」も26.9％
と多く見られた。集中型においても他者交流行動の「見る」

が 26.8％、同行者交流行動の「話す」が 23.6％といずれの

配置においても日常時と比べて交流行動の割合が増加した。 

 

 

（３）場所別 
図－12 は場所別の滞留グループ数の内訳を示している。

円弧型は、噴水周辺滞留者は 73.8％、着座設備滞留者が

26.2％と、噴水周辺の割合が高いものの、着座設備に滞留す

る人も一定数見られた。集中型は、噴水周辺滞留者が82.0％、

着座設備利用者が18.0％と着座設備利用者が少なかった。 
図－13 は場所別の滞留者のグループ構成を示している。

円弧型は、着座設備利用者のグループ構成は「1人」が48.9％

であるのに対し、噴水周辺滞留者は、「1 人」での滞留が

75.1％となっており、着座設備利用者の方が複数人での滞

留の割合が高かった。集中型は、着座設備利用者のグルー

プ構成は「1 人」が 61.2％であるのに対し、噴水周辺滞留

者は「1 人」が 75.8％と、同様に着座設備利用者の方が複

数人での滞留がやや高かった。どちらの配置でも、着座設

備利用者は、複数人での滞留の割合が高くなっていたが、

円弧型の方が複数人での滞留の割合が高かった。 
図－14は場所別の滞留者の性別を示している。噴水周辺

は「男性」が円弧型で 67.1％、集中型で 64.2％と優先する

のに対し、着座設備は「女性」の割合が円弧型では40.3％、

集中型では46.1％と高かった。図－15は場所別の滞留者の

年齢を示している。円弧型、集中型ともに場所による年齢

構成にほとんど差は見られなかった。 
 図－16は場所別の滞留者の行動内容を示している。噴水

周辺は単独行動の「電子機器操作」が円弧型で 47.5％、集

中型で38.9％、「休憩」が集中型で62.1％と、単独行動を中

心とした滞留となっている。一方着座設備では、円弧型で

は同行者交流行動の「話す」が 44.7％と最も高く、次いで

単独行動の「飲食」が 39.4％、他者交流行動の「見る」が

34.0％と高くなっている。集中型でも、同行者交流行動の

「話す」および単独行動の「飲食」が 40.3％、次いで他者

交流行動の「見る」が 38.8％と高く、加えて他者交流行動

の「話す」が 16.4％といずれも噴水周辺より高くなってい

る。 
このようにどちらの配置でも、着座設備利用者は噴水周

辺滞留者に比べ、単独行動の「飲食」に加えて同行者交流

行動、他者交流行動ともに割合が高い傾向が見られた。 
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４.まとめ 

日常時と社会実験時で、全体の滞留グループ数や属性に

ほとんど差は見られなかったが、滞留者の行動内容を見る

と、社会実験による影響が確認できた。特に場所別で見る

と、その属性や行動に差が見られ、噴水周辺と比べて着座

設備の方が、単独行動の「飲食」の割合が高くなっている

のに加えて、同行者交流行動の「話す」や他者交流行動の

「見る」の割合が高くなっており、着座設備の導入が交流

行動を誘発させる可能性があることが分かった。特に噴水

周辺と着座設備との間で他者との「見る－見られる」の関

係が成立することや、集中型では着座設備を共有すること

が多いため、他者との会話が発生するなど、他者交流行動

を誘発することが確認できた。 
また、新階ら 3)は、広場の評価について「女性の利用者

が多い」ことや「近隣の店舗で買った物を広場で飲食する」

ことは好ましいとしており、着座設備利用者は噴水周辺滞

留者に比べて女性の割合が高かったこと、飲食の割合が高

かったことから、このような側面からも着座設備は広場の

質を向上させるのに有効であると考えられる。このように、

着座設備の導入によって、日常時とは異なる利用者層の滞

留や他者との交流の機会をつくり出すことで、広場の持つ

社会性を向上させることが期待できる。本研究では、円弧

型、集中型の2通りの配置で実験を行ったが、その他の配

置も検討することや広場内でアクティビティを起こすこと

でさらに交流行動を促進させることも考えられる。 

参考文献 

1) Project For Public Spaces, “GOOD PLACES”, Project For Public Spaces, 2008-

12-31, https://www.pps.org/article/goodplaces 

2) プロジェクト・フォー・パブリックスペース(2005)：「オープンスペース

を魅力的にする」p.127、学芸出版社 

3) 新階寛恭・吉田純土(2017)：「都市内における広場の空間評価に関する研

究－実態調査に基づく広場空間の質の評価手法の検討－」、p.121、国土

技術政策総合研究所資料、第 971 号、国土交通省国土技術政策総合研究

所 

4) 園田聡(2019)：「プレイスメイキング：アクティビティ・ファーストの都

市デザイン」、p.272、学芸出版社 

5) 三友奈 ・々岸井隆幸(2016)：「道路空間の車道部における歩行者の滞留に

関する考察-丸の内仲通りでの可動イス設置の社会実験を事例として-」、

都市計画論文集、Vol.51 No.3、pp.1234-1240、日本都市計画学会 

6) 泉山塁威・中野卓・根本春奈(2016)：「人間中心視点による公共空間のア

クティビティ評価方法に関する研究-「池袋駅東口グリーン大通りオー

プンカフェ社会実験2015年春期」のアクティビティ調査を中心に-」、日

本建築学会計画系論文集、Vol.81 No.730、pp.2763-2773、日本建築学会 

7) 遠矢晃穂・嘉名光市・新階寛恭・吉田純土(2019)：「公共空間における利

用者アクティビティの通年変化に関する研究:｢グランフロント大阪北館

西側歩道空間における座具設置社会実験｣を対象として」、都市計画論文

集、Vol.54 No.3、pp.375-382、日本都市計画学会 

8) 東川祐樹・松村暢彦・片岡由香(2018)：「まちなか広場における交流行動

者構造に関する研究-松山市「みんなのひろば」をケーススタディとして

-」、都市計画論文集、Vol.53 No.3、pp.349-356、日本都市計画学会 

28.7

24.5

39.4

2.1

6.4

5.3

8.5

3.2

44.7

2.1

1.1

34.0

4.3

28.7

47.5

18.1

2.6

2.6

12.8

2.6

0.8

22.6

0.4

2.3

1.1

27.2

4.9

0.4

0 10 20 30 40 50 60 70

休憩
電子機器操作

飲食
飲酒

読み書き
喫煙
その他
見る
話す
身振り

身体接触
遊戯的交流
配慮的交流

見る
話す
身振り

身体接触
遊戯的交流
勧誘的交流
配慮的交流

単
独
行
動

同
行
者
交
流
行

動
他
者
交
流
行
動

32.8
31.3

40.3

9.0

3.0

4.5

3.0

40.3

38.8

16.4

6.0

62.1

38.9

21.6
6.5

2.3

22.5

2.0

1.0

20.6
7.5

3.9

3.3

0.7

29.4

7.5
0.3

0 10 20 30 40 50 60 70

着座設備
噴水周辺

円弧型 集中型

図－16 場所別の滞留者の行動内容 

(%)(%)

26.2%

73.8%

18.0%

82.0%

着座

設備

噴水

周辺

図－12 場所別の滞留者のグループ数の内訳

48.9

75.1

43.6

18.5

5.3

4.5

2.1

1.9

0 20 40 60 80 100

着座

設備

噴水

周辺

1人 2人

61.2

75.8

29.9

16.3

3.0

3.9

6.0

3.9

0 20 40 60 80 100
3人 4人以上

図－13 場所別の滞留者のグループ構成

(%) (%)

円弧型 集中型

59.7

67.1

40.3

32.9

0 20 40 60 80 100

着座

設備

噴水

周辺

男性

53.9

64.2

46.1

35.8

0 20 40 60 80 100
女性

図－14 場所別の滞留者の性別

(%) (%)

円弧型 集中型

2.1

5.2

6.3

4.1

17.4

18.9

28.5

26.5

28.5

34.7

17.4

9.3

0 20 40 60 80 100

着座

設備

噴水

周辺

乳幼児・幼児 小学生

中高生 20代

3.9

5.0

3.9

2.6

5.9

3.8

10.8

11.6

19.6

20.3

39.2

37.3

16.7

19.3

0 20 40 60 80 100

30-40代 50-60代

70代以上 不明

図－15 場所別の滞留者の年齢

(%) (%)

円弧型 集中型

―　8　―



地域再生におけるエディブル・ランドスケープの役割とその可能性 

玉野総合コンサルタント株式会社 藤原優美子 

大阪府立大学生命環境科学研究科 松尾  薫 

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

１．研究の背景及び目的 

持続可能で魅力的な社会の構築に向けて、身近な環境の

再生に地域が主体的に取り組むことや地域固有の資源を活

用したまちの個性づくりなどが求められている。このよう

な状況のなか、エディブル・ランドスケープは食べられる

植物を通じて、地域に住む人々が環境に直接働きかけるこ

とができ、まちの個性を育む有効な手段の一つと考えられ

ている。 

エディブル・ランドスケープとは、一般的には食べられ

る植物を用いた景観を指し、その提唱者とされるRosalind1）

は「食卓においしく健康的な物を運び、水や土、エネルギ

ーの消費を切りつめ、食べられる植物を用いて美しくよく

計画された景観をつくること」と定義している。また、木

下ら 2）は都市の私的領域から公的領域までを含めた住環境

において食べられる植物によって植栽が施された環境とし

ている。 

エディブル・ランドスケープに関する既往研究をみると、

木下ら 2）は、都市の住宅地におけるエディブル・ランドス

ケープの意味と役割について、個人の敷地内での展開に着

目して市民の愛着の視点から明らかにしている。深瀬ら 3)

は都市生活空間内における農的要素の実態及び農的土地利

用から、住民の栽培への意識と空間形成の仕組みについて

明らかにしている。江口ら 4)は空き地が広がる住宅地にお

いて、地先園芸とコモンキッチンの利用の二つの利用形態

からエディブル・ランドスケープがもたらす価値について

明らかにしている。 

また、住民が主体となった地域活動に関する研究のなか

で、特に植物を用いた身近な環境の再生に取り組む事例に

ついてみると、御手洗ら 5)は園芸ボランティア活動におけ

る市民グループを活動場所と連携の視点から類型化し、運

営上の課題を整理している。武田ら 6)はニュータウンでの

地縁組織によるコミュニティガーデン活動を通じたコミュ

ニティ再生や地域管理の可能性を明らかにしている。秋田
7)は津波の被災地を対象にコミュニティガーデンを通じた

住民による空間管理の可能性を示している。 

以上のように都市の住宅地や街路空間でのエディブル・

ランドスケープの意味と役割について明らかにした研究や

エディブル・ランドスケープが住民にもたらす価値や意識

の変化について明らかにした研究は見られる。また、植物

を通じて身近な環境の再生に地域が主体となって取り組む

事例を対象にコミュニティ再生や住民による土地管理の可

能性を明らかにした研究は見られる。そこで本研究では、

これらの既往研究の成果を踏まえ、世界におけるエディブ

ル・ランドスケープの役割の変遷を捉えたうえで、現在の

日本におけるエディブル・ランドスケープを用いた地域プ

ロジェクトを対象にその実態や可能性を探ることを目的と

する。 

２．調査及び解析方法 

 世界のエディブル・ランドスケープを用いたプロジェク

ト事例を学術論文、建築・まちづくり等の専門図書および

専門雑誌等の文献から収集し、各事例の年代、実施の背景、

都市名、事例名、対象者、植栽場所および役割を把握した。

把握した各事例の内容をもとに、19世紀末、20世紀前半、

1970年代、1980年代、1990年代、2000年代の6つの時代

区分で世界のエディブル・ランドスケープの役割の変遷を

捉えた。 

日本におけるエディブル・ランドスケープを用いたプロ

ジェクトについては、まず予備調査として2019年10月に

メールを用いたアンケート調査を実施した。 

表－1 はアンケート調査の方法および結果を示している。 

調査対象はGoogle検索を用いて、「エディブル・ランド

スケープ」「食べられる景観」「（食べられる植物の具体的な

名称） プロジェクト」をキーワードとして検索を行い、

日本のエディブル・ランドスケープを用いた地域プロジェ

クト25事例を抽出した。アンケート配布数25票のうち、

有効回答数17票、回答率68.0％であった。その結果、エデ

ィブル・ランドスケープを用いた地域プロジェクトの目的

は｢農業振興｣が17件中11件（64.7％）と最も多いが、｢ま

ちのシンボルづくり｣、｢景観向上｣が8件（47.1％）、｢コミ

調査年月 2019年10月

配布・回収方法 メールによりwordファイルを送付して実施

配布数 25票

有効回答数 17票　有効回答率：68.0％

地域住民組織6件（35.3%）　NPO法人3件（17.6%）　行政2件（11.8%）
株式会社2件（11.8%）　教育機関2件（11.8%）　その他1件（5.9%）
未回答1件（5.9%）

（４）栽培している植物の種類

オリーブ5件（29.4％）　レモン5件（29.4％）　リンゴ3件（17.6%）
ナツミカン2件（11.8%）　ウメ2件（11.8%）　ユズ、カリン、カボス、イチジク、クリ、カキノ
キ、アンズ、オウトウ、ブルーベリーが各1件（5.9%）

（１）プロジェクトの目的（MA）

アンケート調査結果

農業振興11件（64.7%）　まちのシンボルづくり8件（47.1%）　景観向上8件（47.1%）
コミュニティ再生7件（41.2%）　自然との触れ合い6件（35.3%）　商品開発6件（35.3%）
販売6件（35.3%）　収穫の楽しみ5件（29.4%）　震災復興2件（11.8%）
歴史伝承2件（11.8%）　その他1件（5.9%）

（２）プロジェクト開始のきっかけとなった主体

行政発意4件（23.5%）　住民発意4件（23.5%）　企業発意4件（23.5%）
その他3件（17.6%）　未回答2件（11.8%）

（３）プロジェクトの主催団体の属性

表－１　アンケート調査の方法および結果
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ュニティ再生｣が7件（41.2％）と、食べられる植物そのも

のの価値ではなく、植物が形成する環境やそれに関わる

人々との関係を重視するプロジェクトも確認できた。プロ

ジェクト開始のきっかけとなった主体は｢行政｣だけでなく、

｢住民｣や｢企業｣も23.5％と同等数みられ、プロジェクトの

主催団体は｢地域住民｣が 6 件（35.3％）と最も多い。栽培

している植物の種類はオリーブとレモンがともに 5 件

（29.4％）と多かった。 

以上から、「農業振興」以外の植物が生み出す価値を重視

する目的を掲げ、「地域住民」が主催のプロジェクトである

「西神タベレル・タウン構想」と「泉北レモンの街ストー

リー」の2事例を調査対象プロジェクトとした。 

次に、この2事例に対し、各プロジェクトの代表や副代

表に2019年12月にヒアリング調査を実施した。具体的に

はまず、プロジェクト内容について、（1）主催団体の概要、

（2）プロジェクトの目的、（3）きっかけ、（4）主な活動内

容の4項目を質問した。次にプロジェクトで扱う食べられ

る植物の、「植える」、「育てる」、「収穫する」、「食べる」の

各プロセスにおいて、それに関わる団体とその関わり方を

質問した。植栽の内容については、植栽時期、植栽場所、

本数を質問し、各植栽場所を地図にプロットした。さらに、

各プロジェクトが 2019 年に実施した主催および共催で行

うプログラムについて、プログラム名称、主催か共催か、

プログラム内容、プログラムの目的、開催場所、プログラ

ム開催における連携主体の名称と連携内容について質問し

た。ヒアリング調査の解析では、まず「植える」から「食

べる」までのプロセスごとに関わる団体を捉え、主体団体

との連携の有無によって【主催団体完結型】や【協働型】

等に分類し、各タイプの植栽場所と本数を集計した。プロ

グラム実施における連携主体は、企業、公的組織、地域住

民、個人に分類し、また連携内容は、単純労働をヒト、物

や場所の提供をモノ、広報・企画や講師といった技術等を

コト、助成金等をカネに分類し、プロジェクトにおける連

携主体との関係を図化して、各主体の役割を分析した。 

３．世界におけるエディブル・ランドスケープの役割 

表－2 は、世界におけるエディブル・ランドスケープの

役割の変遷を示している。 

エディブル・ランドスケープの礎は、19世紀末の1893年

恐慌の際にアメリカにおいて低所得者層に対して土地が割

り当てられたこと、次いで20世紀前半の第一次・第二次世

界大戦下におけるビクトリーガーデンと呼ばれる食糧確保

のための庭づくりが広まったことにある。1970年代にはス

ラム化が進むアメリカ各都市のインナーシティで地域住民

のためのコミュニティガーデンが展開され、菜園活動を通

じて地域環境の改善が図られた。1980年代には環境共生や

コミュニティ創造を目指した郊外住宅であるビレッジホー

ムズが建設され、ここでは地区内の菜園だけでなく街路樹

にも食べられる植物が用いられた。1990年代には環境共生

型の集合住宅モデルとしてエコビレッジが開発され、食へ

の関心を高めるといった教育的意味が加わった。2000年代

には公共空間に食べられる植物を植え、地域住民が自由に

収穫できるインクレディブル・エディブル・トッドモーデ

ンの活動が展開され、ここではベッドタウンの人口減少に

対応して、年齢、収入、文化の垣根を越えてあらゆる階層

の交流機会の創出に加え、地域経済の活性化が意図されて

いる。 

以上より、エディブル・ランドスケープの役割は、食糧

確保にはじまり、地域の環境改善や環境共生が加わったの

ち、近年では教育的意味や経済的効果、コミュニティ再生

までを含めた総合的な地域再生へと多義化している。この

ように地域再生に資する食べられる植物を用いた景観が現

代的な意味でのエディブル・ランドスケープであると考え

られる。 

４．日本におけるエディブル・ランドスケープの取り組み 

（１）西神タベレル・タウン構想 

表－3 は、西神タベレル・タウン構想のプロジェクト概

要を示している。 

西神タベレル・タウン構想の運営主体は、竹の台地域委

員会である。プロジェクトの目的は、食べられる植物を地

域で育て、加工品をつくるなど、食べられる植物の活用の

仕方をみんなで模索することで、住民同士の交流を図り、

まちづくり・コミュニティづくりに食べられる植物を活用

することである。主な活動内容は、オリーブの植樹とその

時期 背景 都市 事例 対象者 場所 役割

19世紀
末

1893年恐慌 デトロイト
恐慌対応

の
土地開放

地域内
居住者
(低所
得者)

都心部
の空地

・食糧の確保

20世紀
前半

第一次・第二
次世界大戦

アメリカ
(全土)

ビクトリー
ガーデン

地域内
居住者

都市内
の空地

・食糧の確保

1970
年代

スラム化
インナーシティ

ニューヨーク
/サンフラン
シスコ/フィラ
デルフィア

コミュニ
ティ

ガーデン

地域内
居住者
(低所得

者)

都心部
の空地

・スラム化など深刻な
社会問題の解決

・居住地域内の環境改善
・修景緑化

1980
年代

環境共生/
コミュニティ

創造
デイビス

ビレッジ
ホームズ

地域内
居住者

郊外の
住宅地
(菜園・
街路樹・
個人宅の

庭)

・環境共生
・コミュニティ創造

1990
年代

環境共生型の
集合住宅
モデル

ロサンゼルス
エコ

ビレッジ
地域内
居住者

都心部の
住宅地

（集合住宅
の庭）

・環境共生
・コミュニティ創造
・環境教育

2000
年代

ベッドタウンの
人口減少

トッドモーデン

インクレ
ディブル・
エディブ
ル・トッド
モーデン

地域内
居住者

(あらゆる
階層)

郊外の
住宅地
（公共空

間・個人宅
の庭）

・コミュニティ再生
・食育
・多様な交流機会の創出
・地域経済の活性化

プロジェクト名 西神タベレル・タウン構想

団体名 竹の台地域委員会

目的
食べられる植物を地域で育て、加工品をつくるなど、活用の仕方をみんなで
模索することで、住民同士の交流を図り、まちづくり・コミュニティづくりに活用
すること

活動内容
・オリーブの植樹・日常管理
・ワークショップ等のプログラム開催

対象地域 西神住宅団地　竹の台地区（兵庫県神戸市西区）

開始年 2017年

栽培植物 オリーブ

植栽本数 28本

メンバー数 13名

表－２　世界におけるエディブル・ランドスケープの役割の変遷

表－３　西神タベレル・タウン構想のプロジェクト概要
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日常管理、オリーブを使ったワークショップ等のプログラ

ムの実施である。 

表－4 は、西神タベレル・タウン構想の「植える」から

「食べる」までの各プロセスでの他団体との連携状況や植

栽場所の集計結果を示している。 

西神タベレル・タウン構想のプログラムは、「植える」か

ら「食べる」までの一連のプロセスにおける他の主体との

関係に着目すると【協働型】と【他団体主体型】の大きく

２つに分類できる。【協働型】は、一連のプロセスにおいて、

竹の台地域委員会と地域住民および他団体が協働して「植

える」から「育てる」、「収穫する」および「食べる」まで

を行うものであり、【他団体主体型】は、「植える」では竹

の台地域委員会が主体となっているが、その後の「育てる」

では、他の団体である公園管理会が主体となっている。な

お、このプログラムは始まったばかりであることから、オ

リーブの収穫にまで至っていない。西神タベレル・タウン

構想の取り組みは、｢植える｣から｢食べる｣までのすべての

プロセスにおいて、地域住民や他団体の参画があり、植栽

場所は、教育施設や公共公益施設、公園緑地といった公有

地のみとなっている。 

図－1は西神タベレル・タウン構想の2019年におけるプ

ログラム実施における他団体との連携内容を示している。

プログラム実施における他団体との連携は、兵庫県や神戸

市、地元の小学校などの公的組織との連携が中心であり、

公的組織から助成金やオリーブの苗などカネやモノの支援、

小学校からはプグラム運営に関する人的支援を受けている。 

（２）泉北レモンの街ストーリー 

表－5 は泉北レモンの街ストーリーのプロジェクト概要

を示している。 

本プロジェクトの運営主体は任意団体である泉北レモン

の街ストーリーである。プロジェクトの目的は、レモンに

よる風景づくりやレモンを介したコミュニケーション・ネ

ットワークづくり、泉北の特産品づくりである。主な活動

内容は、通しナンバーが入った「泉北レモンの街ストーリ

ープレート」付きの苗の販売による泉北レモン植樹の普及

活動、泉北レモンの植樹・日常管理、ワークショップ等の

プログラムの開催、ホームページとSNSによる泉北レモン

の育て方・活用方法の共有、泉北レモンを使った商品開発

とその販売である。 

 表－6 は、泉北レモンの街ストーリーの「植える」から

「食べる」までの各プロセスでの他団体との連携状況や植

栽場所の集計結果を示している。 

泉北レモンの街ストーリーのプログラムは【主体団体完

〇 ◎ 〇

◎ ◎ □

◎ ◎

◎ ◎

他団体

主体型

2 1 2

公園緑地

駅前広場

道路

公共公益施設

教育施設

商業施設

福祉施設

集合住宅

戸建て住宅

植栽場所
の種類

公
有
地

私
有
地

凡例　〇 主催団体のみ　◎ 地域住民および他団体と協働
□ 他団体のみ

箇所数（箇所）

プロセス

植える

育てる

収穫する

食べる

主体別
分類

協働型

〇 ◎ 〇 ◎ ◎ ◎ □

〇 〇 〇 〇 □ □ □

〇 ◎ ◎ ◎ □ □

〇 〇 ◎ □ □ □

主催

団体

完結型

2 1 1 1 1 11 多数

公園緑地

駅前広場

道路

公共公益施設

教育施設

商業施設

福祉施設

集合住宅

戸建て住宅

プロセス

植える

育てる

収穫する

食べる

 凡例　　〇 主催団体のみ　◎ 地域住民および他団体と協働　 □ 他団体のみ

主体別
分類

協働型 他団体主体型

箇所数（箇所）

植栽場所
の種類

公
有
地

私
有
地

プロジェクト名 泉北レモンの街ストーリー

団体名 泉北レモンの街ストーリー

目的
1. レモンを泉北のあちこちで見ることができる風景づくり
2. 泉北レモンを介したコミュニケーション・ネットワークづくり
3. 泉北レモンの販売や加工品の販売を通じた泉北の特産品づくり

活動内容

・通しナンバーのついた「泉北レモンの街ストーリープレート」付き苗の販売に
よる泉北レモン植樹の普及活動

・泉北レモンの植樹・日常管理
・ワークショップ等のプログラムの開催
・ホームページとSNSによる泉北レモンの育て方・活用方法の共有
・泉北レモンを使った商品開発とその販売

対象地域 泉北ニュータウン（大阪府堺市南区）とその周辺地域

開始年 2015年

栽培植物 泉北レモン🄬

植栽本数 約920本

メンバー数 15名

【個人】【住民組織】

【公的組織】【企業】

仲介

宇宙っ子ク
ラブ

）

神戸市
環境局

オリーブオイル提供
広報

ハグ
デザイン

オリーブの
実の提供 助成金

神戸市立
竹の台
小学校

J-オイル
ミルズ

兵庫県

プログラム運営

神戸市
建設局

西水環境
センター

西神タベレル
・タウン構想

ヒトに関する連携 モノに関する連携

コトに関する連携 カネに関する連携

凡例

表－４　西神タベレル・タウン構想の各プログラムの実施状況

表－５　泉北レモンの街ストーリーのプロジェクト概要

表－６　泉北レモンの街ストーリーの各プログラムの実施状況

図－１　西神タベレル・タウン構想のプログラム実施
における他団体との連携内容（2019年）
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結型】、【協働型】、【他団体主体型】の大きく3つに分類で

きる。【主催団体完結型】は、一連のプロセスを泉北レモン

の街ストーリーのみが行うものである。【協働型】は一連の

プロセスにおいて、泉北レモンの街ストーリーと他団体が

協働して「植える」から「育てる」、「収穫する」および「食

べる」までを行うものである。また、【他団体主体型】は一

連のプロセスを他団体が主体となって行うものである。泉

北レモンの街ストーリーは｢植える｣や｢収穫する｣プロセス

での協働が多く、植栽は駅前広場や商業施設といった多く

の人の目に触れる場所で実施されている。一方で主催団体

の関わりが少なく他団体が主体となって実施されているも

のも多くみられ、【他団体主体型】のプログラムの植栽場所

は、戸建て住宅をはじめとする私有地が中心になっている。 

 図－2は泉北レモンの街ストーリーの2019年におけるプ

ログラム実施における他団体との連携内容を示している。

泉北レモンの街ストーリーでは、南海電鉄等の企業、堺市、

地元の大学等の公的組織に加えて、住民組織や個人すべて

の属性との連携がみられた。特に企業や住民組織とレモン

を使った商品開発等の企画、広報、食に関するイベントの

共催などコトに関する連携を中心にプログラムが実施され

ていることが特徴であり、加えて地元の大学や個人からレ

モンの苗木の提供などのモノの支援を受けている。 

５．まとめ 

 本研究では、世界のエディブル・ランドスケープの事例

から、各事例の背景や対象者、場所、役割を整理すること

でその変遷を把握した。エディブル・ランドスケープは、

近年では、単なる食糧確保だけでなく、教育的意味や経済

的効果、コミュニティ再生までを含めた総合的な地域再生

の役割を持つようになったことがわかった。 

これを踏まえて、日本のエディブル・ランドスケープを

用いた地域プロジェクトである総合的な地域再生を目的と

した2事例の連携内容を把握した。西神タベレル・タウン

構想および泉北レモンの街ストーリーでは「植える」から

「食べる」までのプロセスにおいて、プログラムを通じて

他団体との協働が確認でき、特に「植える」と「収穫する」

プロセスでの協働が多くみられた。｢植える｣プロセスにお

ける植樹祭といったイベントだけでなく、「収穫する」プロ

セスにおいてもエディブル・ランドスケープ特有の果実を

収穫するイベント等の協働が可能であり、エディブル・ラ

ンドスケープを用いた地域プロジェクトは、植物の生育に

合わせた年間プログラムによる定期的な他団体の参加の機

会を提供しているといえる。協働による活動場所は、教育

施設や駅前広場、道路といった公有地での実施が多くみら

れた。一方で他団体が主体となって行われるケースでは、

戸建て住宅を中心とした私有地で広がっていた。このよう

に、公有地のみならず私有地を含む地域の様々な場所で食

べられる植物を育てることで、地域の景観に一体感が生み

出されているといえる。プログラム実施における他団体と

の連携をみると、地元の小学校や大学など教育施設のイベ

ント運営や苗木提供といったヒトやモノ、行政からの助成

金や広報等のカネやコトといった公的組織との連携が確認

できた。加えて、食に関するイベント共催等の住民組織と

のコトの連携や食べられる植物を使った商品開発等の企業

とのコトの連携も確認できた。 

以上のことから小学校区や住区という地縁に加え、エデ

ィブルというテーマ性が、公的組織との連携だけでなく、

住民組織や企業といった多様な主体が関わることを可能に

していることが明らかとなった。 
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図－２　泉北レモンの街ストーリーのプログラム実施
における他団体との連携内容（2019年）

【個人】

【公的組織】【企業】

【住民組織】

泉北レモンの
街ストーリー

宇宙っ子ク
ラブ

つむプロ
凡例

緑道ピクニッ
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開催

つむプロ
緑道

ピクニック

宇宙っ子
クラブ

あ

植栽地図の作成

個人

堺市

泉北
タカシ
マヤ

大阪府立
大学

南海
電鉄

菓子工房
T.YOKO
GAWA

リバティー
岡本

苗木の提供

広報

プログラム開催

買取

レモンの提供

企画・広報

企画・広報

制作・販売

苗木販売

ヒトに関する連携 モノに関する連携

コトに関する連携 カネに関する連携

凡例
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設置管理許可制度を活用した都市公園における公共性と収益性の担保のあり方
－ 天王寺公園エントランスエリア「てんしば」を事例に － 

和歌山大学大学院システム工学研究科  加藤 翔太 
和歌山大学システム工学部  佐久間康富 

１．はじめに 

１－１．研究背景 

都市公園は、2019 年 3 月現在で約 11 万のストックが存

在しており、環境維持・改善効果だけでなく、コミュニテ

ィ形成や経済活性化の効果が期待されている 1)。人口減少

に伴い、行政の税収だけでは公園の維持管理が困難になっ

ている中、民間の力を活用した取り組みが行われている。

2017年に都市公園法が改正され、「公募設置管理制度（Park-
PFI）」が導入された(1)。本制度により、設置管理許可期間が

10 年から 20 年に延長され、都市公園内に設置可能な収益

施設の建蔽率が2%から12%に緩和された 2)。これにより、

都市公園の再整備・維持管理に民間の参入が増加していく

と考えられる。 
一方、公園の管理運営において、一定の目標達成のため

に人材、資金、設備などの資源を総合的に管理するマネジ

メントの概念が、多種多様な主体と資源をもって活用され

るべき公園に適用された「パークマネジメント」が求めら

れている 3)。たとえば指定管理者制度を導入した都市公園

では、自主事業による民間事業者の収益行為を認める度合

いにより、公共性の衰退が懸念されている 4)。民間事業者

の参入が進められる一方で、都市公園の公共施設としての

「公共性」と民間事業者の「収益性」を適切に担保したパ

ークマネジメントが求められている。 
都市公園におけるパークマネジメントに関する研究は、

協議会や研究会活動を通じたパークマネジメント事業の展

開プロセスに関する研究 3)5)や、収益施設の実態と立地条件

を分析した研究 6)、パークマネジメントと設置管理事業者

の関与実態に関する考察 7)、特定企業によるイベント等の

収益事業の実態把握を通じた公共性に関する考察 4)がある。 
また、本研究の対象である天王寺公園エントランスエリ

ア「てんしば」を扱った研究 8)9)もある。しかし、収益施設

の設置管理許可によるパークマネジメント事業において、

公共性および収益性に着目した検討は十分ではない。 
１－２．研究目的 

そこで本研究では、今後のパークマネジメントのあり方

を検討するために、パークマネジメントの先進事例に位置

づけられる天王寺公園エントランスエリア「てんしば」を

対象に、行政及び民間事業者のインタビューから、公共性

と収益性ならびに事業評価の実態を把握し、公共性と収益

性の担保のあり方を明らかにすることを目的とする。 
１－３．研究の方法 

本研究は、天王寺公園エントランスエリア魅力創造・管

理運営事業（以下EA 事業）を対象にインタビュー調査を

行った。 

調査は、2020年6月に大阪市建設局、大阪市経済戦略局

の事業担当者と近鉄不動産の事業担当者それぞれに対して

行った。両者に対し、公共性の担保については、イベント

の選定基準や事業者選定における公共性の定義を中心に、

収益性の担保については、事業の位置づけや事業収支を聞

き、公共性と収益性の両立に関する課題や事業評価につい

て聞き取りを行った。また、調査の過程で「EA事業者募集

要項（1次・2次）」、「2018年度管理運営事業報告書」、「2020
年度事業・施設等の管理運営計画書」、「EA事業協定書」お

よび事業概要についての資料を得た。 

２．対象地の概要 

天王寺公園は、1909年に開設された100年以上の歴史を

もつ公園である（表－1）。本研究では、2015年にEA事業

によって整備されたエントランスエリア、バス駐車場（天

表－２ EA事業の概要 

事業者 近鉄不動産株式会社
事業期間 20年間（2015年10月1日～2035年9月30日）
管理面積 約25,000㎡
建物 店舗棟10棟（12店舗）、倉庫棟1棟
延べ床面積 約3,100㎡
芝生広場 約7,000㎡

※近鉄不動産提供資料をもとに作成

表－１ 天王寺公園の歴史 

1909年 第5回内国勧業博覧会跡地東側が「天王寺公園」として開園

1987年 天王寺博覧会の開催を契機に再整備され、有料公園として管
理・運営される

2012年12月 大阪府・大阪市が策定した「大阪都市魅力創造戦略」により、
天王寺・阿倍野地区が重点エリアの一つとして位置付けられる

2015年10月 EA事業によって「てんしば」が開業し、入場料は撤廃され、開
放性の高い、新たな集客・賑わい拠点として再整備

2019年11月
既存施設のリニューアルとともに、新たな賑わい拠点として再
整備し、公園内の回遊性の向上を図った「てんしばゲートエリ
ア魅力向上事業」により「てんしばi:na」がオープン

※大阪市提供資料をもとに作成

図－１ 「てんしば」の整備状況（文献 10）をもとに作成） 

―　13　―



王寺ゲート側）、茶臼山北東部エリアのうちエントランスエ

リア「てんしば」を対象とする（表－2）。 
「てんしば」には、13施設が設置されており、うち1棟

はゲストハウス（図1の12）とバス待合所兼観光案内所（図

1の13）からなる複合棟である（図－1）。 

３．公共性の担保 

３－１．公共性の定義 

EA 事業において、事業者募集選定やイベントスペース

利用審査には、「公共性」の項目が審査基準に設けられてい

る。「公共性」について、大阪市は「誰でも使えるものであ

り、一部の団体によって占用されないこと」と定義してい

る。また、近鉄不動産は「世代、性別にかかわらず、全て

の利用者にくつろいでいただけること」といった考えであ

ることがわかった（表－3）。以上から、両者は都市公園と

いう公共施設を管理運営する上で、「全ての利用者に開かれ

ていること」に配慮していると言える。 
３－２．イベントにおける公共性 

３－２－１．イベントの選定基準 

EA事業では、賑わい創出事業（ソフト事業）として、近

鉄不動産によりイベント等が企画・実施されている。 
イベントを行う際には、約 7,000m2の芝生広場を含むエ

リア一帯を利用できるが、その場合、事前審査が必要であ

る（図－2）。広場利用希望者はまず近鉄不動産の審査を受

け、それを通過したものが大阪市の審査を受ける。審査を

通過した場合に芝生広場の利用が認められ、①占有・行為

許可使用料、②施設管理料（芝生維持料）、③各種使用料金

を支払うことで利用が認められる。「公共性」に配慮してい

ることが審査基準であり、幅広い利用者に向けたイベント

である必要がある。 
３－２－２．芝生に関する選定基準 

2015 から 2019 年度の 5 年間で許可され、実施されたイ

ベント件数は、「管理運営事業報告書」と蕭の研究 9)による

と113 件であり（表－4）、イベント開催日は土日・祝日を

中心に494日間であった。2015年度以降、1日のみの開催

イベントの�割合が年々減少しており、2 日以上にわたるイ

ベントが増加している。このことから、継続的なイベント

によって賑わいを創出する方針がうかがえる。 
近鉄不動産は「てんしば」賑わいの維持のために芝生の

維持を特に重視している（表－3）。「てんしば」の芝生は、

オープン前月の 2015 年 9 月に張られた。芝生は 6~8 月に

根を伸ばすため、根が薄い状態でオープンした。当初は、

毎週イベントを開催していたが、過度な開催のために芝生

がなくなった。店とイベントでの集客を企図していたが、

実際は芝生による集客が多いことがわかった。そこで、芝

生を痛めないことをイベントの�選定基準に追加した(2)。 

「てんしば」の芝生は利用者の滞留空間としての機能を

担っており、近鉄不動産は芝生の維持管理を徹底すること

で、利用者の居場所を確保している（表－3）。 
３－３．テナントの選定基準について 

近鉄不動産の事業担当者へのインタビューによると、「て

んしば」におけるテナントについて、「公園にマッチするも

の（機能性）」「全体的にかぶらないもの（多様性）」を基準

に選定していることがわかった。現在「てんしば」には、

13施設が設置され、うち3施設がアクティビティ施設（サ

ッカー、ドッグラン、子どもの遊戯場）である。この選定

理由は、芝生広場のような広いスペースを利用したアクテ

ィビティの他者への危険性を考慮し、施設を確保すること

にしたためである（表－3）。その結果、幅広い層が芝生に

共存できる環境となった。また、子どもの遊戯場について

は、事故の懸念を考慮し、有料施設とすることで安全性を

表－４ 「てんしば」におけるイベント実績 
2015 2016 2017 2018 2019
12 23 20 21 37
14 97 87 74 222

19 12 9 15
(83%) (60%) (43%) (41%)

2日 4 8 12 22
以上 (17%) (40%) (57%) (59%)

開
催
日
数

1日

年度
回数
日数

図－２ イベントの申請手順 

※大阪市提供資料をもとに作成

表－３ インタビュー調査の結果 

公共性 収益性 事業評価組織

近鉄不動産(株)

大
阪
市

建設局
経済戦略局

• 世代に関わらず、全ての利用者にくつろいでいただけること
• 利用者の多い芝生の維持管理の徹底
• アクティビティ施設の設置により、芝生における多様な層の
安全性の確保
• 防犯上の拠点となるようにコンビニエンスストアを24時間
営業
• 収益性はあまり高く見積もっていない
• 施設と公園が一体となった設計
• 過度な商業化に傾かないこと
• 芝生の使用度合いと養生度合いの調整

• 投資回収：13年を目処
• 収入の大部分は施設賃貸
• 広告掲出や有料イベントによる収
入などは、スキーム上可能である
ものの、大きな額が見込めないこ
とが課題

• 3年に一度、「天王寺公園エントランス
エリア魅力創造・管理運営事業評価委員
会」による評価
• 自社評価（毎年）：
収支やイベントの開催状況
• 大阪市から評価（毎年）：
「事業報告書」
• 利用者増加の背景から、天王寺・阿倍野
地区の賑わい創出に貢献していると評価
• 改善の必要がある大きな課題は特にない

• 誰でも使えるものであり、一部の団体によって占用されない
こと
• 都市公園の枠組みを遵守（都市公園法、大阪市公園条例）
• 不法占拠がないように警備
• イベント時における施設との占用面積に配慮

• 収益性は念頭にない
• EA事業導入前：
約3,700万円支出超過
• EA事業導入後（2018年度）：
約6,600万円の事業効果額
• 今後の収入の増加は考えていない

• 3年に一度、「天王寺公園エントランス
エリア魅力創造・管理運営事業評価委員
会」による評価
• 利用者増加の背景から、天王寺・阿倍野
地区の賑わい創出に貢献していると評価
• 改善の必要がある大きな課題は特にない
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担保している(3)。このように公園に求められる機能の代替

としての施設を設置することで、芝生エリアの多様な層の

安全性を担保し、誰もが利用できる空間を整備している。 
近鉄不動産は、各施設の利用者層を定めないことで幅広

い年齢層の受け入れを試みている。しかし、カフェやレス

トランなど若者向けの飲食施設や、子ども向けのアクティ

ビティ施設が多い。シニア層向けの施設がないことが課題

として挙げられているが、実現には至っていない。 
３－４．その他の取り組み 

「てんしば」の開園時間は、7:00〜22:00となっているが、

入り口にあるコンビニエンスストアは 24 時間営業を行な

っている。これは24時間営業により、防犯上の拠点として

安全性を確保するためである（表－3）。このように安全面

に配慮することで、EA事業実施前よりも、幅広い世代が安

心して公園に訪れる環境になっている。 
３－５．公共性の担保における課題 

大阪市と近鉄不動産の事業担当者へのインタビュー調査

から、EA事業では収益施設の設置を行なっているため、過

度な商業化に傾かないことや、イベントなどでは施設との

占用面積のバランスに配慮するといった工夫を行なってい

ることがわかった（表－3）。「てんしば」の公共的な空間の

要である芝生広場では、芝生の維持管理に苦労していると

いった意見があった。土日は多くの場所を使用可能にする

ことや、平日は養生する場所を多くすることで、芝生の使

用度合いと養生度合いを天候や季節をみて常に調整するこ

とが課題としている（表－3）。 
近鉄不動産によると、導入初期は収益に意識が向いてい

たが、本来の公園に求められる公共性を意識するようにな

り、現在は公共性と収益性の両立を課題とし、店の数や性

質、イベントの回数など、あるべきバランスを積み上げる

段階であることがわかった。 

４．収益性の担保 

４－１．収益性の捉え方 

近鉄不動産によると、一般的な商業施設の投資回収は、

約7〜8年と言われているのに対して、EA事業においては

20 年の事業期間の半数を越える 13 年を目処にしており、

そもそも収益性をあまり高く見積もっていない。また、大

阪市は行政であるため、そもそも収益性は念頭になく、民

間が収益を上げる考え方を導入することで、税金を投入す

ることなく効果を上げることを期待していることがわかっ

た（表－3）。
４－２．EA事業における収支モデル 

近鉄不動産は、収益施設が設置されていることから、施

設賃貸や複合棟などによる収入が確保されている。大阪市

は、近鉄不動産からの公園使用料や、イベント時の占有・

行為許可使用料などが収入となる。 
一方、支出について近鉄不動産は、大阪市への公園使用

料や、警備清掃費、植栽維持管理費、人件費などがあり、

大阪市は、警備費のみとなっている(4)。 

４－３．EA事業における収支状況 

大阪市の事業担当者へのインタビュー調査および「2018
年度管理運営事業報告書」によると、2018年度1年間にお

ける近鉄不動産の収支は、収入は約3億円であったのに対

し、支出は約 1.7億円であった。減価償却費などを差し引

いても、約 4,000 万円の収入超過であった（茶臼山エリア

を含む）。また、大阪市は、EA 事業導入前は収入がなく、

支出に園地維持管理費などがかかったため、約 3,700 万円

の支出超過であった。しかし、EA事業導入後は公園使用料

の収入と警備費のみの支出であり、事業効果額（行政経費

削減額）は年々増加し、2018年度は約6,600万円であった

（表－3、表－5）。 

４－４．収益性の担保における課題 

近鉄不動産は、現在の収入が頭打ちしていることを収益

性の担保における課題としている。収入の大部分は、施設

賃貸による収入である。そのほか、広告掲出や有料イベン�

トによる収入などは、スキーム上可能であるものの、大き

な額が見込めないことが課題としている（表－3）。 
一方で、大阪市は今後の収入の増加は考えておらず、EA

事業導入前の支出超過が解消されたことから、収益性の担

保に関する課題は挙げられなかった。 

５．事業評価について 

５－１．事業評価の仕組み 

EA事業では、年に一度「事業報告書」により、大阪市が

評価を行っている。3年に一度、学識経験者などを含む「天

王寺公園エントランスエリア魅力創造・管理運営事業評価

委員会」が開催され、事業評価を行なっている（表－3）。
どちらの評価方法においても、評価基準（①施設の運営、

②施設等の維持管理、③魅力創出事業の実施状況、④その

他）がある。近鉄不動産でも、収支やイベントの開催状況

について、自社で評価を行なっている（表－3）。
５－２．現況の事業評価 

大阪市と近鉄不動産の事業担当者へのインタビュー調査

によると、両者ともに来園者が増え（表－6）、天王寺・阿

倍野地区の賑わい創出に貢献していると評価している。ま

た、現在改善の必要がある大きな課題はないとの認識であ

ることもわかった。 
外部専門家等の意見（表－7）から、「てんしば」におけ

る来園者数の増加が評価されている一方で、過度な商業空

間化を防ぐための「特に消費活動をしなくても居られる空

間」といった、本来の都市公園に求められる公共的な空間

表－５ EA事業導入前後の収支比較 

導入前
2015 2016 2017 2018

支出 -37 -7 -7 -7
収入 ±0 31 32 36
合計 -37 24 25 29

- 61 62 66

（単位：百万円）
導入後

収
支

事業効果額

年度

※大阪市提供資料をもとに作成
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の整備が重要視されていることがわかった。また、EA事業

では天王寺公園の活性化だけでなく、天王寺・阿倍野エリ

ア全体の集客力および地域ブランド力を向上させることが

期待されている。現在エリア全体での効果の測定は行なっ

ていないことがわかった。 

６．おわりに 

本研究では「てんしば」を対象に、大阪市と近鉄不動産

の公共性と収益性に対する考え方、事業評価の実態を把握

し、公共性と収益性の担保のあり方を明らかにした。 

公共性については、芝生広場の維持管理の徹底により、

多くの利用者の居場所を確保し、イベントやテナントの選

定において誰もが利用できる環境を担保していることがわ

かった。収益性については、近鉄不動産は長期的な投資回

収を見込んでおり、大阪市は行政であるため、そもそも念

頭にないことがわかった。 

公共性と収益性の関係については、多くの人が利用でき

る空間の整備により公園利用者の増加を図った上で、安全

性に考慮したテナント選定や幅広い年代に向けたイベント

活動など、多様な層が共存できる仕組みにより公共性を担

保している。その結果、公園利用者が増加し、継続的に事

業を行うための収益性が担保されることで、公共性と収益

性の両立が図られている。 

持続的なパークマネジメントについては、「誰でも利用で

きること（公共性）」に配慮し公園機能を充実させることに

よって、集客力を向上させることで可能にする。ひいては

賑わいの拠点としてエリアの活性化が期待される。 

本研究を踏まえて、事業のエリア全体への貢献度の評価

や公園の利用実態について把握することで、運営主体の考

え方が利用者にどのように影響しているのかについて、実

証的に解明する必要がある。今後の研究課題としたい。 
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補注 

(1) 広場等の公園施設の整備を一体的に行う収益施設の（飲食店・売店等）

の設置管理事業者を公募により選定する仕組みであり、既存の「設置管

理許可制度」「PFI事業」「指定管理者制度」を組み合わせた制度である。 

(2) 例外として「2019 年ラグビーW 杯パブリックビューイング」の際は、

約1ヶ月にわたり芝生エリアを会場として使用した。これについては、

何十年に一度の機会であるため、イベントの社会的意義を優先したと、

近鉄不動産は述べている。 

(3) 遊具のメンテナンスや専門技術をもったスタッフによって安全対策を

行う体制を整えている。 

(4) 公園全体の警備に合わせ、「てんしば」エリアの警備の一部を大阪市が

実施している。 
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表－７ 外部専門家による評価 

評価の質

空間計画

体制

来園者数が目標を大きく上回るなど、大きな成果を上げている
ことは高く評価できる一方で、来場者数など数値だけを基準に
するのではなく、いかに質的向上を図ったかが重要。
商業空間に偏る傾向が見られるため、事業計画が天王寺公園の
あり方としてふさわしいものであるか、点検を行うことが必要
である。公園には、特に消費活動をしなくても居られる空間が
不可欠である。
都市公園としてのあり方や、天王寺公園の目指すべきイメージ、
コンセプトを明確にし、市と事業者が共通認識を持ち公園全体
の質の維持・向上に努めること。

※大阪市提供資料をもとに作成

表－６ 「てんしば」入園者数（概算） 

※大阪市提供資料をもとに作成

年度 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
入園者数 144 147 （209） 380 420 440 500

EA事業導入前  EA事業導入後

・2014年以前は、有料公園
・2015は、てんしばオープン（10月1日）後の数字。2015年4～9月は工事中

（単位：万人）
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緑地地域の変遷にみる昭和30 年代の京都市における都市像の変化について 

龍谷大学大学院政策学研究科	 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 

	 戦後、国内の諸都市では戦災復興に伴い、区画整理をは

じめとする都市計画事業や用途地域の改定等による都市構

造の更新が進んだ。他方、京都市では非戦災都市であった

ことから都市構造の更新に急を要さなかったことや、特別

都市計画法による事業への財政補助を得られなかったこと

もあり、建物疎開跡地の道路、公園等への転用を除いて、

市街地における区画整理事業や用途地域の再編などは行わ

れなかった。 
	 しかし、終戦や復興に伴う社会情勢の変化は着実に進み、

京都市においても戦後体制下での新たな都市運営の必要性

に迫られ、特別都市建設法の導入へと進んだ。 
その後、1950年の京都国際文化観光都市建設法の制定を
契機に新たな都市像建設に向け動き始め、同法によって導

入が可能となった緑地地域の指定をはじめとした地域指定

の改定等の動きが昭和30年代に入り本格的に始まった。 
本研究は、昭和30年代(1955〜1964年)の京都市における
京都国際文化観光都市建設法による緑地制度の導入を背景

とした緑地地域の指定と変遷を辿ることで、当時の京都市

の都市像とその変化を明らかにし、非戦災都市における戦

後都市像の計画論的意義を考察することを目的とする。 
（２）研究の位置づけ 

	 終戦後の緑地地域、用途地域の指定やその変遷に関する

既往研究は、地域指定の計画標準の変化を明らかにする中

で、東京を対象に戦災復興期の地域指定について考察した

杉田(2004)1)や、地方戦災都市における復興期と戦前の地域

指定を比較することで、地域指定の変更のパターンを明ら

かにし、その中で計画構想の変化について考察した浅野

(2014)2)、東京を対象に緑地地域、近郊地帯の指定やその変

遷について考察した竹内ら(2008)3)の研究がある。 
	 既往研究により、東京を中心に戦災都市における緑地地

域、地域指定の変遷や特徴について明らかにされてきたも

のの、いずれもその対象は戦災都市に限られており、非戦

災都市については明らかになっていない。 
また、同時期の京都市における地域指定については、福

島ら(2008)4)が風致地区を中心に考察し、その中で緑地地域

についても言及しているが、詳細やその背景は明らかにな

っていない。 
	 以上の整理から、本研究は非戦災都市かつ緑地地域の指

定がなされた京都市を対象として、緑地地域を中心とする

用途地域の指定と変遷に着目し、その背景の都市像と変化

を考察にする点において新規性を持つ。 

（３）研究の方法 

	 本研究は、昭和30年代の京都都市計画審議会、京都国際

文化観光都市建設審議会の議事録や資料等の行政一次資料、

市史等の二次資料を用いて調査、考察を行った。	

２.京都国際文化観光都市建設法の制定と緑地制度の導入 

	 戦後、戦争による市街地の大きな被害を免れた京都市で

は、国内の他主要都市が戦災復興都市計画による市街地の

近代化を図る中、特別都市計画法等の戦災復興に対する国

庫補助の限定的な支援や、シャウプ勧告による税制改革の

影響もあって市財政の悪化が進み、都市計画・建設行政の

停滞が課題となっていた 5)。こうした背景に加え、行政権

限の拡大や財政補助を求めた戦前からの五大市特例制度の

実現や、当時制定が相次いでいた特別都市建設法の制定を

求める声が高まっていた。 
1950年(昭和25年)2月の京都市長選で特例市制度を推す
保守系候補が落選したことを受け、特別都市建設法推進へ

の動きは加速し 6),7)、同年 7月には国会に法案が提出され、
9月の住民投票(1)を経て、京都市を対象とした特別都市建設

法の京都国際文化観光都市建設法が制定された。 
	 同法は主な性格として京都市の都市建設事業に対する国

庫補助等の財政支援、国有財産の譲渡等を可能にするため

の規定を定めた法律であった 8）。しかし、そうした市側が

求めていた財政補助等の規定に加えて、都市計画法制に関

する規定が追加された。 
	 同法に加えられた都市計画法制の規定は、緑地制度の導

入を可能とする規定であった。本来、緑地制度に関する規

定は、戦災復興都市計画を対象とする特別都市計画法の第

三条に設けられていた為、非戦災都市である京都市はその

対象となっていなかった。しかし、京都国際文化観光都市

表－１	 特別都市建設法の制定年代と緑地法制の比較表 
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建設法に緑地制度を規定した特別都市計画法第三条を準用

する規定が設けられたことにより、京都市は緑地地域の指

定が可能となった。 
	 当時の他都市の特別都市建設法と比較しても、特別都市

計画法を非戦災都市に適用したケースはあったものの第三

条のみを適用したケースは京都と奈良の特別都市建設法の

みである(表—１)。この特徴的な規定が設けられた背景には、
建設省の意図が存在していた。 
同法が審議された第8回国会建設委員会、同建設・地方
行政連合委員会の審議からはその意図が読み取れる。 
	 両委員会審議での建設省都市局長による緑地地域導入に

ついての説明では、「緑地地域の規定でございますが、実は

私どもといたしましては、都市計画法の改正の際において

入れて行きたいという気持を持つておつたのであります。

(略) その際におきまする法制局の意見としては、都市計画
法の部分的な改正はしたくない。たまたま特別都市計画法

というものがあるから、その中で一応解決して行こう。し

かしこれには都市を指定いたしまして、戰災都市だけに限

定されるというようなことになりましたので、私どもとい

たしましては、日本国内における大都市から緑地地域の問

題を考えて行かなければならぬので、戰災都市といたしま

しては、やはり東京、大阪、神戸、名古屋といつたような

ところが大都市でありますが、非戰災都市として残されて

おつたのは、実は京都でございます。(略) 戰災都市、非戰
災都市にかかわらず、緑地地域あたりの問題を考えて行か

なければならぬと思つておるのでございます。」(下線筆者。
以下同様)9)と述べている。つまり、戦後の都市計画法改正

の挫折によって、緑地制度は特別都市計画法での導入にと

どまっていたが、建設省側には戦災・非戦災都市を問わず

大都市部への緑地制度の導入、特に非戦災都市の大都市で

ある京都市への導入が必要との考えがあった。 
	 上記の考えのもと、「今回京都におきまして特別にこの点

を考えられまして、特別都市計画法で足らなかつたところ

をこの規定によつて補つて行こうということにされました」
10)と、京都での特別都市建設法の制定を機に、同法に緑地

制度の準用規定を設けることで、京都への緑地制度導入を

実現しようとした。 
	 京都国際文化観光都市建設法における緑地制度の準用規

定は、同時に法案提出された奈良国際文化観光都市建設法

においても設けられているが、国会における議論からは、

戦後の都市計画法制の不備により大都市でありながら緑地

制度の導入が実現されていなかった京都市を対象に緑地制

度を導入するという建設省の意図のもと設けられたもので

あったことがわかる。 

３.緑地地域の指定と用途地域の変更 

	 京都国際文化観光都市建設法の制定により、京都市では

都市建設に向けた体制が整えられた。 
1950年 10月、同法の施行に伴い京都市では文化観光都
市建設に関わる諸般重要方策を審議する機関として、京都

図－２	 1955年の緑地地域の指定位置図	 15)を基に筆者作成 図－１	 1955年の変更以前の地域指定図(1950)	 17)を基に筆者作成 
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国際文化観光都市建設審議会が設けられた(2)。審議会は市

内在住の学識経験者30名を委員に、各界名士7名を顧問、
40名を参与にして委員会が構成された。審議会には都市計
画・観光・文化の三つの部会と、1950年に焼失した京都駅
舎の再建に係る専門委員会が設置され、各分野の都市建設

に関する議論が行われた。 
都市計画部会(3)では、京都国際文化観光都市建設法によ

る緑地制度の導入や建築基準法の制定を受け、用途地域の

見直しが検討され、1951 年(昭和 26 年)の第二回部会から
1954年(昭和29年)の第九回部会まで、三年間で8回に渡っ
て用途地域の変更設定について審議が行なわれた 11),12),13),14)。 
都市計画部会、市当局での検討を終え(4)、1955年(昭和33
年)に「現行用途地域の大部分は大正十三年指定にかかるも
のであって三十余年を経た現在すでに社会、経済その他諸

情勢は変化し、（略）これ等諸般の現状を将来の趨勢を勘案

し、これに適応せしめるよう変更しようとする」15)として、

用途地域の変更と緑地地域の指定が行われた (図—２) (5),16)。 
	 新たに指定された地域指定の特徴は工業地域の大幅な指

定解除と、市街地を囲繞する緑地地域の指定である。 
変更以前の 1924年(大正 13年)の初期指定をベースとす
る指定では、市域南部に工業地域が広大に指定されていた

が(図—１)17)、それらの大部分が緑地地域や住居地域へと変

更された。また、緑地地域が京都市中心部の旧市街地と、

伏見、淀、山科、桂、岩倉等の近郊市街地を囲繞し、市街

化の抑制と市街地の連たんを防ぐ配置がなされた。 
	 これらの指定の背景には、「市街地が無秩序に平面的に拡

大するを制御するため」18)「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)との考えがあり、

戦災地復興計画基本方針(6)で掲げられた大都市抑制論の影

響を強く受けた都市像があったことが窺える。 
1955年の緑地地域の指定により、工業開発を念頭に置い
た大規模な南部への拡大・開発の構想を体現した 1924 年
の地域指定から、旧市街地を中心に緑地帯によって市街地

の拡大抑制と分散配置を構想した市街地抑制型の都市像へ

と変化したことがわかる。 

４.緑地地域の解除と方針転換 

1955年に京都市で緑地地域が指定されたものの、1950年

代後半には早くも緑地制度の見直しを図る動きが出てきて

いた。東京では緑地地域の強い建築規制への反発や急速な

人口増加等による市街化圧力の高まりから、1958年に緑地
地域の指定解除と解除後の区画整理、住宅団地による市街

化の方針を打ち出した 20),21)。 
	 こうした緑地制度の制度的限界が表面化してきたことに

加え、全国総合開発計画や近畿圏整備法の制定等、戦後の

大都市抑制中小都市振興を掲げた国土開発の方針が大きく

転換されたこともあり、京都市当局においても地域指定変

更の検討を始めた。 
緑地地域の指定から 7年後の 1962年(昭和 37年)には、
「新情勢に伴う土地利用計画の再検討をしている段階」22)

と、早くも1955年の地域指定改定の検討に動いている。 
こうした動きを受け、1962年には伏見区の深草西浦、醍
醐、南小栗栖の三つの地区で緑地地域の解除と用途地域の

変更が行われた(図—３)。 
	 旧市街地と伏見市街地を隔てる様に上鳥羽から深草にか

けて設定されていた緑地帯の一部であった深草西浦地区は、

「早急に土地区画整理を実施し適正な住区を建設するため

住居地域に変更」として、緑地地域の解除と区画整理によ

って市街化する方針が打ち出された。醍醐、南小栗栖地区

についても、「大規模な団地の住宅経営を行う予定となって

いるので土地利用の見地から緑地地域を住居地域に変更し

ようとするものである」と、大規模団地による市街化を図

図－４	 総合計画試案(1963)の用途地域構想図	 24)を基に筆者作成 図－３	 1962年の緑地地域解除地区位置図	 22)を基に筆者作成 
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るとしている 23)。三地区における緑地地域解除後の区画整

理、団地による計画的な市街化を行う手法は、同時期の東

京都における手法と類似している。 
また、1963年(昭和37年)に市の基本構想の試案として発
表された京都市総合計画試案では、前年に一部が解除され

た深草周辺の緑地地域について「すでに市街地として発展

している伏見地区と旧市街地域の連たんを緑地地域で遮断

する理由は見出し得ない」と指摘した上で、さらに「盆地

内部の現行緑地地域は解除し、工業地域又は住居地域とし

て活用する」と、京都市の位置する山城盆地内の平野部に

おける緑地地域の指定について否定的な見解を示し、緑地

地域による市街化抑制を謳った 1955 年の地域指定から方
針を転換し、緑地地域の廃止と市域南部の市街化を進める

とした(図—４)24)。

	 これらの緑地地域の区画整理事業、団地開発による市街

化や、総合計画試案における用途地域の大幅な変更の構想

等から、1960年代初頭の京都市における都市運営の方針に
おいて、1955年の過大都市抑制論をベースとした都市像か
ら、南部方面への市街地拡大を構想する拡大型の都市像へ

と大幅に転換が図られたことがわかる。 

５.結論 

昭和 30年代の京都市では、1955年の緑地地域の指定に
よる戦前の南部拡大型の都市像から市街化抑制型の都市像

への変化、1962年の緑地地域の解除と計画的な市街化によ
る市街化抑制型の都市像から再び南部への拡大を打ち出し

た南部拡大型の都市像への変化と、10年の間に二度にわた
って大幅に都市像が転換されたことが明らかとなった。 

1955年の都市像の転換の特徴として、変化に際して重要
な役割を果たした緑地制度が京都国際文化観光都市建設法

に設けられた背景に、非戦災都市の大都市である京都に緑

地制度を設けたかった国側の意図があったこと、特別都市

建設法の緑地制度の導入等、国側による制度整備を契機と

して都市像の議論が展開されたことが挙げられる。 
また、1960年代初頭の都市像の変化で緑地地域解除後の
市街化の手法が東京における手法と同様であったことは、

当時の緑地政策の転換における特徴として認められる。 
	 緑地地域による市街化抑制型の都市像は、その短命さか

ら緑地制度としての政策的効果の評価は難しいものの、戦

災復興都市計画の行われなかった京都市の戦後復興期にお

ける都市計画的営為として評価に値する。 
昭和 30 年代の京都市における都市像の変容は、非戦災
都市における戦後都市計画の展開という観点において重要

な意味を持ち、また、数少ない戦後の大都市における緑地

制度の運用実態とその経過は、日本の都市計画史において

一時期を画した戦後の緑地制度を語る上で重要なポイント

であると言えよう。 

【補注】 

(1)住民投票は投票率が3割1分、賛成132,263票、反対58,261票

であった。 
(2)同審議会は1957年に廃止されている。 
(3)都市計画部会は京都大学工学部教授の武居高四郎を委員長に 8
名の委員で構成された。 
(4)用途地域の改定案の完成時期については、1954年1月の第九回
部会の議題で用途地域に関する都市計画部会案報告とあることか

ら、1954 年の初頭時点で 1955 年の用途地域指定の構想が凡その
完成を見ていたと考えられる。 
(5)用途地域の変更は第 67回都市計画審議会で議題に上がったが、
慎重を期する事案として特別委員会を設けて審議され、翌第68回
都市計画審議会にて承認、建設大臣による告示を経て5月21日に
指定された。 
(6)戦災地の復興に関する基本的な方針を定めた指針。戦災復興院
を中心に検討され、1945年12月に閣議決定された。 

【参考文献】 
1) 杉田早苗(2004)「都市計画法制定後から戦災復興期まで（1920年
代～1940年代）の用途地域指定の技術基準に関する研究	 政府の
計画標準と東京の用途地域指定基準を対象に」『都市計画論文集』

39巻3号pp. 931-936 
2) 浅野純一郎(2014)「地方都市の戦災復興都市計画における用途
地域指定の特色に関する研究－戦前期の初期地域指定との比較を

通して－」『日本建築学会計画系論文集』79巻696号pp. 383-392 
3) 竹内智子、石川幹子(2008)「東京周辺区部における1950～60年
代の緑地施策に関する研究」『都市計画論文集』43巻 3号 pp.199-
204 
4) 福島信夫、板谷（牛谷）直子、李明善、益田兼房、山崎正史(2008)
「京都市における風致地区指定の変遷に関する研究	 風致地区が

歴史都市京都の保全に果たした役割」『都市計画論文集』43巻3号  
pp. 667-672 
5) 建設局小史編さん委員会編(1983)『建設行政のあゆみ：京都市建
設局小史』京都市建設局、pp33~35 
6) 京都市市政史編さん委員会編「京都市政史第 2 巻市政の展開」
京都市、pp96~98
7) 京都市市政史編さん委員会編「京都市政史第5巻資料市政の展
開」京都市、pp62~64 
8) 6)に同じ 
9) 第8回国会 建設委員会 第4号 昭和25年7月22日 
10) 第 8回国会 建設・地方行政連合委員会 第 1号 昭和 25年 7
月26日 
11) 京都市「京都国際文化観光都市建設審議会一件昭和 25—27 年
度」 
12）京都市「京都国際文化観光都市建設審議会議事録昭和25—27年
度」 
13) 京都市(1952)「京都国際文化観光都市建設法に基く報告書」京
都市、pp2~3 
14) 京都市「京都国際文化観光都市建設審議会関係綴(人事関係を
除く)」 
15) 京都都市計画審議会(1955)「第67回都市計画審議会」 
16) 京都都市計画審議会(1955)「第68回都市計画審議会」 
17) 京都市(不明)「用途地域変更図第三回変更及び第四回変更図」 
18) 15)に同じ 
19) 京都市市長公室行政課編(1955)「京都市政概要」京都市市長公
室行政課、p76 
20) 3)に同じ 
21) 石田頼房編(1992)「未完の東京計画」筑摩書房、pp168~196 
22) 京都都市計画審議会(1961)「第85回都市計画審議会」 
23) 22)に同じ 
24) 京都市(1963)「京都市総合計画試案」京都市 

―　20　―



京都市における簡易宿所の立地変容に関する研究
－ 地価への影響と廃業に着目して － 

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 
近年日本では観光産業を基盤とした国づくりへの機運が

高まっていた。訪日外国人観光客は年々増加し、2018年に

は 3,000 万人を突破するとともに、宿泊需要が急激な高ま

りを見せていた。インバウンド観光の伸長は大きな経済効

果が期待されるものの、宿泊施設は地域としばしば摩擦を

生じさせてきた。こうした背景から住宅宿泊事業法に基づ

く届出施設（以下、民泊と表記する）に対しては立地制限

や営業日数の制限を設け、規制を強めている傾向にあるが、

簡易宿所に対する立地コントロールなどの法的規制は依然

として十分でない。 
 こうした宿泊施設の健全な運営に資する議論が活発化し

ていた折、COVID-19 の世界的な感染拡大が発生した。本

稿が対象とする京都市では、2020年4月の外国人の宿泊客

数が前年比マイナス 99.7%、日本人宿泊客数もマイナス

89.7%となり(1)、宿泊需要はほぼ消失している。宿泊施設バ

ブルとして隆盛期だった宿泊産業は縮小化を避けられず、

新たな局面を迎えつつある。 
そうした背景のもと、本研究では旅館業法に基づく宿泊

施設を対象に、1)立地動向を明らかにするとともに、2)地価

からみた立地特性とこれによる地価への影響を検討する。

さらに、今後増加が懸念される3)廃業する宿泊施設に着目

し、その実態を明らかにすることを目的とする。 
⑵ 既往研究の整理 
宿泊施設の立地特性・変容を明らかにした研究は以下の

ものがある。石澤(1991)1)は、旅館が都心地域外に立地して

いるのに対して、ホテルは都心地域に立地していることを

明らかにした。下山ら(2019)2)は、2003年以降に増加した東

京中心部のホテルが、小規模かつ中価格で付帯施設が少な

い宿泊に特化したタイプであり、多くは商業価値の高いエ

リアに立地していることを明らかにした。川井ら(2018)3)は、

従来商業地に多かった簡易宿所が住宅地の路地沿いにまで

拡散し、住民にとって必要な店舗が宿泊施設に転換され、

住民の立ち退きを引き起こしていることを明らかにした。 
 近年の宿泊需要の高まりに応じて急増した簡易宿所を対

象とした研究も多く見られ、特に簡易宿所の一類型である

ゲストハウスが施設内外での交流や消費の域内への分散、

観光体験の充足等施設の持つ可能性について論じた研究は

一定の蓄積がある 4),5),6)。 
 以上のように、宿泊施設の立地動向や近年台頭する簡易

宿所について言及した論文は多いものの、インバウンド観

光に起因する宿泊施設増加による立地変容、これによる地

価への影響および廃業宿泊施設の実態について指摘した論

文は不在である。 
⑶ 研究の対象と方法 
本研究は旅館業法に基づく旅館・ホテル、簡易宿所を対

象とする。これらの立地特性を分析するため、京都市の公

開する「旅館業法に基づく許可施設一覧」7)を用いて各宿泊

施設の詳細な立地を把握した。その上で宿泊施設が地価に

与える影響を類推するために国土交通省「土地総合情報シ

ステム」8)から市全域の地価を抽出し、重回帰分析した。 

２ 京都市の宿泊施設に対する政策的対応 
⑴ 京都市のインバウンドの状況 
京都市「京都観光総合調査」9)によれば、京都市の観光客

数は 2013 年に 5,000 万人を超え、2015 年には過去最高の

5,684万人を記録した。宿泊客数は外国人を中心として増加

し続け、2018年に過去最高の450万3千人を記録した。 
2019 年から宿泊税データを活用した調査手法に変更さ

れ、より実態に近い結果となっているため時系列での比較

は困難であるが、やや観光市場が縮小化傾向であることが

わかる。 

図－１ 京都市における宿泊客数および外国人宿泊客数の推移 

出典：京都市「京都観光総合調査」より作成

⑵ 京都市の政策的対応 
堅調な観光産業の成長から、市は2016年に「京都市宿泊

施設拡充・誘致方針」を策定、2020年には外国人宿泊客数

が約630万人になると想定し、客室を1万室増加させるこ

とが必要だと発表した。また、簡易宿所のみの増加や宿泊

施設が市内中心部に集中していること、旅館業法無許可の

民泊が急増していること(2)などを踏まえ、1)旅館・ホテル等

拡充・誘致窓口の設置、2)市内全域での宿泊施設の拡充、3)
上質な宿泊施設の誘致、などの取組方針を掲げた。 

2018年、インバウンドの伸長に応じて急増、多様化した

宿泊施設の再定義、適法化が急務となり、住宅宿泊事業法

（いわゆる民泊新法）が施行された。京都市ではこの新法

を基礎としながら、独自ルール(3)を設けた。 
上記の独自ルールは、簡易宿所についても規定され、施

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
外国人宿泊客数 宿泊客数

(千人)

―　21　―



設外玄関帳場を設ける場合と京町家を活用する場合を除い

て、客を宿泊させる間、施設内部に駐在することを規定し

た。すなわち、2室以上の客室または10人以上宿泊可能な

簡易宿所は、既存施設についても全て玄関帳場の設置が求

められたのである。経過措置として上記の要件が猶予され

ていた2020年3月末までに適用させることを義務付けた。 
以上のような簡易宿所の規制強化を発表した後も宿泊施

設建設は増え続け、2019 年 10 月に門川大作市長は「市民

生活との調和を最優先にしない施設は参入を控えてほしい」

と見解を転換させている(4)。 

３ 京都市における旅館業許可施設の実態調査 
⑴ 基礎調査 
京都市における旅館・ホテル数は横ばいに推移している

一方で、簡易宿所は2019年時点で3,337件と5年間で約5
倍増えている。特に2016年以降の増加が顕著である。簡易

宿所は旅館業法上の宿泊施設の約8割を占める。所在地デ

ータを集計すると、簡易宿所の約 57%である 1,705 件が中

京区、下京区、東山区に集中している。旅館・ホテルは簡

易宿所以上に集中的に立地しており、約63％が三区にある。

以上の三区は商業・観光機能の集積した京都市の中心市街

地であるため、インバウンドによる宿泊需要の影響を受け、

新規立地したことが推測できる。 
⑵ 開業時期区分別の分布パターン 
簡易宿所が急増している 2016 年を境として、2015 年以

前・2016年以降に区分し、宿泊施設の立地の変化を把握す

る。2015年以前に開業し、現在（2019年3月31日時点）

まで残存している旅館業許可施設は 941 件ある。対して

2016年以降に開業した旅館業許可施設は2,614件あった。 
図－２は 2015 年以前、2016 年以降で区分した分布マッ

プである。以下では 2016 年以降に開業した宿泊施設割合

の高い中京区（80.7%）、上京区（79.4%）、南区（89.5%）を

用いて詳細に把握する。 
中京区に 2015 年以前に立地した宿泊施設のうち、商業

系（近隣商業地域、商業地域）に立地しているのは105件
で、全体の約 91%を占める。一方で 2016 年以降に開業し

た宿泊施設が商業系に立地する割合は約 59%まで下がる。 
上京区の 2015 年以前に開業した宿泊施設を見ると、中

京区とは対照的に商業系への立地は27%程度である。西北

エリアの西陣に立地が集積していた。2016年以降に開業し

た宿泊施設の商業系への立地は約33%に上昇している。京

都市内では数少ない商業系への立地が上昇している傾向を

持つ行政区であることがわかった。ただし、これらの立地

の広がりは、より庶民的な生活圏を形成する西南エリアに

も達している。 
 南区は、近年の宿泊施設の立地傾向を最も顕著に表して

いる。2015 年以前に許可を取得した宿泊施設は 45 件に対

し、2016年以降立地した宿泊施設は385件ある。現在営業

中の宿泊施設の約 9 割が 2016 年以降に立地している計算

である。これまでは京都駅に近接した九条エリアに多くが

立地していた（32件,約71%）。2016年以降の立地の傾向は、

九条エリアに集積しながらもより西へ広がっている。 
 宿泊施設の急増期に、その立地は中心市街地を離れ、住

宅や工業用途の強いエリアに遷移しつつあることが明らか

となった。 
⑶ 地価からみる立地動向 
京都市の地価は2015年を境に上昇傾向に転じている（表

－２）。これは簡易宿所の急増した2015年、2016年頃の推

移と一致している。とりわけ下京区、中京区は地価の上昇

率が高い。これまで宿泊施設として主であった旅館・ホテ

ルは地価の高いエリアに立地しており、下京区は特に高く、

約 170 万円、次いで中京区では約 90 万円、東山区では約

76 万円となっている。三区の平均は約 117 万円であった。 
下京区では、地価の高い地点である京都駅が所在する皆

山元学区に旅館・ホテルが37件、同元学区に隣接する植柳

元学区に12件、稚松元学区に10件立地しており、京都駅

周辺に集積していることが確認できる。中京区も同様に交

通利便性に優れ、商業施設の集積するエリアに立地する傾

向にある。烏丸通を西限、鴨川を東限とする8つの元学区

（銅駝、立誠、富有、柳池、生祥、竹間、初音、日彰）に

63件（約61%）の旅館・ホテルが集中している。東山区は、

五条通りを境に北は八坂神社や清水寺をはじめとする観光

地が集積しており、南は居住地としての用途が強いエリア

である。五条通りから以北にある6つの元学区（粟田、有

済、弥栄、新道、清水、六原）には100件の旅館・ホテル

が立地している。東山区の旅館・ホテル数は123件である

から、80%以上の旅館・ホテルがここに集中している計算

である。 
 一方で簡易宿所は、旅館・ホテルのように観光施設が集

積している、あるいは交通利便性の優れている地価の相対

的に高いエリアに必ずしも立地していないことが特徴であ

る。旅館・ホテルの立地する地価の平均は約117 万円であ

ったが、簡易宿所はこれより大幅に低い約 69 万円であっ

た。この傾向は中京区で最も顕著である。中京区では、上

述した 8 つの元学区に立地しているのは 78 件であり、中

京区の簡易宿所のわずか16%である。下京区でも先述した

3つの元学区で見てみると、約19%（124件）の立地にとど

まっていた。東山区が最も旅館・ホテルとの差が少なく、

五条通り以南の5つの元学区（修道、貞教、今熊野、一橋、

月輪）に248件（約44%）が立地している。伝統的に宿泊

施設の立地は都心に代表されるエリアを指向してきたが、

簡易宿所は全く逆の指向性を持っていることが明らかにな

った。 

表－１ 京都市の地価の推移 

出典：国土交通省「土地総合情報システム」より作成 

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
地価（円/㎡）188,139 190,092 194,245 204,699 218,541 240,906
前年比 -0.17% 0.02% 0.70% 1.04% 1.81% 2.91%
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５ 地価への影響分析 
⑴ 分析方法 
本章ではヘドニックアプローチ(5)を用いて分析を行った。

被説明変数として地価変動率を用いた。地価変動率は、土

地総合情報システムから京都市の 2018 年、2019 年の地価

公示を抽出し求めた。サンプル数は337である。説明変数

は同データの①利用現況、②用途地域、③敷地形状、④交

通施設までの距離、⑤前面道路幅員、⑥容積率に加え、本

章における宿泊施設が地価へ与える影響を分析するため、

⑦旅館・ホテル、⑧簡易宿所とした。なお、⑦、⑧につい

ては、標準地の中心点から半径 200m 内にある宿泊施設数

を集計している。説明変数は以下の表の通り定義している。 
表－２ 説明変数 

⑵ 分析結果 
有意水準を5%とし、棄却されたものは利用現況、用途地

域、前面道路幅員であった。これらは地価に影響を与えて

いないと言える。標準偏回帰係数がマイナスを示している

公共施設近接性は、最寄り駅から 100m 以内、500m 以内、

1000m以内、1000m超過で区分しているため、最寄り駅か

ら距離が遠くなるほど地価が下がっていることになる。本

研究における重要な変数である簡易宿所は 0.319 でプラス

に優位に働いている。旅館・ホテルも同様に 0.231 でプラ

スに優位に働いている。 
4 章で簡易宿所は地価の相対的に低いエリアに立地して

いることが示された一方、回帰分析の結果から簡易宿所は

地価上昇の大きな要因になっていることが明らかになった。

多くが住宅として提供されるべきエリアに宿泊施設のよう

な地価負担力の高い用途のみが進出できる状況を招く構図

が確認できる。 
表－３ 地価変動率を被説明変数とする重回帰分析 

６ 廃業宿泊施設の実態調査 
⑴ 廃業宿泊施設の状況 

2018年3月末、2019年3月末の「旅館業法に基づく許可

施設一覧」の2つを照合し、2018年度に廃業した宿泊施設

を抽出した(6)。 
2018年度に廃業した宿泊施設は102件抽出された。うち

簡易宿所が 88 件（約 86%）を占めている。東山区、上京

区、中京区の順に廃業した宿泊施設が多い。 
 廃業した宿泊施設の開業年を調べると、旅館・ホテルは

約57%が昭和以前であった。一方で簡易宿所は、2016年以

説明変数 定義

利用現況 商業用途であれば1、それ以外を0とするダミー変数

用途地域 用途地域が近隣商業地域及び商業地域であれば1、それ以外を0とするダミー変数

敷地形状 敷地形状が整形であれば1、それ以外を0とするダミー変数

交通施設近接性 最寄り駅までの距離を100m以内、500m以内、1000m以内、1000m超過で区分

前面道路（m） 前面道路の幅員

容積率（%） 標準地の容積率

簡易宿所 標準地を中心点とする半径200m内にある簡易宿所の数

旅館・ホテル 標準地を中心点とする半径200m内にある旅館・ホテルの数

��
� β r p� VIF
���� .110 .566 .151 4.636
�"�	 .019 .600 .817 5.144
��� .096 .003 .012 * 1.161
�#��!�� -.082 -.359 .036 * 1.205
�%$ -.038 .391 .493 2.476
��� .260 .627 .000 ** 3.605
���� .319 .631 .000 ** 1.575
�&���� .231 .592 .000 ** 1.754
R2 .598
Adjust R2 .588
N 337
��β�	������r
���
���** p  < .01, * p  < .05

図－２ 簡易宿所の立地状況 出典：京都市「旅館業法に基づく許可施設一覧

（平成31年3月末現在）」から作成 

図－３ 旅館業許可施設の分布と地価 

出典：京都市「旅館業法に基づく許可施設一覧（平成31年3月末現在）」、 

   国土交通省「土地総合情報システム」から作成 
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降に許可を取得したものが約70%を占める。廃業する宿泊

施設の多くは簡易宿所かつ直近に開業したものであった。

現存する宿泊施設の開業年を調べると、約57%が2016年、

2017 年に開業していた。廃業した簡易宿所のうち 2016 年

以降に開業したものが70%であることから、近年開業する

宿泊施設はきわめて短期間のうちに廃業を迫られているこ

とが読み取れる。 

図－４ 2018年度に廃業した宿泊施設の開業年 

出典：京都市「旅館業法に基づく許可施設一覧（平成31年3月末現在）」か

ら筆者作成 

⑵ 廃業宿泊施設増加の可能性 
簡易宿所の廃業は今後ますます増えると考えられる。そ

の要因として、第一に、過剰供給と言えるほど簡易宿所が

急増し、競争激化により客入りが停滞していることが挙げ

られる。第二に、京都市の設定した独自ルールにより、駐

在規定に適するよう運営の見直しをする必要があることで

ある。先述の通り、施設外玄関帳場を設ける場合と京町家

を活用する場合を除いて客室が2室以上ある施設は宿泊客

が宿泊する間施設内部に駐在しなければならない。ほとん

どの簡易宿所は施設運営の抜本的な見直しが求められてい

る。 
さらに簡易宿所を取り巻く状況は深刻化している。

COVID-19 の感染拡大によって宿泊施設が深刻な減収に見

舞われている現状がある。京都新聞によれば、京都市内に

あるゲストハウスなど簡易宿所の約4割が前年同月比8割
以上の減収に直面し、4 割近くの経営者が廃業について、

すでに決定したり、検討の可能性を感じたりしている(7)。こ

れらの理由から、廃業する宿泊施設は今後急増する蓋然性

は高いと推察される。 

７ まとめ 
 本研究の調査から以下の点が明らかになった。 
①近年インバウンドの急成長から簡易宿所が急増し、その

立地はホテル・旅館、に比べて都市中心部から住宅地や工

業地などへ拡散しており、2016年以降ますますこの傾向を

強めていたこと。 
②簡易宿所は旅館・ホテルに比べ地価の低いエリアへ立地

する傾向を持っているが、回帰分析の結果、地価を上昇さ

せる要因となっていることが推察できること。 
③2018 年度に廃業した宿泊施設は約 9 割が簡易宿所であ

り、かつ創業わずか3年未満で廃業するケースが多いこと。 

 以上のことから、これまで宿泊施設が立地していなかっ

た住居地域、工業地域など地価の相対的に低いエリアに拡

散していることが明らかになった。つまり、市内の郊外部

へますます簡易宿所立地拡散すれば、今後住居利用の性格

の強いエリアさえも地価上昇していく恐れがあることが懸

念される。 
 一方で宿泊施設が廃業していくことも問題化しつつある。

廃業の背景には以下の2つの要因が関わっていると考えら

れる。1)宿泊施設の急増による競争激化、2)京都市の独自ル

ールによる事業形態の見直しの必要、さらに加えるならば、

COVID-19 の感染拡大による観光産業の縮小化である。廃

業する宿泊施設には、これまで投機的な事業運営を展開し

てきた宿泊施設も含まれ、これらが淘汰されることも予見

できるが、一方で文化的な貢献しうる宿泊施設も存続の危

機にある。駐在規定をはじめとする宿泊施設の健全化のた

めの独自ルールで多くの無許可施設は無くなっている一方、

小さくも個性的で魅力的な宿泊施設にとって大きなハード

ルとなっている状況は危惧すべきだろう。 

【補注】 
(1)「京都市観光協会データ月報」による。 
(2)2016年に実施された「京都市民泊施設実態調査」によると、施設数2,702
件のうち約 7割の 1,847件が旅館業法上無許可と推測できる施設であった。 
(3)①家主不在型の民泊については管理事業者への委託を義務付け、その施
設内に駐在するかおおよそ10分以内に駆けつけられる範囲に対応可能な管
理者を駐在させなければならないこと、②住居専用地域では、1年のうち2
ヶ月間のみの営業が可能であること、などを定めた。 
(4)「ホテル激増の京都「参入控えて」と市長 悪影響踏まえ見解転換」『京都
新聞』、2019年10月2日、による。 
(5)参考文献10)より、ヘドニックアプローチは「評価が容易でない公共財的
な性質を持つ非市場財である環境質や、社会資本の整備、公共サービスの評

価のための分析手法」である。 
(6)旅館業法に基づく許可施設一覧のうち、「施設名称」、「申請者氏名」の 2
つが揃って存在していない宿泊施設を廃業した宿泊施設とした。いずれか

の 1 つのみの変更である場合は、法人の名称か代表者氏名の変更、施設名
称の変更など「変更届」に当てはまるため廃業数にはカウントしていない。 
(7)「京都の簡易宿所 4割廃業危機」『京都新聞』、2020年 3月 17日、によ
る。 
【参考文献】 
1)石澤孝・小林博(1991)「都市における宿泊施設の立地と推移-長野市を例と
して-」『東北地理』, Vol43, pp.30-40 
2)下山萌子・後藤春彦・山村崇(2019)「訪日観光客増加期 (2003 年以降 ) の
東京都心部におけるホテルの立地傾向」『都市計画論文集』,Vol.54, No.3 
pp.405-412 
3)川井千敬・阿部大輔(2018)「京都市東山区における簡易宿所営業の立地動
向とそれによる地域への影響について」『都市計画論文集』Vol.53, No.3 
pp.1253-1258 
4)石川美澄(2014)「国内のゲストハウス台頭の社会背景に関する考察−質問紙
調査を基に−」『日本国際観光学会論文集』,21 巻,pp.99-104 
5)石川美澄・山村高淑(2014)「国内における宿泊施設型ゲストハウスの経営
と利用の実態に関する研究」『都市計画学会論文集』,Vol49,No.2,pp.140-145 
6)片桐由希子・梶山桃子・東秀紀(2015)「都市部の簡易宿所型ゲストハウス
における交流機能に関する研究」『観光科学研究』,8号,pp.61-69 
7)京都市「旅館業法に基づく許可施設一覧」, 
https://data.city.kyoto.lg.jp/node/14909,最終閲覧日:2020年7月2日 
8)国土交通省「土地総合情報システム」,https://www.land.mlit.go.jp/webland/,最
終閲覧日:2020年7月2日 
9)京都市「平成 30 年京都観光総合調査」, https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/ 
page/0000254268.html,最終閲覧日:2020年7月2日 
10)肥田野登(1997)「環境と社会資本の経済評価 ヘドニック・アプローチの
理論と実際」勁草書房 
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宗教都市における信者の消費行動及び宗教関連商店の利用実態に関する研究

－ 奈良県天理市を事例に － 

株式会社デキタ 堀	 裕貴	
関西大学環境都市工学部 	 	 岡	 絵理子 

１. はじめに

1-1 研究の背景と目的

	 近年、日本の地方都市では若年層の流出や自治体の財政

悪化等による地域活力の低下が課題としてあげられる。ま

た通信システムの進化により、場所に縛られない暮らしが

可能になり、より場所にこだわった暮らしが展開されてい

くだろう。すなわち独自の環境や文化を生かした地方都市

の創造が重要であると考える。	

	 本研究で取り上げる奈良県天理市は、天理教教会本部が

置かれていることから宗教都市として広く知られている。

天理市は昭和 29 年に 6 ヶ村町の合併により誕生し、その

名前は天理教に由来するものである。天理教は江戸時代末

期に発生し、教祖の死去後 10 年毎に行われる教祖年祭に

伴って教勢を拡大してきた。本部神殿には国内に留まらず

世界各国から大勢の信者が参拝に訪れる為、天理教の存在

が天理の街の構成に大きく作用してきた。このように天理

教の教勢拡大と共に都市形成がなされてきた天理市は、都

市政策においても天理教と協働し個性ある都市づくりを展

開してきた。しかし近年は信者数や教会数の減少から天理

教の教勢衰退が顕著に見受けられる。それに伴い近年の天

理市の都市政策では、天理教に依存しない都市づくりが掲

げられている。また天理教信者ではない天理市民の暮らし

は天理教とは交わることなく展開されている。しかし今後

の持続可能な天理市を考える上では、天理教によって生ま

れた独自の文化を活かした新しい暮らしの在り方を考える

必要がある。	

本研究では天理教信者の街中での消費行動を明らかにし、

信者の行動に伴って生まれた宗教関連商店の文化的価値を

見出す事を目的とする。つまり天理教によって生まれた独

自の地域資源や潜在価値を多視点から捉え、今後の天理市

の都市づくりへの示唆を得ることを目指す。	

1-2 既往研究と本研究の位置付け 

	 天理市の商業に関する先行研究では、角(2008)と佐々木

(2013年)が、天理本通り商店街を宗教都市の門前町商店街

として位置付けた上で、店舗の業種や色彩構成、宗教的要

素の分布に着目して分析しているが、形態に関する調査に

とどまり、商店街を利用する主体について明らかにするま

でには至っていない。	

２. 宗教都市・天理市の現状

昭和 29 年に教会本部を有する丹波市村が中心となり天

理市が誕生する。その翌年には天理教の都市構想「八町四

方構想」が開始され、本部神殿を中心に一辺 872m 四方に

「おやさとやかた」と呼ばれる城郭建築を巡らす計画が始

まる。天理教は天理市に寄附金を納め、公共事業に直接的

に関わっていた。しかし近年の天理教は少子高齢化による

信者数や教会数の減少に伴い教勢が弱まっている。	

	 また総合計画の変遷から、かつて天理教と共存共栄を表

明してきた天理市が、徐々に天理教に依存しない都市づく

りへと方向転換してきた様子が読み取れる。	

３. 天理教信者の天理のまちでの行動や意識

3-1 調査背景

	 天理教では、毎月 26 日に本部主催で月次祭という参拝

行事が行われ、日本全国世界各国から大勢の信者が天理の

街に訪れる。	

3-2 調査内容 

	 毎月 26 日に開催される教会本部の月次祭に帰参する天

理教信者のうち宿泊施設である詰所利用者を対象に、帰参

時の天理での行動や意識に関するアンケート調査を実施し

天理教が街の構成にどのように反映されているのかを明ら

かにした。調査対象とした詰所は教会の置かれる地域や詰

所の場所を考慮して選択し、20箇所に20部(全 400 部)配

布した。	

3-3 調査結果 

	 回収票数は271票、回答率が67.8%	であり、有効回答率

が95.2%であった。(図1)	

図１	 回答者のお住まい	

3-3-1天理への帰参 

	 帰参の手段では、「自家用車を利用する」のみを回答した

人が全体の 55.0%いたことより、半数以上の信者が自家用

車で天理まで訪れている事がわかった。(図2)	

図２	 帰参時に利用する手段	
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	 天理での滞在日数では、「1泊2日」と回答した人が37.2%

と最も多い。北海道・東北に住む人は、「１泊2日」の回答

が10.0%しかなく、「0泊1日」がいない事から、遠方から

帰参する信者は滞在日数がより多くなっている事がわかっ

た。(図3)	

図３	 天理での滞在日数	

3-3-2 天理の街中での行動 

	 街中での移動に使う交通手段では、「徒歩」の回答が

77.1％あり、ほとんどが徒歩移動している事がわかった。

(図4)	

図４	 天理の街中での移動手段	

	 天理市に帰参した際に宗教関連施設以外に訪れる場所と

して、「天理本通り商店街」と回答した人が 51.2％と、半

数を超える回答者が帰参時に天理本通り商店街を訪れてい

る事がわかった。「親戚・子供・孫の家」の回答が15.9％あ

り、親族が天理市内に住んでいる信者も一定数いる事がわ

かった。(図5)

図５	 帰参時に宗教関連施設以外に訪れる場所	

3-3-3天理の街中での消費行動 

	 天理での食事については、朝昼夜のどの食事においても

詰所内の食堂で食事する信者が最も多い結果となり、詰所

を利用する信者は街中の飲食店の利用が少ない事がわかっ

た。(図6)	

図６	 食事	

	 天理での行きつけの飲食店があるかを伺うと、「ある」と

回答した人が25.2％であった。(図7)	

図７	 行きつけのお店の有無	

	 お気に入りの飲食店を訪れる理由としては、「料理やお酒

が美味しいから」と回答した人が55.4％で最も多い。次に

「馴染みの店だから」の回答が 32.3％あり、「詰所の近く

にあるから」の回答が24.6％で、詰所の立地と行きつけの

お店が関連しているのは興味深い。(図8)	

図８	 行きつけのお店を選んだ理由	

	 天理での買い物について今回の帰参時に天理本通り商店

街で利用したお店を伺うと、「神具店」の回答が 47.7％あ

り、商店街に8店舗もある神具店は、天理に帰参した信者

の約半数が毎回利用されていることがわかった。(表1)	
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表１	 今回の帰参時に天理本通り商店街で利用した商店	

	 今回の帰参時に天理本通り商店街で購入した商品を伺う

と、「天理教関係の書物」が 32.6％と最も多い。その次に

「足袋」と回答した人が 16.3％、「お供え袋」と回答した

人が14.3％であり、商店街内の多くのお店で取り扱われて

いる足袋やお供え袋を、帰参した信者が購入していること

がわかった。(表2)	

表２	 今回の帰参時に天理本通り商店街で購入した品物	

	 天理本通り商店街で買い物をする理由では、「ここにしか

売ってないから」が 54.3%と最も多く、天理教に関する商

品などを目当てに利用していることが読み取れる。(図9)	

図９	 天理本通り商店街で買い物をする理由	

3-3-4 天理に対する考えや意識 

	 天理市での居住意向があるかどうかでは、「住みたい」と

答えた人が 29.8％あり理由を伺うと、「天理教発祥の地で

あるから」が 79.2％、「日常的に教会本部に参拝できるか

ら」が 76.6％と天理教に関する回答が多くあった。「天理

の街が好きだから」が 46.8％、「街の風景が好きだから」

が26.0％あり、天理の街への愛着を持っている人がいるこ

とがわかった。「知り合い・友人が多くいるから」との回答

が28.6％あり、帰参する信者は既に天理でのコミュニティ

があることが考えられる。(図10)	

図１０	 住みたい理由	

3-4 まとめ 

	 以上から、参拝に訪れる天理教信者の消費行動は主に天

理本通り商店街の構成と結びつきがある事が明らかになっ

た。食事は天理教施設で行う事が明らかになり街中での消

費行動が見られなかったものの、行きつけの飲食店を持つ

信者もおり、定期的に天理に訪れる事の積み重ねによって

街との直接的な関わりが生まれている様子が読み取れた。

また居住意向より天理の街への愛着を抱いている事も明ら

かになった。	

４. 天理本通り商店街の商業形態と利用実態に関する調査

4-1 調査背景 

	 天理本通り商店街は本部神殿へ続く門前町通りとしての

性格をもちながらも、天理市の平成 22 年度都市計画マス

タープランでは天理市の中心商業地域として位置づけられ

ている。その事から天理教信者の為だけの商店街ではなく、

一般市民や観光客の日常利用の在り方も重要視されている。	

4-2 調査内容 

本調査では天理本通り商店街の商業形態を商品に着目し、

角(2008年)	による調査と比較整理した上で、令和2年2月

2日(日)	10時-17時に商店の店主にヒアリング調査を実施

した。調査対象とした商店は、神具店５店舗、装束店2店

舗、履物屋２店舗、文具店２店舗、金物店２店舗、食事処

4店舗、カバン屋 1 店舗である。調査項目は天理教信者の

店舗利用及び天理教の信者以外の店舗利用についてである。	

4-3 調査結果 

4-3-1 業種別店舗構成 

	 令和2年1月27日から2月2日までの一週間のうちに

営業していた店舗は156店舗であった。平成20年の190

店舗からは17.9％減少している事がわかり、商店街が衰

退している状況が読み取れる。業種別に見ていくと、飲食

店の店舗数は3店舗増えており天理駅に近い場所に居酒屋

が増えている。しかし天理教関連の用具を扱う神具・装束

店やお土産店の店舗数は変化しておらず、特殊な商業形態

が根強く残っている状況が読み取れた。(表3)		

表３	 業種別店舗構成の変化	

	 教会本部に近い西側に神具店やお土産屋が多く分布して

いる様子が読み取れる。飲食店や日用品店、食料品店は、

天理駅に近い東側に分布している事が読み取れる。また空

き店舗になっている建物が全体的に点在している。また図

面から商店街の東側は奥行きが狭い店舗が多い。(図11)	

4-3-2 商品別店舗構成とヒアリング調査 

(1) 白足袋

装束店のみならず白足袋を扱っている商店が 16 店舗あ

り、おさづけと呼ばれる天理教の儀式で足袋を使用する為

需要がある。装束店には、天理教関係者ではなく神社やお
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寺の関係者や大学の弓道部の学生が、足袋を大量に纏め買

いしに来ている。また日用品を扱う店舗でも、他の商品を

買うついでに足袋が売れるので取り扱っているとの事であ

った。	

(2) お供え袋

お供え袋を店頭で扱っている商店も 16 店舗あり、文具

店では天理教信者がよくお供え袋を買っていくので店頭の

一番目立つところに置いているという事である。また天理

で販売しているお供え袋は他より安いので、遠くからわざ

わざまとめ買いしに来る人もいるとの事であった。	

(3) 雅楽器

天理教の参拝に使われることから神具店では雅楽器を取

り扱ってる店舗が8店舗中6店舗あった。天理教関係者以

外でも、神社やお寺の方が神具や雅楽器を買いに来るので

天理教の紋が入ってる楽器と入ってない楽器を置いている

事がわかった。また趣味で雅楽をしている一般のお客さん

も楽器の購入や修理に訪れる事がわかった。	

(4) 下駄と草履

おさづけと呼ばれる天理教の儀式に白い鼻緒の下駄や草

履を使う事から、靴屋で下駄や草履を扱ってる店舗が多い

事がわかった。また天理教信者以外の顧客については、着

物を着る方が黒い鼻緒の下駄を購入し、神社や寺の方も安

いからとわざわざ天理まで下駄や草履を買いに来ることが

あるという事がわかった。	

4-4 まとめ 

	 天理教信者による需要に伴って形成された特殊な商業形

態をもつ商店は、天理教信者の利用だけにとどまらず、そ

の商品を求めて天理に訪れる一般の顧客も存在する事が明

らかになった。また特殊な商業形態をもつ商店が集積し掛

け合わさる事によって、独自性をもった商店街が形成され

ている事が読み取れた。	

５. まとめと考察

以上を総括する。参拝行事に伴って天理に訪れる天理教

信者と街との接点は天理本通り商店街が担っており、消費

行動と特殊な商業形態に結び付きが読み取れた。そしてそ

れらの宗教関連商店が取り扱っている商品を求めて天理に

訪れる一般客の存在が明らかになり、宗教が文化として共

有される事で公益性を帯びている事が分かった。	

	 天理市の政策において天理教に依存しない都市づくりが

掲げられてから、政策上での天理教の位置付けが曖昧にな

っているが、宗教によって育まれた文化的な要素や特異な

空間を天理市独自の価値として存在していることを改めて

認識し、計画において位置付けることが、魅力ある天理市

の創造につながるだろう。	
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大阪府北部地震被災住宅改修支援制度の妥当性について 

－ 茨木市制度を対象に － 

大阪成蹊大学経営学部 大塚 康央 

１．研究の目的 

 2018（平成30）年6 月大阪府北部で発生した大阪府北部

地震は、大都市部における規模の大きな地震であり、死者

6 名、重軽傷者 462 名の被害をもたらした 1）。それに加え

て出勤・通学時間帯に発災し、出勤困難者などの都市にお

ける課題を浮き彫りにした。 

 住宅被災の状況をみると、全半壊504戸に対し、一部損

壊は、61,266戸に及ぶ 1)。茨木市の住家被害は、全半壊98

棟、一部損壊13,510棟で、被災した世帯数は16,651にのぼ

った 2)。しかし、国の被災住宅への支援は、半壊以上の住

宅が対象とされており、一部損壊住宅復旧への支援が課題

とされた。 

 そのため、被災市は、独自に支援制度を設け、被災住宅

復旧の促進が図られたところである。 

しかし、支援制度は、市により、支援の対象、支援金額

が異なったという状況を生み出した。地震という自然災害

により同様の被害を受けても、隣接する市により、支援策

が異なることとなったのである。 

そこで、本稿では、市により異なる制度が実施された被

災住宅支援制度について、茨木市の事例を対象に、制度の

妥当性を検証するものである。 

支援の対象を限定する制度について、限定することが妥

当だったのかについて、詳細に分析することにより、今後

の制度設計に資するものとしていく。 

２．住宅改修支援制度について 

 北大阪5 市の被災住宅支援制度の概要は、表1のとおり

である。改修・復旧費用により支援額を定め、支援申請全

てを対象とした高槻市、吹田市、箕面市と、被災住宅所有

者の所得要件を定め、一件あたりの支援額の上限を高くす

る茨木市、摂津市に区分することができる。 

表１ 被災住宅支援制度の概要 

対象者 改修費用 支援額 

高槻市 

吹田市 

箕面市 

申請者全員 
30～50万 3万 

50万以上 5万 

茨木市 

摂津市 

世帯の総所得 

金額430万 

未満 

30万以上 

10万 

1/2、最大 20

万（市民税非

課税世帯等） 

（各市HPから筆者作成） 

 大きな違いは、所得要件を設けるか否かであり、本稿で

は、所得要件を設けた茨木市の制度（茨木市住宅改修支援

金交付要綱（1））の効果等を分析し、その妥当性を検証する。 

３．研究の方法 

茨木市が実施した「被害を受けた住宅に関するアンケー

ト調査」（表2参照）において、住宅改修支援金の活用に関

する設問があり、この結果を用いて、茨木市の事業につい

て検証する。 

表２ 茨木市アンケート調査の概要(2) 

調査対象 罹災証明書の交付を受けた3,000人 

抽出方法 罹災証明書からの無作為抽出 

調査形式 調査票による本人記入（郵送配布・郵送回

収） 

調査期間 平成30年12月7日～12月28日 

回収結果 回収数1,705、回収率56.8% 

４．住宅被害の概要 

 最初に、アンケート調査により茨木市の住宅被害の概要

をまとめる。 

 住宅の種類については、戸建て住宅が9割弱を占め、ア

パート・マンションは7％であった。 

図１ 被災住宅の種類（N=1,705） 

被災した住宅の建築年度をみると、昭和 56 年 5 月以前

に建築された旧耐震基準の住宅が 48％と約半数を占めて

いる。茨木市における建築時期別割合（平成30年住宅・土

地統計調査）は、昭和 56 年以前の住宅が 22％であり、こ

れと比べても極めて大きな値を示している。 

図２ 被災住宅の建築時期（上段はアンケート調査N=1,636、

下段は平成30年住宅・土地統計調査による。(3) 

戸建て住宅

88.7%

アパート・マン

ション

7.0%

長屋建て

3.3%
無回答

1.0%

20.6 

27.5 

18.0 

14.1 

19.7 

6.3 

15.8 

17.0 

18.2 

37.7 

S45以前

S46～S56.5

S56.6～H2

H3～H12.5

H12.6～
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 住宅の修繕時

期については、発

災後約半年後の

調査でありなが

ら、修繕済みは 3

分の1にとどまり、

不明（未定）が 4

分の 1 となって

いる。  

 また、住宅の修

繕費用は、100～

500万円との回答

が 33％、続いて

30～100万円とな

っており、一部損

壊住宅の修繕に

多額の費用が必

要とされている

ことが分かる。 

５．支援制度の検証 

（1）活用状況 

 茨木市制度では、改修支援制度を利用できる住宅所有者

を限定している。ここが、高槻市等の制度との最も大きな

相違点と言える。そこで、茨木市の改修支援制度を活用し

たかどうかについては、図5のとおりの回答が得られた。 

図５ 住宅改修支援金の活用（N=1,575） 

「活用できない」との回答が最も多く739（46.9％）と、「活

用済み」「活用する予定」を合わせた 557（35.4％）より多

くなっている。 

 そこで、改修支援制度を利用の有無により、改修の進捗

に差があるのかを調べると、図6のとおりとなった。活用

済み・活用予定としたものの方が、主膳済みもしくは修繕

予定が明確となっている。これについては、多額の修繕費

用を要するものについて見通しが立たない等の修繕費用が

進捗に影響を与えていることも考えられることから、支援

制度の活用の有無と修繕費用との関係をチェックしたとこ 

ろ、100万円以上の修繕費用を要するものが、活用済み・ 

活用予定で 60.1％、活用できないで 61.9％と差はなく、

修繕費用が影響しているとは考えにくい。 

 本制度については、当初、平成31年3月までの交付申請

とする制度として実施(1 )していたことから、改修支援制度

が被災住宅の復旧、修繕を促進する効果を有していたと考

えることができる。 

図６ 改修支援と修繕進捗（N=1,165） 

（2）所得制限による影響 

次に、改修支援について、茨木市の制度設計のポイント

である「世帯所得」により支援を行わないこととしたこと

による影響を把握する。 

まず、この支援制度を「活用できない」と回答した場合

の理由は図7のとおりとなっている。 

図７ 支援を活用できない理由（ＭＡ、N=730） 

最も多いものが所得要件であり、441件（約60％）の人

が、これを理由にあげている。加えて、「工事費が基準を超

えない」、「対象工事でない」という支援要件に関係する回

答が多い。 

 このアンケート項目は、すべての人を対象にしたもので

あり、被災住宅の復旧に要する費用の一部負担の効果を検

証するため、所得制限により支援を受けることができなか

った人と、支援の対象となっている人とを区分して、詳細

に分析することとした。 

① 所得要件を満たさない（支援対象ではない）場合の分析 

対象を抽出すると、先に述べたとおり441件が該当する。 

また、この設問は、複数回答で所得要件以外の理由につ

いても回答されている。そこで、3（所得要件）から支援を

受けなかった人の、所得要件以外の回答が、どのようなも

のであったかを示す。 

67

66

441

149

24

52

21

76

0 100 200 300 400 500

工事資金がない

補助対象にならない工事…

所得要件（世帯所得430万…

工事金額が基準となる30…

工事業者が見つけられない

事前申請の期限（H31年1…

実績報告の期限（H31年9…

その他

18.1 

25.2 

33.0 

7.1 

14.2 

2.4 

0 10 20 30 40

30万円未満

30～100万円

100～500万円

500万円以上

不明

無回答

33.3

20.6

7.4

0.9

25.7

8.3

3.9

0 20 40

修繕済み
2019.3までに

2019.9までに

2019.10以降

不明（未定）

予定なし
無回答

図３ 住宅の修繕時期（N=1, 705） 

図４ 住宅の修繕費用（N=1, 705） 

住宅の修繕時期

71 486 279 739

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

活用済み
活用する予定
活用しない（する必要がない）
活用できない

33.3%

36.1%

32.9%

19.5%

9.9%
8.3%

0.6%

1.6%

23.3%

34.6%

2.3%

11.2%

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

活用済み・活用予定

活用できない

修繕済み 平成31年3月末まで

平成31年9月末まで 平成31年10月以降

不明（未定） 予定なし 有効回答数：1,165
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表３ 所得要件以外の「改修支援を活用しない理由」 

回答 件数 

1. 工事資金がない 16 

2, 補助対象にならない工事内容（外構部分の工

事等）である 

12 

4. 工事金額が基準となる30万円を超えない 28 

5. 工事業者が見つけられない 8 

6. 事前申請の期限（H31年1月～3月末）まで

に工事の見積書が準備できない 

18 

7. 実績報告の期限（H31年9月末）までに工事

が終わらない 

13 

8. その他 6 

  このうち、「2．補助対象外工事」、「4．補助対象基準未満」

は、支援の対象とはならないものであり、これを含んで回

答されたものを除くと、補助対象要件以外の理由で活用で

きないとされた回答は34件となった。 

 うち、工事資金がないが16件、工事業者が見つからない

等工事の実施に関するものが41件、その他2件となった。 

 このように、所得制限から支援を受けることができない

人のうち、工事資金に課題を有している人は 16 件で、約

3.6％（16／441）ということであった。 

 なお、この「工事資金がない」と回答された方の修繕費

用を見ると、100 万円から 500 万円未満の修繕費用が必要

とする回答がもっとも多かった。 

② 所得要件を満たしている（支援の対象）回答 

次に、所得要件は満たしているが住宅改修支援金を活用

できない回答を①と同様、抽出すると、289件が該当した。

これを、理由別に分類集計すると表4のとおりとなった。 

表４「改修支援を活用しない理由（支援対象群） 

回答 件数 

1. 工事資金がない 51 

2, 補助対象にならない工事内容（外構部分の

工事等）である 

52 

4. 工事金額が基準となる30万円を超えない 119 

5. 工事業者が見つけられない 15 

6. 事前申請の期限（H31年1月～3月末）ま

でに工事の見積書が準備できない 

33 

7. 実績報告の期限（H31年9月末）までに工

事が終わらない 

7 

8. その他 68 

そこで、①と同様、2（対象外工事）、4（金額で対象外）

と回答されたものを除外して、「純粋に補助対象」となるも

のを抽出すると131件となった。これが、茨木市において

制度化された「住宅改修支援金制度」の対象者でありなが

ら、支援金を活用できないケースになる。 

このケースについて、なぜ支援金が活用できないかを集

計すると、工事資金がない49件、 工事業者が見つけられ

ない等の工事に関するもの 47 件、 その他 60 件という結

果が得られた。 

 支援の対象となる改修工事費用について、所得制限から

は補助対象になる（289件）が、工事資金がない（51件）

とする回答は約 17.6％であり、また、工事内容、工事費用

から補助対象にならないものを除いた場合（真の補助対象）

でみると131件中49件（約37.4％）と非常に高くなってい

る。支援対象とならない場合の工事費用に課題を抱えてい

るケースの割合が約3.6％と比べてみても、相当高い値を示

しているということができる。 

まとめると、所得要件から支援を受けることができない

世帯においては、工事費用準備の課題が少ないのに対し、

制度の対象にはなっているものの、工事資金がないため制

度を活用できない世帯の方が多いという状況が浮き彫りに

なった。 

③ 改修進捗との関係 

改修支援事業の活用の有無が修繕進捗に与える影響につ

いては、先に見たとおりであるが、所得がどのように関係

しているのかについて、見てみることにする。 

図８ 世帯所得と修繕進捗（N=557） 

改修の予定なし世帯を除いて、進捗状況をみると、」世帯

所得430万円未満の世帯で、修繕済みが多い（41.4％）と、

430 万以上の世帯の 35.1％に比べて多いことが分かった。

世帯所得430万円以上の世帯は、改修支援を受けることが

できないことから、被災住宅改修支援制度は、修繕の立ち

上がりを促進したことが推察できる。 

６．改修支援事業の評価について（まとめ） 

 以上、茨木市被災住宅改修支援事業を対象に、茨木市が

実施した被災者（罹災証明書被交付者）アンケートの結果

を用いて、その効果を検証した。 

特に、茨木市では、改修工事費の補助を受けることがで

きる対象を、世帯所得430万円以下に限定し、状況により

10 万円までと 20 万円までの補助を行う制度であった。隣

41.4%

35.1%

16.5%

19.8%

6.3%

9.9%

1.7%

1.5%

34.2%

33.6%

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

世帯所得430万未満

世帯所得430万以上

修繕済み 平成31年3月末まで
平成31年9月末まで 平成31年10月以降
不明（未定）
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の高槻市等では、工事費用により一律 3 万円、もしくは 5

万円の補助という大きな違いがある。 

アンケート調査から、 

ア．所得制限により支援を受けられないケースにおいて、

「工事資金がない」と回答されたのは約3.6％であり、支

援がなくとも改修が可能な場合が大半であったと考える

ことができる。 

イ．所得要件、補助対象要件（工事内容、費用）から支援

を受けることができる世帯（289 件）のうち、工事費用

の準備に課題を抱えている世帯（51件）は約17.6％であ

った。また、工事費用などの要件を満足する支援対象は

131 件で、そのうち、支援の対象となる工事資金に課題

を掲げているケースが49件（約37.4％）であった。これ

は、所得制限により支援を受けられないケースと比較す

ると非常に多い。すなわち、支援は受けられるが、工事

費用がないので活用できないケースが多いことが分かる。 

ウ．茨木市の場合、所得要件を設け補助対象を限定するこ

とで、一軒当たりの補助金額を増額し、可能な限り手厚

い支援を行う方向での制度設計がなされており、工事費

用が用意できない世帯が多いことを考えると、改修支援

額を高く設定した茨木市の取り組みは、妥当であったと

考えることができる。 

エ．所得状況別に修繕の進捗をみると、補助対象であった

430 万円未満の世帯の方が、修繕済みの件数が多い。補 

助対象期間が限定されていたこと、補助金を活用した修

繕が可能であるということが、工事の立ち上げを促進し

た可能性が考えられる。 

７．今後の課題等 

このように、所得制限を設けること、それにより手厚い

支援策を用意した茨木市の制度設計は妥当であったと考え

ることが言える。しかし、これは、茨木のみを対象に調査

したものであり、高槻市等の事業の効果と比較検証したも

のではない。茨木市としての判断は、妥当性を有していた

ことを説明しているもので、高槻市等の制度についても、

修繕の進捗等への効果などを的確に検証する必要があり、

今後の課題としたい。 

また、自然災害等、広域に影響するものについて、市に

より支援が異なることは適切とは言えない。高槻市の石下

副市長は、朝日新聞のインタビューに対し「地震は市町村

単位で起きず、被災した自治体間で支援に差が出るのは好

ましくない。国が制度をつくるほかない」と話しており、

また、神戸大学の平山教授も、国の支援の対象外であった

一部損壊住宅について「国は今回の地震を教訓に、一部損

壊の修繕費へも支援を検討する時期に来ている」としてい

る 3)。 

令和元年には、関東を襲った台風 15 号、19 号による住

宅被害の状況に鑑み、国において、特例として一部損壊住

宅に対する支援策を実施された(4)ところであり、今後、自然

災害被害への復旧と生活再建を促進するため、市町村や都

道府県により異なる制度が適用されるのではなく、一律の

支援策が講じられるよう、検討が進められることを望むも

のである。 
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補注 

(1) 茨木市住宅改修支援金交付要綱については、平成30年

9月に発生した台風21号による被災住宅も対象とし、申請

期限を平成31年3月末から令和元年6月28日までに延長

された。 

この要綱に基づき支援を受けた件数は、平成30年度か

ら令和元年6月までの申請受付期間の合計で、市民税非課

税等世帯（支援額20万円まで）1,886件、その他（10万

円まで）2,142件、計4,028件である（茨木市調べ）。ただ

し、この中には、台風21号による被災も含まれている。 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/material/files/group/97/jutakukai

syusienkin02.pdf、令和元年5月30日最終閲覧。 

(2) 当該アンケート調査結果の概要については、茨木市ホ

ームページで確認できるが、本稿は、公表されているもの

とは別に、アンケート調査データの提供（個人情報に関す

るものは除く）を受け、研究を進めたものである。

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/material/files/group/97/houkoku

syo-higaianke-01.pdf、令和2年5月30日最終閲覧

(3) 平成30年住宅土地・統計調査結果に基づく住宅数の

割合については、S56.6~H2にS56建築数を、H12.6～に、

H12建築数を全て加え算出した。政府統計の総合窓口（e-

stat）掲載のデータを利用 

(4) 災害救助法に基づく応急修理の対象に一部損壊住宅を

加える特例が実施されたほか、地方自治体が実施する支援

に対し交付金を交付する措置が講じられた。例えば、

https://www.pref.chiba.lg.jp/juutaku/saigaifukkyuu/taifu15_oukyu

shuri.html令和2年5月30日閲覧など 
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地方都市における駐車場の立地傾向とガレージ式駐車場の用途転換の実態 

―大阪府泉大津市を事例として― 

和歌山大学大学院システム工学研究科  伊藤 槙之介 

和歌山大学システム工学部 佐久間 康富 

１．はじめに 

１－１研究の背景と目的 

自動車交通の発達にともない、地方都市では駐車場が増

加している。駐車場による中心市街地の空洞化により、さ

らなる都市の衰退を招く懸念がある。実際、駐車場に加え、

空き家や空き地、資材置き場などの周辺の土地の利用状況

と比較し、利用の程度が低い、または利用されていない土

地を合わせた低未利用地の増加が報告されており 1)、その

利活用が期待されている。 

 地方都市における低未利用地の今後のあり方を検討する

上で、まず駐車場を事例にその実態を把握することが必要

である。既往研究には、低未利用地全般を対象とした研究、

駐車場全般を対象とした研究、屋外駐車場を対象とした研

究が存在するが、ガレージ式駐車場に着目した研究は十分

になされていない。さらに、ガレージ式駐車場においては、

飲食店等に用途転換される事例が散見される。ガレージ式

駐車場の用途転換事例は、今後の低未利用地の利活用を検

討する上で、示唆を与えるのではないか。なお、ここでい

うガレージ式駐車場とは、1 台ずつ区切られたシャッター

付きの上屋が付随している駐車場のことを指す。 

以上から、本研究では、地方都市における低未利用地の

今後のあり方を検討するために、駐車場の立地傾向を把握

し、ガレージ式駐車場の用途転換（以下転用）      

の実態を明らかにすることを目的とする。 

１－２研究の位置付け 

本研究と関連する低未利用地に関する研究として、①低

未利用地全般を対象とした研究、②駐車場全般を対象とし

た研究、③屋外駐車場を対象とした研究が存在する。 

 ①の研究には、齊藤ら 2)の東京都心 3 区の現状と活用可

能性に言及したもの、阿部ら 5)の 37 都市の 3 時点を比較

し、土地利用転換の実態を定量的に把握したものがある。

②の研究には、瀬沼ら 6)の住宅地の低未利用地化の現状を

把握し、権利関係や所有者の意向から更新が進まない要因 

について言及したもの、鵤ら 4)の駐車場利用者と地権者の

意識を把握し、地権者の今後の意向より、行政施策の適用

可能性に言及したもの、長ら 7)の駐車場を都心と都心周縁

区の関係という観点から、あり方を再検討するものがある。

③の研究には、仲条ら 3)の土地所有状況と所有者の意識を

把握することで有効活用方策を検討したもの、土岐ら 8)の

屋外駐車場の多目的利用の事例を元に、街の活性化を目的

とした駐車場活用の実態を明らかにしたものがある。 

 本研究は低未利用地のうち駐車場を取り上げ、これまで

対象とされていないガレージ式駐車場を対象とし、その一

部が転用されている実態を明らかにする点に特徴がある。 

１－３研究の流れ・方法 

事例として、大阪府泉大津市を対象に、駐車場の立地傾

向を把握し、ガレージ式駐車場の転用事例を把握する。 

調査対象は、臨海部の埋め立て地も含め、泉大津市全域

とした。対象地域全域に対して、2020年5月に悉皆調査を

行った。調査項目は、駐車場の位置、種類（時間貸し駐車

場、月極駐車場）、形態（平面式、ガレージ式、平面・ガレ

ージ複合式）、駐車可能台数である。駐車場として独立して

図―１ 泉大津市の位置図と用途地域 図―２ 月極駐車場の事例 

ガ
レ
ー
ジ
式 

複
合
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平
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いるもの（コンビニや飲食店の前の駐車スペース、個人住

宅や事務所ビルなどで入居者や来店者用の駐車スペースは

除いた）を調査対象とした。 

２．対象地の概要 

 泉大津市は、大阪の南部に位置する（図―１）。市域面積

は、13.62k㎡（令和2年2月）である 9）。人口は、7.6万人、

3.1万世帯（平成27年）である 10）。 

最大の海抜が 13ｍほどであり、市全域が平坦地である。

昭和初期は、南海本線より海側に市街地が形成されており、

内陸には農地が広がっていた。高度成長期より大規模な敷

地の繊維工場が内陸に建設され、市街地は拡大していった。

平成になると、市域全域が市街地化された。 

 繊維産業の影響で、市内の約57％が準工業地域に指定さ

れている。大阪府の平均と比較しても多い。近年は、工場

跡地が駐車場に転用される事例が散見されている。 

３．駐車場の立地傾向 

３－１調査結果 

調査対象地域には、592ヶ所の駐車場が存在し、約 1100

台が駐車可能である。時間貸し駐車場は全て平面であり、

月極駐車場は、平面式、ガレージ式、平面・ガレージ複合

式の3種類であった。駐車場をこの4パターンに分類し、

それぞれの特徴を把握した（図―５）。 

３－２駐車場の種類別の特徴（表―１、表―２） 

時間貸し駐車場は、箇所数、駐車可能台数ともに多くな

いが、平均駐車可能台数は多くなっている。一箇所当たり

図―３ 大阪府と泉大津市の用途地域 

（国土交通省HP、泉大津市HPより作成） 

図―４ 駐車場分布図・転用事例分布図 
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の規模が大きいと言える。駐車可能台数分布を見てみると、

5 台までの箇所数が少ない。15 台～が 60％以上占め、100

台以上も2箇所ある。立地傾向としては、泉大津駅周辺に

多いことが分かる（図―４）。駅周辺において需要があるこ

とが考えられる。 

月極駐車場は、駐車可能台数の約92％を占める。箇所数、

駐車可能台数ともに、平面式が半数以上を占める。ガレー

ジ式は、箇所数が多いが、平均駐車台数が少ない。50台以

上のガレージ式駐車場が存在しないことも分かった。ガレ

ージ式は比較的小規模であることが分かる。また、駅周辺

には少なく、市域の周辺部に分布していることが分かった。

複合式は、箇所数が少ないが、平均駐車台数が多く、大型

の駐車場で用いられていることが分かる。特に 25 台以上

の駐車場が他の駐車場と比べ多いことが分かった。 

３－３用途地域別立地傾向 

 用途地域別に立地傾向をみてみると、準工業地域が時間

貸し駐車場、複合式駐車場の平均駐車台数が最も多くなっ

ている。平面式駐車場は第2種中高層住居専用地域が最も

多くなっている。第1種中高層住居専用地域、第2種中高

層住居専用地域がガレージ式駐車場の平均駐車台数が最も

多く設置されていることが分かった。 

 準工業地域は、工場跡地の転用により駐車場の規模が大

きくなっていることが考えられる。 

 平面式、ガレージ式は、住居専用地域において、駐車場

の需要の高さにより、多くが分布していると考えられる。 

*商業地域の駐車場は1件 

４．ガレージ式駐車場の転用事例 

４－１転用事例の実態 

 対象地域内で、貸しガレージを他用途に転用した事例は、

345箇所中11箇所存在することが分かった。転用用途によ

って、4グループに大別できる。 

・飲食店グループ（4事例）：ラーメン屋・居酒屋・弁当屋

があり、一般の飲食店同様に営業時間が決まっている。営

業時間外でも、ガレージの外に暖簾や看板などがある。ま

た、24時間利用可能な自動販売機コーナーもある。 

・事務所グループ（2事例）：1件は、シャッターを取り外

し、壁を設置していた。業種は不明である。もう1件は、

NPO法人の事務所である。接道部分に掲示板とポストが設

置されている。 

・工場・工房グループ（3事例）：自転車修理工房は平日に

営業している。DIY工房は予約制のレンタルスペースであ

る。普段はシャッターが閉まっているが、隣の建物のチラ

シから、転用されていることがうかがえる。繊維工場の事

例では、個人の工場として利用されている。 

・交流スペースグループ（2事例）：2事例とも、手芸と陶

芸といったモノづくりワークショップを開催できるように

なっている。どちらも、看板や暖簾が出ており、転用が窺

える。 

４－２転用事例の立地傾向 

 転用事例の立地傾向として、準工業地域が11箇所中8箇

所と最も多い。特に、工場・工房グループは3箇所とも準

図－５ 駐車場パターン分類図 

2台 ～5台 ～9台 ～14台 ～24台 ～49台 ～99台 100台～

0 1 10 8 15 10 3 2

平面式 2 20 58 75 73 69 17 1

ガレージ式 4 25 33 46 41 11 0 0

複合式 0 0 4 13 17 30 3 1

6 46 105 142 146 120 23 4

駐車場の種類

時間貸し駐車場

月

極

駐

車

場

合計

表－２ 駐車可能台数の分布 

箇所数 同比率 駐車可能台数 同比率 平均駐車台数

49 8.3% 1188 10.3% 24.2

平面式 315 53.2% 6302 54.9% 20.0

ガレージ式 160 27.0% 1993 17.4% 12.5

複合式 68 11.5% 2002 17.4% 29.4

592 11485 19.4

駐車場の種類

合計

月

極

駐

車

場

時間貸し駐車場

表－１ 駐車場の箇所数と駐車可能台数の比率 

図－６ 駐車可能台数の比率 

第1種低層住居専用地域 15.0 1 10.0 21 12.0 1 16.5 2

第1種中高層住居専用地域 18.5 2 21.9 57 15.2 14 29.9 10

第2種中高層住居専用地域 8.5 2 25.4 35 15.2 26 26.5 10

第1種住居地域 24.0 4 16.2 33 11.9 51 25.4 12

第2種住居地域 11.9 9 15.8 64 10.0 21 19.6 8

準住居地域 10.0 2 18.0 1 0 0

近隣商業地域 20.1 9 16.1 9 2.0 1 21.0 1

商業地域 21.7 7 40* 1 0 0

準工業地域　 40.2 14 23.5 94 12.3 44 35.5 26

工業地域 0 0 13.0 1 0

工業専用地域 0 0 0 0

は、各分類で一番多い用途地域を示す

時間貸し駐車場
月極駐車場

平面式 ガレージ式 複合式

表－３ 用途地域別平均駐車台数 

表－４ 転用事例の立地特性 

NO. グループ 用途 用途地域 営業時間 シャッター

1 飲食店 ラーメン屋 第1種中高層住居専用地域 12時～14時、17時～20時 〇

2 飲食店 居酒屋 準工業地域　 不明 〇

3 飲食店 弁当屋 準工業地域　 不明 〇

4 飲食店 自販機コーナー 準工業地域　 24時間 〇

5 事務所 NPO事務所 準工業地域　 〇

6 事務所 事務所 第2種中高層住居専用地域 ×

7 工場・工房 DIY工房 準工業地域　 予約制 〇

8 工場・工房 自転車修理工房 準工業地域　 平日9時～17時 〇

9 工場・工房 繊維工場 準工業地域　 〇

10 交流スペース 手芸教室 準工業地域　 不明 〇

11 交流スペース 陶芸教室 第2種中高層住居専用地域 不明 〇
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工業地域であった。残りの3箇所の用途地域としては、第 

1 種低層住居専用地域と、第 2 種中高層住居専用地域であ

った。住居専用地域であるが、飲食店や交流スペースが開

業されていることが分かった。 

５．まとめ 

本研究では、大阪府泉大津市における592箇所の駐車

場を対象に、立地傾向を把握し、ガレージ式駐車場の転

用事例を明らかにした。 

立地傾向について、時間貸し駐車場は、一箇所あたり

の規模が多く、泉大津駅周辺に多いことが分かった。平

面式は、駐車可能台数、箇所数ともに半数以上を占めて

いる。ガレージ式は、比較的小規模であり、市域の周辺

部に多いことが分かった。複合式は、大型の駐車場で用

いられていることが分かった 用途地域別立地傾向で

は、時間貸し駐車場、複合の月極駐車場の平均駐車台数

は準工業地域が、平面の月極駐車場は第2種中高層住居

専用地域が、ガレージ式の月極駐車場は第1種中高層住

居専用地域、第2種中高層住居専用地域が最も多いこと

が分かった。 

ガレージ式・複合式駐車場228箇所の11箇所の転用

事例では、転用用途により、飲食店、事務所、工場・工

房、交流スペースの4グループに大別した。 

人口減少により、今後も低未利用地が増加すると考え

られるが、ガレージ式駐車場転用の事例は、個別に店舗

を構えて出店することが難しい小規模な用途の受け皿

になるのではと考えられる。ひいては、まちの賑わいに

貢献することも期待できる。 

今後の課題として、ガレージ式駐車場の転用事例の当

事者に対して出店経緯、空間利用の詳細を明らかにする

ことで、空き家なども含めた低未利用地全般の利活用に

資する知見が得られるのではないかと考えられる。 
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図－７ 転用事例の写真 
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【写真−１】浦上支所（被爆以前）      【写真−２】浦上支所（被爆以後） 
（出典：長崎原爆資料館） 

空間の残存状態に着目した悲劇の記憶の叙述変化に関する考察

－ 長崎刑務所浦上支所を事例に － 

龍谷大学大学院政策学研究科  筈谷 友紀子 
龍谷大学政策学部   阿部 大輔 

１.はじめに 

(１)研究の背景と目的 
本研究では、国家や社会によって引き起こされた構造的

暴力といった記憶を「悲劇の記憶」と定義し、考察の対象

とする。悲劇はどのように記憶されるのだろうか。建物や

場所といった「空間」は悲劇の記憶を象徴するものとして

しばしば保存の対象となる。直野章子(2010)1)は、想像力を

媒介にした記憶行為によって命を吹き込まれ、維持され、

変容される過去のイメージとして「記憶風景」を挙げ、人々

の記憶行為によって空間は変化すると指摘した。一方、悲

劇の空間は都市開発の過程で存置・存廃が議論されること

が少なくなく(1)、保存には多様な主体による合意形成が不

可欠である。では、空間の残存は記憶の形成・継承にどの

ような影響を与えるのだろうか。 
本研究では、被爆遺構である長崎刑務所浦上支所（以下、

浦上支所とする）を事例に、関係者の発言の推移、すなわ

ち悲劇の記憶に関する叙述の変化を明らかにする。その上

で、空間の残存が集合的記憶の形成・継承にどのような影

響を与えるのか考察を行う。 
(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

察した研究として、直野章子(2010)2)は平和記念公園の形成

過程と戦後の記憶形成を考察し、平和記念公園が戦後ナシ

ョナリズムに従った編成であると批判している。福間良明

(2016)3)は戦後の被爆遺構を巡る言説や証言を明らかにし

た上で、被爆遺構の保存は表面上の「ダークさ」によって

覆い隠される記憶があると批判している。 
以上のように、記憶と空間を主題とした研究は社会学分

野にて一定の蓄積がある。これらの研究では、集合的記憶

ないしは社会的記憶が形成される過程で、その枠組みに当

てはまらない記憶が後景に置かれることに対し批判的であ

り、遺構の保存や場所の設計はそれらの記憶を形成・固定

化するものとして捉えられている。一方で、社会的・集合

的記憶の形成によって当事者らの語りから「後景に置かれ

た記憶」が消失するとは言えず、米山リサ(2005) 4)は当事者

による語りが公的な言説に組み込まれる一方で、公的な言

説との差異化を目指していると指摘した。しかし、いずれ

の研究も空間の残存状態と記憶の形成・継承の影響関係に

ついては明らかにしておらず、ここに研究上の空白がある。 
浦上支所が位置する長崎平和公園の成立過程については、

大平(2015)5),(2017)6)が明らかにしている。浦上支所について

は、長崎の原爆遺構を記録する会(2005)7)、「原爆と防空壕」

刊行委員会(2012)8)に記述が見られるが、議論の詳細は明ら

かにされていない。 
(３)対象の選定理由 

浦上支所は爆心地から約 150m の距離に位置していたた

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 (写真1・2)。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 9)。戦後、浦上支所の残存した塀の基礎

部分は平和公園の地下に埋設されており、1992年にその遺

構が発見され、保存がなされた特異な例である。浦上支所

においては、戦時下における被害と加害を象徴し、残存状

態が大きく変化していることから、考察の対象とした。 

２.研究の方法 

(１)研究の対象と方法 

本研究では、被爆体験をまとめた主要な証言集を再収録

した『日本の原爆記録』、長崎新聞に掲載された証言、長年

に渡り長崎における被爆体験をまとめている「長崎証言の

会」によって刊行された証言集を、長崎における被爆証言

の母集団とした。また、刑務所施設であることから戦後行

刑史などに証言が散見されたため、分析の対象に加えた。 
表−１ 抽出した証言 
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4 -
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. -

6 8 - -
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- -
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  長崎刑務支所浦上支所に関連する叙述は 18 編が確認で

きた。そのうち、建物の状態や印象などの空間情報が記述

されているものは 15 編であり、建物や場所の状態を説明

した記述を「状況説明」、空間の印象について書かれた記述

を「印象」の2つに大別した(表1)。本文中では「状況説明」

を二重下線、「印象」を波線で示し、その変化について分析

を行う。その上で、空間の残存状態に着目した際に、当事

者らが形成する集合的記憶の表現の様相はどのように変化

するのか考察を行い、空間の残存が記憶の形成・継承に与

える影響を示す。 

３.浦上支所から平和公園へ 

(１)浦上支所の被爆と整備計画 

戦後、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10）。また、当時計画に携わった向井武治氏は、「あ

そこは刑務所で、あの時は経済事犯だけ入れてあったとい

うことで、（中略）凶悪な人は入っていないわけですね。そ

ういうところに公園を作ってその人たちの霊を慰めよう 11)」

と述べており、浦上公園の建設には、受刑者らを慰霊する

意図が少なからず存在していたことが伺える。 
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。1955
年には平和公園内に平和祈念像と国際文化会館が建設され、

1969年には平和の泉が建設されることで、記念施設として

の施設環境が整えられた。 
(２)浦上支所跡をめぐる記憶の叙述(1945〜1969年) 

被爆直後から平和公園の施設拡充が終わる 1945〜1969

年に刊行された証言のうち、浦上支所に関する叙述は4編

確認できた。被爆直後の証言は1編に留まり、その他3編

は平和公園の建設が開始された以降に書かれたものである。 

被爆直後の証言では、その惨状について「筆舌に尽し難

い」としながらも、爆死者の被害状況を綴る上で、建物の

配置といった空間情報が補足的に用いられている。 

＜惨状は筆舌に尽し難く、爆弾の威力に驚かされた。また、

官舎地帯の現況を調査する際、医官の官舎に女と覚しき爆死

者が、ブツブツ油をたぎらせ燃え続けていたこと、支所長官

舎の前庭の東北の片隅にあった堀井戸端に、四〇歳ぐらいの

全裸の死体がうつ伏せになっているのを発見し、（中略）多数

の悲惨極まりない爆死体を施すすべもなく望見したこと、原

爆の威力と人類に及ぼす戦争の残酷さ…終生忘れ得ない。＞ 

(証言No.1 下線は筆者加筆) 

筆舌に尽くし難い惨状が、建物の被害状況と爆死者の被

害状況の両方から描かれた証言も見られる。ここでは、崩

壊したコンクリートの塀が原爆の威力を示すものとして描

かれており、同様の叙述は後年にも頻出する。 
＜浦上天主堂の、殉教者の血の色のロマネスクのドームも、

全然見えない。(中略)その下の丘に刑務所のコンクリートの

塀が倒れ欠けて、ぐるりと立っている。その塀の内側では、

数百余の囚人が一瞬に灼熱の日に焦げたのである。＞ 

 (証言No.6 下線は筆者加筆) 

その一方で、原爆によって全壊した浦上支所ではなく、

平和公園の建設予定地となった浦上支所跡地に眼差しを向

けた叙述も見られる。 

＜光つつ皆顫ひゐるよもぎ草風暑き浦上刑務支所の跡 鉄

窓にすがりつつ焼かれし人の声刑務所跡に立ちて聞ゐつ＞ 

(証言No.3 下線は筆者加筆) 

＜中心地点から半径一粁から二粁いないの地域でも人畜半ば

は即死、そうでないものでも重傷をおい、家屋、建物は火災

のため大方焼けてしまった。もっとも近くにあった長崎刑務

所、鉄筋三階建ての、瓊浦中学校、城山小学校など原型もな

いように飛散壊滅し、校庭の樹木は根こそぎになってしまっ

た。（中略）（やがてこの地は国際平和公園となって、国際文

化会館や北村西望氏製作にかかる大記念塔が建立せらるる

ことになっている。）＞ (証言No.2 下線は筆者加筆) 

前者の証言は、浦上支所跡地からその被害の様相を想起

したものである。後者の証言は、長崎市の原爆被害を叙述

する中で、浦上支所がその他の公共建築物と同様に飛散壊

滅したことを述べ、やがて建設される記念施設の土地がど

のような「場所」であったのかを示唆している。 
1966年に出版された「戦時行刑実録」12)では浦上支所の

被害状況を記録し、その結びには＜浦上支所の跡は、現在

では平和公園として生まれ変わり、戦争のあやまちを再び

繰り返さないための象徴の場となっている。＞と記述され

ている。惨害の地が、戦争のあやまちを再び繰り返さない

象徴の場として広く認識・共有されていく一方で、浦上支

所を示すものはその場から失われた。 

４.平和公園聖域化計画 

(１)平和公園聖域化検討委員会の設置 

1970年代以降、平和公園内にて像への破壊行為といった

不謹慎な行動が見られる13)ようになり、この問題は全国紙

でも大きく取り上げられた。1983年設立された平和公園聖

域化検討委員会は、不謹慎な行動や観光客が増加したこと

を理由に、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14)ことを基本方針として掲げた。 

平和公園聖域化検討委員会は「聖域」を「被爆体験の地

であるという歴史的経緯から原爆死没者の御霊のやすらか

を祈り、平和を願い、気持ち静かに自ずと頭をたれる落ち

着いた環境の敬虔な地域」と定義し、中心地公園を聖域化

対象に、平和公園を「平和祈念像、平和の泉等を生かし永

遠の平和を希求する『願いの公園』として動的な空間造り

を行う」とした(2)。中心地公園を聖域化対象とするにあた

り、平和公園にあった名簿奉安箱は中心地公園へと移され、

平和公園は一層シンボル性に依拠した空間へと変容する。 

(２)浦上支所跡をめぐる記憶の叙述(1970〜1991年) 

平和公園の聖域化が検討された時期である 1970〜1991
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【図−1】発見された遺構の位置 
（出典：平和公園再整備基本計画報告書をもとに筆者加筆） 

年に刊行された証言のうち、浦上支所に関する叙述は2編

確認できた。そのうち、浦上支所付近で被爆した当事者に

よる証言が1編、浦上支所について言及したものが1編見

られた。 

浦上支所付近にあった防空壕内で被爆した者による証言

では、その惨状について「なにもない」と述べている。正

確には、原爆投下後も浦上支所を含む建物の残骸が残存し

ている。しかし、当事者は「なにもない」光景を見たとい

う印象を鮮明に描くことで被害の大きさを伝えている。 

＜外に出て見たら、なあんにもなかとです。一軒もなかとで

す。ほんなこと・・・。あー、こんげんなってしもうたとか

て思いました。たまがるごとありましたとですよ。何もあり

まっせんと、見ゆるとこには。＞ (証言No.7 下線は筆者加筆) 

平和公園聖域化検討委員会が設立された 1983 年には、

被爆韓国人による証言が寄せられている。本研究が分析対

象とした証言集の中で、浦上支所に収容され被爆した韓国

人に関わる証言は、この1編のみである。原爆投下後、収

容された韓国人の身を案じ、浦上支所を訪ずれた証言者は、

その惨状を建物の被害状況と爆死者の被害状況から記述し

ている。加えて、惨劇の場所が現在の平和公園であること

も明確にしている。 

＜昭和二十年の五月頃、その飯場主をしていた金沢さん兄弟

が統制令違反をやったとデッチあげられて警察に捕まり、浦

上刑務所に未決で収容されたとです。今の平和公園のあると

こです。（中略）刑務所は完全に焼け、外側の壁も崩れ落ち、

あちこちに何体かの遺体が、黒焦げに焼けて転がっとりまし

た。＞ (証言No.8 下線は筆者加筆) 

平和公園がシンボル性に依拠した空間へと変容する一方

で、当事者らは建物や場所といった空間の状態を説明し、

印象を簡単に交えることでその惨劇を描写している。 

５.遺構の発見と保存運動 

(１)浦上支所跡の発見と保存要望 

1992年1月、平和公園地下駐車場建設工事の際に浦上支

所の外壁の基礎部分及び死刑場が発見された（図1）。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、本島市長により、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ている。 

 
(２)検討委員会での議論 
浦上支所跡地の保存の検討は、長崎市原爆被害資料協議

会と長崎市聖域化検討委員会で行われた。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、後世に原爆

の恐ろしさを伝えるためとして保存を支持する意見があり

ながらも、「地上に露出したもので原爆の被害がわかるもの

であれば価値があるが。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。」とした保存に否定的な意見が多

く見られた。同月に開催された第4回平和公園聖域化検討

委員会においても同様に、「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、浦上

支所の遺構は平和公園にそぐわないという理由から、死刑

場を含む公園北側の遺構の保存は反対された。 
両検討委員会の議論を踏まえて、同年2月19日の市議

会教育厚生委員会にて本島市長は、公園南側の遺構につい

ては保存し、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)北側遺構の解体・移設及び南側遺構の保存 

しかし、本島市長はその後、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。長崎市は「（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。」と批判し 15)、解体

された北側の遺構の復元を要望した。 
1992 年 8 月 21 日には、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、長崎市は

被爆建造物であると改めて認めた 16)。市が定める被爆建造

物取り扱い基準をもとに保存が再検討されたが、解体され

た北側の遺構の復元は行われず、南側の遺構を保存するに

留まった(3)。 
平和公園聖域化計画以降、被爆被害を象徴する場として

の整備が進む中、その枠組みにそぐわない存在である浦上

支所跡地の保存については反対意見も多く見られ、特に死

刑場があった北側遺構については除外する動きが見られた。 
(４)浦上支所跡をめぐる記憶の叙述(1992〜2019年) 
遺構の保存運動が展開された 1992 年以降に刊行された
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証言のうち、浦上支所に関する証言は、保存運動について

書かれたものも含め10編が確認できた。 

建物の状態や印象などの空間情報が書かれた証言は7編

見られ、そのうち4編で、崩壊した浦上支所の外壁につい

て触れている。また、建物の惨状を受けたことによる印象

を俯瞰的に描いたものも散見される。 

＜自宅近くの長崎刑務所浦上刑務支所では大きな塀が倒れ

ていた。自宅は焼けて何もかもなくなっていて、身元不明の

黒焦げの遺体が転がっていた。＞(証言No.18 下線は筆者加筆) 

＜燃えるものは燃え尽きて、暗闇の中に小さな火が点々とく

すぶっている。高かった刑務支所のコンクリート壁も崩れ、

動く人は他にいない。静けさが辺りを包んでいた。＞ 

(証言No.17 下線は筆者加筆) 

＜高い刑務所のコンクリート塀はずたずたに引き裂かれ、な

かの鉄筋がむき出しになり、ことごとく倒壊していた。れん

が造りの庁舎は、建物の原型をとどめぬままに破壊されてい

た。まだ、原子爆弾（当時は新型爆弾とよばれていた）の威

力を知らなかった私たちは、ただ立ち尽くす以外にはなす術

がなかったのである。＞ (証言No.9 下線は筆者加筆) 

＜爆心地に近い同支所は壊滅状態。分厚い壁は粉々に砕け、

鉄筋がしだれ柳のようになっていた。周囲の社宅もぺちゃん

こにつぶれており、動転した。今となっては粉々になった壁

の記憶だけが鮮明だ。＞ (証言No.13 下線は筆者加筆) 

この時期の証言の多くは被爆による浦上支所の惨状を描

いたものであるが、保存運動は先述の通り、戦時下の日本

の「加害」を論点にした。保存運動について描かれた証言

では、戦時下における日本の加害性を指摘する新たな言説

が加わったことで、加害の歴史を物語る遺構としても広く

共有される過程を描いている。 

＜「この遺構の消滅は、ここで中国人や朝鮮人を爆死させた

という日本の加害の歴史を抹殺することだ」「ここはきれいな

モニュメント公園であるだけでなく、現実に被爆の遺産が存

在する場所。（中略）」等々、旧上海銀行の保存運動にも活躍

された阿野史子さんらが次々に発言された。こうして新聞各

紙の”声”の欄にも、さまざまな投書が寄せられるようにな

っていった＞(証言No.10 下線は筆者加筆) 

６.考察 

本研究では、長崎刑務所浦上支所をめぐる記憶の叙述か

ら空間情報を抽出し、その変化を分析した。その結果、以

下の2点が明らかになった。 
第一に、浦上支所跡地に平和公園が建設されたのちも、

浦上支所に関する記憶は当事者らにより鮮明に叙述されて

いる。特に、崩壊した鉄筋コンクリート塀に関する叙述は

戦後から継続的に見られた。 
第二に、戦後すぐにおける浦上支所跡地をめぐる叙述は

説明的要素が強かったのに対し、近年にかけてはその印象

を俯瞰的に叙述したものが多く見られた。 
以上のことから若干の考察を加えると、空間の残存状態

が記憶の形成・継承に与える影響として以下の点が言及で

きる。当事者らの叙述からもわかるように、記憶とは単純

化できるものではなく、加害性のように言及の是非がわか

れる側面も含めて複雑なものである。戦後 50 年を目前に

記憶の継承が課題となる中、明らかとなった浦上支所の遺

構の存在は、継承すべき記憶とは何かということに大きく

揺さぶりをかけた。空間が残存したがゆえに、浦上支所は

被爆遺構として共有され、加害者側としての記憶を顕在化

することを可能とした。 

補注 (1)震災遺構である大槌町庁舎やハンセン病患者のみを収容した菊

池医療刑務支所など  (2)長崎市は祈念像前公園・中心地公園・国際文化会

館・松山運動公園一帯を「平和公園」と総称し、祈念像前公園・中心地公園・

国際文化会館の 3 地区を一体的な聖域として整備することを掲げている。

本稿では一般的な理解に基づき、祈念像前公園のみを指して「平和公園」と

した。  (3)南側の遺構の保存方法として、1994年の平和公園再整備基本計

画では、芝生と柵を設け聖域として展示空間を保存する案が示された。
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既成市街地せせらぎプロムナード空間創出に係る地域的課題に関する研究 

－ 八尾市玉串川を対象として － 

クリアウォーターOSAKA株式会社 近藤 慎也 

水産庁漁港漁場整備部  佐渡 拓海 

大阪工業大学大学院工学研究科   副島 脩平 

大阪工業大学工学部      岩崎 義一 

大阪工業大学工学部      山口 行一 

第1章 はじめに 

1-1 研究背景と目的 

近年、街を流れる農業用水路は農地の都市化によりその

役割を終えようとしている。このような農業用水路は今後、

都市の開発・整備とともに「せせらぎの小川」として住民

の憩い・安らぎや自然を愛でる空間に仕立てていくことが

求められる。本研究では大阪府八尾市内を流れる玉串川(1)

を対象として農業用水路再生における課題や改善点、住民

の意識構造を考察する。 

1-2 研究方法 

八尾市の玉串川沿線の校区の中で、西山本小学校区・山

本小学校区・北山本小学校区を研究対象とした。3 回の地

域ワークショップ(2)を開催し意見交換とアンケート(3)の実

施、“玉串川せせらぎマップ”(4)の作成を行った。その後ワ

ークショップでの成果物をもとに分析を行い、住民の意識

構造を分析した。 

第2章 住民のせせらぎへの期待・希望 

第1回ワークショップではせせらぎへの期待や希望につ

いて住んでいる校区に関わらず4班に分かれて議論を行い、

自由に意見を出してもらった。各班で出されたものが表-1

である。ここから各班の意見を分野ごとに整理したものが

表-2である。表-2から同義となっているものを集約し、

整理したものを“せせらぎ項目”とし、それぞれの件数も

算出し、表-3のようにまとめた。表-3を見るに桜や百日紅、

落葉樹といった意見が多かったことから住民は季節感をも

たらす景色に最も関心を持ち期待を寄せていることが考え

られる。 

第3章 せせらぎ項目の意識調査 

せせらぎ項目について5段階評価のアンケートを行い住

民の意識構造を調査し分析を行った。図-1は、各整備案に

対する評価の平均値を示している。透き通った水、桜や百

日紅、水が落ちる落差、水に触れられる場所、自然物の川

底といった項目が高い評価を得ている事が明らかになった。

このことから住民は、川がより自然なものになり、美しい

景色が実現され、水に触れられるようなせせらぎになるこ

とを強く望んでいるということがわかった。 

次に、ワークショップ参加者がせせらぎに求める要素に

おける回答の類似性を見るべく、クラスター分析を実施し

た。図-2に示すとおり、クラスター分析の結果、評価項目

は大きく4つの意識に類別された。「魚を放流する」や「ビ

オトープを作る」、「蛍がいるせせらぎ」などは『玉串川の

自然環境』に関することとして類似性がある。「川に沿って

花を植える」、「定期的に清掃活動を行う」、「植生の手入れ

を行う」は『住民の取り組み』に関することとして類似性

がある。「様々な水車を設置する」や「水車小屋を設置する」

などは『玉串川の景観』に関することとして類似性がある。

「水に触れられる箇所を作る」や「飛び石を設置する」、「木

道を作る」は『親水』に関する項目として類似性があると

考えられる。ワークショップ参加者の意識のポイントは『玉

表-3せせらぎ項目及び件数 

出された意見の分

類の再整理項目

【せせらぎ項目】

件数

川に沿って桜や百日紅を植

える
3

落葉樹を植える 3

水に触れられる箇所を作る 2

水車小屋を設置する 2

川底が見えるくらい透き

通った水
2

植生の手入れを行う 2

様々な水車を設置する 2

川の中に石を並べる 2

定期的に清掃活動を行う 1

川のそばを歩ける木道を作

る
1

階段式落差を作る 1

川に沿って花を植える 1

飛び石を設置する 1

魚(錦鯉など)を放流する 1

ビオトープを作る 1

蛍がいるせせらぎ 1

河床を自然物とする 1

水辺の花の植え込みを作る 1

道路側にある桜の老木は順

次除去し新しい桜を植える

川の中に石を並べ定期的に

清掃をする

川幅を狭めることも面白い

川底は砂や泥だと水が濁る

水が透き通って敷石が見え

る

歩道との高低差が少なくふ

と水に触れられる近さのせ

せらぎ

緑が欲しいが維持管理が難

しい、地域での管理は厳し

い

川床をコンクリートではな

く自然物で

蛍がいるせせらぎ

取水口のあるところで水の

流れる段差を設ける

水の流れや存在を感じるた

め水車等の設置

葉っぱが流れるようにする

取水口のあるところで水の

流れる段差を設ける

水車小屋で電気を付ける

水車で水をくむ、農具を置

いて子供に遊んでもらう

飛び石を置く

魚（錦鯉）を放流する

ビオトープを作る

睡蓮を浮かべる

蛍がいるせせらぎ

豊かな

自然

出された意見の分類
美しい

せせら

ぎの風

景

水の流

れや存

在を感

じる

水と遊

ぶ

表-1出された意見 表-2意見の分類 

1班
取水口のあるところで水の流れ

る段差を設ける

道路側にある桜の老木は順次除

去し新しい桜を植える

水の流れや存在を感じるため水

車等の設置

飛び石を置く

2班 水車小屋で電気をつける

魚（錦鯉）を放流する

睡蓮を浮かべる

川の中に石を並べ定期的に清掃

をする

3班 川幅を狭めることも面白い

川底は砂や泥だと水が濁る

水車で水をくむ、農具を置いて

子供に遊んでもらう

4班 水が透き通って敷石が見える

歩道との高低差が少なくふと水

に触れられる近さのせせらぎ

緑が欲しいが維持管理が難し

い、地域での管理は厳しい

川床をコンクリートではなく自

然物で

蛍がいるせせらぎ

いろいろな魚が泳ぐ

葉っぱが流れるようにする

段差を作る

ビオトープを作る

出された意見

図―１ 各整備案に対する評価 
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串川の自然環境』、『住民の取り組み』、『玉串川の景観』、『親

水』の4つにあることが考えられる。また、『玉串川の自然

環境』は『住民の取り組み』と関連性があり、『玉串川の景

観』は『親水』と類似性がある。 

第4章 玉串川せせらぎマップから見る意識分析 
せせらぎ項目を取り入れた各校区の整備イメージスケッ

チを作成し、第2回のワークショップで住民へ向け発表す

る事で議論の活性化を図った。その結果、参加者からもイ

ラストが提出された。そこで、それらを参考に“せせらぎ

スケッチ”（5）を作成し、第3回目のワークショップではこ

のせせらぎスケッチを白地図に付置し玉串川せせらぎマッ

プを作成する作業を行う事とした。 

4-1 せせらぎスケッチ付置に見る特徴 

住民が作成した玉串川せせらぎマップから、住民が玉串

川のどの位置にスケッチを付置したのかを示した“せせら

ぎスケッチ分布図”(図3-1～3-4参照)を作成した。 

施設・設備のせせらぎスケッチ分布図（図-3-1）からは

児童が利用する地域施設（小学校、幼稚園、公園など）の

近隣に飛び石や桟橋などの親水施設のスケッチが多く貼ら

れる傾向があり、不特定多数の住民が利用する店舗（飲食

店や商店など）の近隣には水車や水車小屋などの景観に関

する設備のスケッチが多く貼られる傾向にあった。また、

川の付帯設備（樋門(6)・転倒堰(7)）や橋の周辺にはガス灯

のスケッチが多く貼られる傾向が見られた。花のせせらぎ

スケッチ分布図（図 3-2）からは設備・施設とは異なり、

小学校や公園の周辺にはそれほどスケッチが貼られず商店

や飲食店、住宅地、橋の周辺にスケッチが多く貼られる傾

向が見られた。樹木のせせらぎスケッチ分布図（図-3-3）

は貼られたスケッチの数が4種類の中で最も少なく、小学

校・高等学校の近隣にスケッチが集中しているという特徴

のみ確認できた。生物のせせらぎスケッチ分布図（図3-4）

からは対象地区全域にスケッチが付置されていたが、その

中でも児童が利用する地域施設（小学校、幼稚園、公園な

ど）の近隣にスケッチが集中する傾向が見られた。これら

の傾向から、子供たちが川に入り様々な生物に触れて遊ぶ

ことができ、住民の普段の生活の中に美しい景観が見られ

る川になってほしいという住民の潜在意識が考察できる。

また、川の付帯設備の周辺にガス灯のスケッチが多く貼ら

れていたことから、施設・設備の総合的な造形美の創出に

より、地域の風土・風景の魅力を増幅させようとする意識

があるものと考えられる。 

4-2 せせらぎスケッチの付置に見る意識 

せせらぎスケッチを白地図に張り付ける際に考慮した事

項を5段階で評価してもらった。「景色」、「管理のしやすさ」、

「自然環境」、「既存設備の位置」の4つの事項のうち、最

も考慮されていたのは「景色」であるということが明らか

になり、第1回目のアンケート結果と同様に季節感などを

含む美しい景色を実現したいという住民意識が現れる結果

となった。 

第5章 せせらぎ保存活動への意識 

清掃活動など玉串川のせせらぎを守るための住民活動に

対する意識を分析した。図4-1～5は評価の内訳を示したも

のである。5つの住民活動の項目の全てで肯定的な意見が

否定的な意見を上回る結果となった。このことから、玉串

川のせせらぎを守っていくうえでこれらの活動が有効的で

あると住民は捉えていことが考えられる。特に清掃活動や

植生管理、環境学習に係る活動は重要視されている。 

図―２ せせらぎ項目に対する評価における項目間の類似性 

川の中に石を並べる 

魚（錦鯉など）を放流する 

ビオトープを作る 

蛍がいるせせらぎ 

水辺の花の植え込みを作る 

河床を自然物とする 

川底が見えるくらい透き通った水 

川に沿って花を植える 

定期的に清掃活動を行う 

植生の手入れを行う 

川に沿って桜や百日紅を植える 

落葉樹を植える 

階段式落差を作る 

様々な水車を設置する 

水車小屋を設置する 

水に触れられる箇所を作る 

川に入って遊べるよう飛び石を設置する 

川のそばを歩ける木道を作る 

自

然

環

境  

住

民

活

動  

景

観  

親

水

自
然
環
境 

住
民
活
動 

川
の
景
観 

親
水 

図３―１ 施設・設備、 図３―２ 花のせせらぎスケッチ分布図 

図３―３ 樹木 図３―４ 生物のせせらぎスケッチ分布図 

せせらぎスケッチ分布図（施設・設備） 

樋門 

樋門 

転倒堰 

転倒堰 

● 東屋
北:4 山本:11 西:3 
● ガス灯
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図-4からは得られなかった項目間類似性の見るため共分

散構造分析 1)（図-5 参照）を行った。モデルとデータの適

応度について、GFI、AGFI、は全て 1.0 に近いほど適応度

が良いと判断できる。分析の結果、GFI=0.983、AGFI＝0.937、

と各数値が算出された。また、残差平方平均平方根（RMR）

は 0 に近いほど良く、これも 0.066 と算出された。カイ 2

乗検定においても自由度4、カイ2乗が0.8のこのモデルは

棄却域には入らなかった。これらの結果からこのモデルと

データの適応度は十分であると判断できる。 

このモデルにおいて潜在変数は「環境を維持するための

活動」と「住民が川に触れる活動」と考えた。この結果か

ら第1回のアンケートから読み取れたことと同じように住

民のきれいな川を実現し、川と触れ合えるようにしたいと

考えている事が見受けられる。また、パス係数の数値は1.0

に近いほど潜在変数と因果関係をもつことを示している。

そのことから環境を維持するための活動に最も関係してい

るのは1.25の清掃活動で、住民が川に親しみを持つための

活動に最も関係しているのは0.86のイベントの開催であっ

た。以上のことから川を守るための住民活動において清掃

活動とイベントの開催が効果的であると考えている事が分

わかる。最後に、「環境を維持するための活動」と「住民が

川に触れる活動」の相関係数を見たところ0.16と非常に小

さく無関係であることから、玉串川のせせらぎを守ってい

くためには川の環境を維持する活動だけでなく住民が川に

親しみを持つような活動も行っていく必要性があると考え

られる。 

第6章 まとめ 

本研究の結果を以下に取りまとめる。 

・第1回アンケート調査の単純集計から住民は整備により

美しい景色が見られ、水に触れられるようなせせらぎに

なることを望んでいるということがわかった。 

・クラスター分析の結果から、ワークショップ参加者は『玉

串川の自然環境』は『住民の取り組み』と、『玉串川の景

観』は『親水』とそれぞれ関係があると捉えていること

が読み取れた。清掃活動や植生の管理などの住民の活動

は川の自然環境の保全に繋がり、玉串川に美しい景観を

創出することで住民が玉串川に親しみをもつことできる

のではないかと考えられる。 

・第2回アンケート調査の共分散構造分析の結果からはせ

せらぎを守っていくためには川の環境を維持する活動だ

けでなく住民が能動的に川に近づき親しみを持つような

活動も行っていく必要がある事が考えられる。 

・せせらぎスケッチ分布図の分析から、ワークショップ参

加者は児童が川に触れて遊べることや美しい川の景観、

地域の風土の魅力の増幅を求めていることが分かった。

また、玉串川を単なる農業用水路ではなく、防災機能や

子供の遊び場としての機能を備え、住民が親しむことの

できる川に仕立て上げることを望んでいると考えられる。 

以上のことから、今後都市に残る農業用水路をせせらぎ

の小川として再生させるためには農業用水路としての機能

に加えて景観機能、生態機能、防災機能を備えつつ児童の

遊び場としての機能を備えた多機能的な川にしていく必要

がある。 

また、整備後の川の環境維持には住民自らが清掃活動な

どの環境維持のための活動とイベントや環境学習など住民

が川に親しみを持ち、川に触れる活動を行い、継続してい

くことが重要である。それによって、農業用水路を住民の

暮らしの中に溶け込む美しいせせらぎに仕立て上げること

が可能となるであろう。 

【注釈】 

図4-1 清掃活動 図4-2 学習に対する評価内訳 

図4-3 イベントの開催 図4-4 安全パトロールに対する評価

図4-5 植生の管理に対する評価内訳 

図―５ 住民活動に対する評価に見る潜在意識分析 
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(1) 玉串川
柏原市の大和川築留堤防下の水門からの取水を水源とし、用水路と

して北流しながら八尾市内で長瀬川を分岐し第二寝屋川に水を落と

している。中河内地域の農地に用水を供給している八尾市の基幹的な
用水路であり、流域付近は近鉄河内山本駅周辺の商業施設以外は閑静
な住宅街が広がっている。周辺住民が植えた桜並木が川沿いに5キロ

メートルにわたって続いており、この桜並木は、「大阪みどりの百選」
にも選ばれている。玉串川・長瀬川を含む大和水系には農地に外部か
ら水を人工的に供給するために大和川分水築留掛かりというかんが

い施設が存在する。300 年以上前に農地を有効利用する「島畠」とい
うアイデアが導入されたことや河川の付け替えといった画期的な技
術が認められ、大和川分水築留掛かりは 2018 年 8 月に世界かんがい

施設遺産に登録された。先述したように、玉串川は古くから地域住民
の生活に密接に関わり、親しまれてきた。しかし、農家の減少などの
要因により玉串川には時代的要請に合った新たな活用法が求められ

ている。
(2) ワークショップの概要

玉串川沿川の住民が参加

開催日 第1回：2019年 9 月14日
第2回：2019年10月26日 
第3回：2019年12月14日 

(3) 第1回アンケート概要
第2回ワークショップ内で実施 
実施時期：2019年10月26日 

回収件数：30件 
第2回アンケート概要 

第3回ワークショップ内で実施 

実施時期：2019年12月14日 
回収件数：20件 

(4) 玉串川せせらぎマップ作成の概要

事前に玉串川に求める要素をイラストにした4種類のせせらぎスケ
ッチと玉串川沿川(近鉄河内山本駅から第二寝屋川まで)の白地図
(1/200スケール)を用意した。

第3回ワークショップでは参加者にせせらぎスケッチを付置しても
らい、理想の玉串川を形にした「玉串川せせらぎマップ」を作成して
もらった。また作業前に玉串川の付帯設備の役割と位置を示し、それ

らを考慮しながらスケッチを付置してもらった。 
(5) せせらぎスケッチ

玉串川に求める要素をイラストにした4種類のスケッチを用意した。 

(6) 樋門
門を開閉することで水量の調節が可能で、用水の取水や洪水時に水

の流入を防ぐことができる。

(7) 転倒堰
水路に設けた堰板を起こすことで水を上流側に貯めることができ、

災害時などに汲み上げて消火活動に利用できる

【参考文献】 
1)涌井良幸、涌井貞美(2003)「図解でわかる共分散構造分析」 

p90～p103、日本実業出版社 
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学童保育に着目したエリアマネジメントに関する研究 

－ 門真市西部地区を対象として － 

大阪市建設局 森川 直哉 

大阪工業大学大学院工学研究科 副島 脩平 

大阪工業大学工学部 岩崎 義一 

大阪工業大学工学部      山口 行一 

1章 序論 

昨今の日本では地震時や火災時に危険性が高い公共施設

や木造住宅が課題となっており、区画整理など都市計画事

業が進められてきている地区も見られる。今後このような

事業の継続的展開は重要であるが、ハード対策が中心であ

り地域社会の絆の強化を通じた防災などの対策も必要であ

る。エリアマネジメントを題材とした研究は李・小林ら 1）

や長・出口ら 2）によるものが見られるが、学童保育をエリ

アマネジメントの一環として行われた研究は少ない。よっ

て、本研究では学童保育（1）事業の展開をエリアマネジメン

トの観点から進めていくための条件や地域的課題を明らか

にすることを目的とする。本稿では、門真市西部地区を対

象に学童保育に対する聞き取りによるアンケート調査（2）

を行い、地域住民としての学童保育への期待、地域として

提供できる分野、条件、住民の参加意識について調査した。 

2章 学童保育事業に対する住民の期待 

まず、事前調査として、門真市西部地区における地域コ

ミュニティの重要性についてアンケート調査を行い、「重要

だ」から「重要でない」までを対称型5段階評価値を回答

していただいた。図－1に示すとおり、「子供の安全、安心

に向けた保護施設や取り組み」が総回答数の78%から「重

要だ」、「少し重要だ」と回答があり、子供に対する取り組

みが重要視されている。また、「近隣住民間での関わり」が

62％から「重要だ」、「少し重要だ」と回答があった。 

図―１ 地域コミュニティの重要性 

図－2に学童保育に対する期待について示す。5段階評価

値は、「子供同士の交流で友達ができる」、「保護者の働く時

間が取れる」、「子供の居場所が分かり安心できる」の順に

高かった。一方、地域住民との社会的な繋がりなどについ

ての期待は少なかった。このことから、学童保育は保護者

の就業など生活面で期待されていることがわかる。 

図―２ 学童保育に対する期待 

図－３に年齢層別にみた学童保育に対する期待を示す。

全ての年齢層から「子供同士の交流で友達ができる」は期

待が高く、学童保育に対する共通認識であるといえる。ま

た、30代、40代からの期待が高く「保護者の働く時間が取

れる」、「子供の居場所が分かり安心できる」の割合が高い

ことから、子育て世代からの期待が大きいといえる。 

図―３ 学童保育に対する期待×年齢 

3章 学童保育で地域と連携できる分野の方向性 

学童保育が実際に地域資源を活用できると思う分野と地

域資源を活用できればいいと思う分野について聞いた。活

用分野は大きく分けて「学び」、「カルチャー」、「コミュニ

ケーション」、「遊び」、「運動」、「暇つぶし」の6項目とし

た。図―4 では、学童保育が実際に地域資源を活用できる

と思う分野を示している。折れ線で示す評価ランクの平均

値をみると、「学校教育のサポート」、「英会話などのカルチ

ャー」といった学童保育での学校教育に対すること、「公園

での遊具遊び」、「サッカー等の球技」といった遊びや健康

面に対すること、「祭りなど季節のイベント」、「工作・手芸 
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図―４ 地域資源を活用できると思う分野 

などのものづくり」といった子供が得る知識や経験に対す

ることがあがり、地域として幅広い分野を提供できると考

えているといえる。 

また、「できると思う」、「少しできると思う」で高くなっ

ている「読書」や「コマ・けん玉など昔ながらの遊び」は、

場所、道具が比較的容易に準備できることや専門的な技術

等を必要としないことが理由として考えられる。一方、「ギ

ターなどの音楽」、「お菓子つくりや料理」は場所、道具が

必要であり、教えるための専門的な技術や知識が必要とな

ることから、回答が伸び悩んだと考えられる。 

図－5 は地域資源を活用できればいいと思う分野を示し

たものである。学童保育が地域資源を活用できると思う分

野と似ている部分もあるが、子供のためを思うと「英会話

などのカルチャー」、「工作・手芸などのものづくり」、「野 

図―５ 地域資源を活用できればいいと思う分野 

図―６ 地域資源を活用できればいいと思う分野×性別 

菜作りや植栽などの自然体験」などの専門性が高いものも

できるといいと考えていることが伺える。 

図―6 は男女別にみた学童保育が地域資源を活用できれ

ばいいと思う分野を表している。工作や野菜などの「もの

づくり」に関する分野では、男性からの評価が高いことが

わかる。また、女性は「英会話などのカルチャー」、「公園

での遊具遊び」の回答が高かった。 

4章 地域で実際に学童保育を進めていくための条件 

図－7 に示すとおり、実際に地域で学童保育を行うとし

たときに必要な条件を聞いた。「場所・道具がある」、「経済

的な支援」、「専門的な先生が必要」の順に高くなり、学童

保育を行うための環境を整えることが必要だということが

明らかとなった。 

図―７ 地域で学童保育を進めていくための条件 

図－8 は男女別に地域で学童保育を進めていくための条

件をみたものである。「場所・道具がある」については男女

共に評価が高いが、男女で比べると男性からの回答が多い。

また、「経済的な支援」、「広告などの呼びかけ」については

男性から評価が高くなっていることがわかる。 

図―８ 地域で学童保育を進めていくための条件×性別 

5章 住民特性からみる学童保育の方向性 

図―９から図－12は、地域住民を主体としたエリアマネ

ジメントとしての学童保育を目指すため、対象地域の住民

それぞれが協力できることとともに、実際に子供たちに協
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力したいことを聞いた結果を示している。 

地域資源を活用できると思う分野の評価ランク値と比べ

自分が提供できる全体的に低くなっている。「工作、手芸な

どの手先が器用だ」、「オモチャやスコップなどの資材があ

る」という項目が高く、音楽・英語など専門的な知識が必

要と思われる項目が低くなっている。また、「空き家など場

所を持っている」については、95%が「できない」と回答

しており、活動のための場所の確保が課題と考えられる。 

図－10は、男女別に地域住民ができることを示している

「スポーツ」や「ものづくり」、「勉強が教えられる」の項

目に男性が協力でき、「料理、お菓子つくり」に女性が協力

できることがわかった。 

図―９ 地域住民が協力できること 

図―10 地域住民が協力できること×性別 

図―11 地域住民が協力したいこと 

図―12 地域住民が協力したいこと×性別 

図－11に住民が協力したい内容を示す。図－9とあわせ

て評価すると「料理、お菓子つくり」や「スポーツ」、「も

のづくり」については、地域住民が協力でき、協力したい

という結果となっている。しかし、「英会話レッスン」につ

いては難しいと考えられる。 

また、男女別で示した図－12からは図－10の結果と同様

に男性からは勉強、スポーツ、ものつくりに「少ししたい」

の回答が、女性からは料理やお菓子つくりに回答が得られ

た。図－10とあわせて評価すると、男女とも協力できるこ

とについて協力したいと考えており、学童保育への参加意

欲があると考えられる。 

6章 共分散構造分析から見える潜在意識 

 回答者が持っている潜在意識と回答項目の関係性を調べ

るため、Amos を用いて「学童保育に対する期待」、「地域

で利用できればいいと思う活用分野」、「地域で活用できる

と思う分野」の3項目について、共分散構造分析を行った。 

図－13の学童保育に対する期待について、著者は潜在意

識として「安心と時間的余裕の存在」と「多様な教養確保

の機会」があると考えた。分析の結果、潜在変数同士は弱

い相関であり、「安心と時間的余裕の存在」は「子供の居場

所がわかり安心できる」に最も大きく影響していることが

わかる。このことから、保護者の生活面の安心や子供の安

全が確保され、それぞれの生活が豊かになることへの志向

が強いといえる。また、「多様な教養確保の機会」は「学校

では学べない文化、自然、芸術に触れることができる」に

最も影響していることがわかる。また、「子供と地域住民間

で良好な関係が築ける」については「多様な教養確保の機

会」から大きく影響を受けていることから、大人と子供と

の繋がりで子供の社会性などの成長を期待しているといえ

る。 

図－14 の地域で活用できればいいと思う活用分野につ

いては、潜在意識として「教育として得られる知識」、「遊

び、イベントを通して得ることができる教養」があると考

え、分析を行った。分析項目は、3章図－4から評価ランク

が高かった上位6項目を用いた。分析の結果、潜在変数同

士の相関はやや弱いことがわかった。また、「教育として得 
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図―13 学童保育に対する期待 パス図 

図―14 地域資源で活用できればいいと思う活用分野 パス図 

図―15 地域資源で活用できると思う分野 パス図 

られる知識」は「英会話などのカルチャー」に大きく影響

していることがわかり、子供の学力向上のため英会話等に

対して強い志向がある。また、「遊び、イベントを通して得

ることができる教養」は「サッカー等の球技」に大きく影

響していることがわり、チームワーク等の組織的な取り組

みでの協調性といった教養を得てほしい思いがあると考え

られる。 

図－15の地域で活用できると思う分野については、潜在

意識として「子供の成長に協力したい」、「地域内で簡単に

取り組むことができる」があると考え分析を行った。分析

項目として 3 章図－6 から「少しできる」以上の評価が多

かった回答項目上位6項目を用いた。分析の結果、潜在項

目同士は強い相関があり、子供に協力したい志向と地域内

で簡単に取り組めることは連動していることがわかった。

「祭りなど季節のイベント」についてはマイナスの値を示

しており、「子供の成長に協力したい」とは逆の志向である

とわかる。しかし、他項目に対してはほぼ同程度のプラス

の影響を与えていることから、勉強、スポーツについて協

力したい意識があると考えられる。「地域内で簡単に取り組

むことができる」については、それぞれの項目に対して同

程度の影響を与えていることから、公園、本、コマ・けん

玉といった身近な物を利用することで学童保育に簡単に協

力できるという意識があるといえる。 

7章 まとめ 

学童保育に対する住民の意識調査を通してわかったこと

を以下に記す。 

保護者の目線からみた学童保育は、英会話等を含む勉強

面のサポートについての希望が大きい。また、スポーツや

遊び、季節のイベントやものづくりについても希望があり、

勉強以外での子供の成長に期待していることもわかった。 

学童保育の地域資源の活用は、読書や公園遊びなどの身

近にできる分野が多く挙げられた。共分散構造分析からも

わかるとおり、子供の成長に協力したい意識がある。 

しかし、場所の確保が大きな問題であり、公民館や集会

所などの施設を借りる必要があることがわかる。また、経

済的支援は、利用している人からの支援や、地域からの徴

収など様々あるが、地域での方針を決める必要があると考

える。 

今後の課題は上記のように考えられたが、その前に地域

が一丸となるために、子供の成長に協力できる地域社会を

作っていく必要があると考える。著者は地蔵盆等の現在で

は高齢者が主体となって行われている年中行事を子供主体

に切り替えていくことが解決策の１つだと考える。ここで

は「子供がやらないから」と諦めるのではなく、子供が一

緒にできるよう地域で働きかけることが重要と考える。子

供が参加することで保護者も付き添うことになり、地域で

の関わりが色濃くなることがみこめるだろう。エリアマネ

ジメントのような取り組みで少子高齢化を減衰できること

を望む。 

――――――――――――――――――――――――― 

【注釈】 

（1）学童保育:下校後に仕事等で家に保護者がいない状況の学童に
対し、適切な遊び場や生活の場を与え児童の健全な育成を図
る保護事業のこと 

（2）門真市西部地区を対象に2019年10月～11月にアンケートを
実施した。設問に対して、重要だから重要でないといった対
称型５段階評価。回収件数は43件である。 

【参考文献】 

1）李三洙・小林重敬(2002)「大都市都心部におけるエリアマネ
ジメントの実態に関する研究」都市計画論文集、37巻、pp.601

－606 

2）長聡子・出口敦(2008)「エリアマネジメント組織による公共
空間活用の仕組みに関する研究」日本建築学会、7090、pp.179

－180  
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地域における高校生の居場所のあり方と今後の公共施設に関する研究 

－ 大阪府岸和田市の高校生を調査対象として － 

関西大学環境都市工学部 中谷 悦子 

関西大学環境都市工学部 岡 絵理子 

1.はじめに 

1-1.研究の背景と目的 

 近年、中高生のコミュニケーション能力の低下や“地域

社会における人間関係の希薄化が言われている 1)。これは

中高生自身の問題だけではなく、日常的に過ごしている場

所のあり方や周囲の人との関わり方、社会との関わり方に

問題があり、中高生にとって生きづらい世の中になってい

るということが指摘されている 2)。このような社会的背景

から、公共施設や空き家を利用した中高生世代のための居

場所づくりの活動が各地で取り組まれている。地域の中に

居場所を持つことで、中高生世代が社会と繋がるきっかけ

を提供することが重要な課題となっている。また、国及び

地方公共団体による子供（0歳〜18歳）の居場所づくりを

支援する施策数は、登録のあるものだけで国が8件、地方

公共団体が 306 件となっており、年々増加している 3)。こ

のように、日本では公民館等の公共施設が、中高生が自宅

と学校以外に居場所だと思える場所、「第三の生活空間」「サ

ードプレイス」というような役割を担い、地域の中で居場

所を提供していくことが求められている。 

 本研究では、だんじり祭が盛んな岸和田市において、十

分な経済力を持っておらず、完全な自立ができない高校生

にとっての居場所のあり方を考える示唆を得ることを目的

としている。 

 具体的には、市民の地域の居場所となることを設置目的

としている公民館の高校生の利用実態、岸和田市の2つの

高校の2年生に対する居場所に関するアンケート調査を行

った。 

 「居場所」は本来、「居る場所」を表す言葉であるが、現

在では、物理的な場所という側面に加えて、心理的な側面

も含まれる。居場所の概念に関する研究（中島ら，2007）

（石本，2009）の整理から、「居場所」は「自分を確認でき

る場所」として定義することができる。本研究では「居場

所」を他者との関わりをもつことで自分を確認できる社会

的居場所とする。 

2.調査対象地の概要 

岸和田市の概要を表１に示す。岸和田市では、江戸時代

から300年以上続くだんじり祭が今も盛んに行われている。

岸和田市では、だんじり祭は地域運営を潤滑に進めていく

上で重要であり、それは地域のつながりを持つ機会となっ

ている。祭礼団体に入団し、本格的にだんじり祭に参加す

るのは高校生からであるが、祭礼団体に入団する高校生は

年々減少しており、さらに祭礼自体の参加者も減少してい

る。 

3.公民館等の公共施設の現状と課題 

3-1.調査の目的と方法（表1） 

 岸和田市内に公民館、青少年会館は19館あり、その平均

稼働率注(1)は24.7%であった 4)。稼働率が 40%以上であった

公民館と10%未満であった公民館の大きな違いは立地の違

いであったことから、立地条件の異なる3つの公民館を例

にあげ、公民館職員へのヒアリング調査及び空間調査、資

料調査を行った。 

3-2.公民館等の現状（表2） 

（1）市立公民館（中央公民館） 

 岸和田市堺町に位置する。稼働率は 27.8%であった。各

階にある自習スペースには大きな窓があるが、照明がない

と十分な明るさがなく薄暗かった。自習スペース付近は人

の行き来が少なく、1 階以外の全ての階では職員の視線を

気にせずに勉強や雑談ができ、飲食もできるため長時間で

も滞在しやすい場所であったため、試験前などの時期には

近くにある高校の生徒が勉強をしに来ていた。 

（2）桜台市民センター（常磐地区公民館） 

 岸和田市下松町に位置する。稼働率は 28.2%であった。

自習スペースが 1 階と 2 階にあった。1 階は打ち合わせや

雑談で複数人での利用が多く、2 階は勉強などの個人の利

用が多かった。自習スペースは吹き抜けによって一つの空

間として繋がっているが、利用者は目的によって分かれて

おり、様々な人同士が空間を共有していた。休日は年齢問

わず多くの人が勉強や図書館の利用に訪れていた。 

 3 階には屋上テラスがあり、植栽がきれいに整備されて

いたが、立ち入り禁止となっていた。 

総人口（人） 194,911

総面積（㎢） 72.68

人口密度（人／㎢） 2,681.8

総世帯数（世帯） 75,247

117,058

60.1%

50,357

25.8%

老年人口・比（65才以上）

生産年齢人口・比（15才〜64才）

岸和田市

表 1 調査対象地区の概要 
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（3）春木市民センター（市立公民館分館） 

 岸和田市春木若松町に位置する。稼働率は 41.1%であっ

た。1階に待合スペースとしてソファーが置かれていたが、

館内に自習スペースなどはなかった。そのため、講座やク

ラブに参加していない住民の利用はほとんどなかった。館

内は窓が少なく、ゆっくりと過ごすことができる居心地の

良い空間はなかったが、講座等の参加者は快適さよりも場

の提供を求めていると考えられるため、従来のニーズであ

れば現在のような空間でも問題はないように見受けられた。 

3-3.まとめ 

 岸和田市が平成 26 年 6 月に実施した公共施設のあり方

に関するアンケートを実施している 5)。これによると住民

の約 66.6%が公民館を「利用しない」と回答していた。さ

らに、「毎日利用する」という回答はなく、利用しない理由

が、「生活上、必要な施設ではない」が半数以上となってい

た。 

 実際、稼働率に反映される、予約して会議室などを使っ

ている利用者のほとんどが高齢者であった。一方、公民館

を利用していた中高生は勉強や友達との雑談などを目的と

した自習スペースの利用であった。自習スペースの利用は

市立公民館より桜台市民センターの方が多かった。2 つの

公民館の空間の違いから、中高生は、他者との距離が遠い

ことや掲示物が近くにないこと、開放的な空間で圧迫感を

感じにくい空間を公民館に求めていると考えられる。 

 今後、公共施設の整備を進めていく上で、公民館は貸館

ではなく、複数人でも個人でも自由に利用ができる空間を

広く設けるなど、多くの年齢層が利用し易い施設としてい

くことが必要である。 

4.高校生の居場所の実態 

4-1.調査の概要（表3） 

 岸和田市の２つの高校の2年生を対象に、2019年12月、

「高校生の居場所」に関するアンケート調査を行った。高

校の協力を得て、教室で全ての２回生に配布していただき、

回収していただいた。回答数は578人である。 

 男女比は、4：6であった。236人（40.8％）は岸和田市内

に居住しており、306人（52.9％）は岸和田市以外の泉州地

域に居住していた。  

3-2.高校生とだんじり祭の関わり（図1） 

 だんじり祭は「ほとんど見に行かない」が 33.5%と最も

高いが、「毎年見に行っている」31.0%、「毎年ではないが見

に行っている」21.3%、「青年団に所属している」14.3%とな

表 2 公民館の立地・空間構成 

表 3 調査概要 

調査時期

調査対象

調査対象者

アンケート項目

アンケート方法 学校経由で高校生に配布・回収

2019年12月

岸和田市内の高校2校

高校2年生　計578人

（岸和田市:236人，岸和田市以外の泉州地域:306人，その他の市町村:36人）

・属性（性別、居住地、だんじり祭の参加など）

・放課後を過ごす場所 / 休日を過ごす場所

（複数選択可：図書館、公民館・青少年会館、公共のスポーツ施設、

町会館、公園、海・浜、ショッピングモール、アミューズメント施設、

カラオケ、ファミリーレストラン、カフェ、ファストフード店、

コーヒーチェーン店、塾・予備校、自宅、友達の家、部活動、

その他）

・場所の選択条件

（複数選択可：飲食ができる、無料で利用できる、Wi-Fiがある、

　静かに過ごせる、おしゃべりができる、ひとりでいることができる、

　大人数で使うことができる、家族がいる、

　学生があまりいない場所である、

 自分にとって居心地の良い場所である、

　景色が良い場所である、知り合いがいる、寄り合いがある、

　学校から近い、学校から遠い、通学途中にある、自宅から近い、

　その他）

・対人関係

（一つを選択：一人、友達、家族、異性の友達、

 祭関係の友達・知り合い、その他）

・その他（居場所の有無、必要性など）
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っており、祭に参加している高校生は6割以上であった。 

次に、居住地別にみると、岸和田市では「毎年見に行っ

ている」が42.6%と最も高く、次いで、「青年団に所属して

いる」21.7%と、毎年だんじり祭に参加している高校生が6

割以上と他属性より圧倒的に多く、岸和田市ではだんじり

祭の存在が大きいことがわかった。 

4-3.居場所の選択特性（図2、3、4、5） 

 放課後を過ごす場所について、よく利用する場所を選択

してもらったところ、「自宅」が70.8%と圧倒的に高く、次

いで、「部活動」45.8%となり、多くの高校生が自宅と学校

で過ごす時間が長いことがわかった。属性別では、岸和田

市は「友達の家」が他属性よりも1割程度高かった。 

 次に、休日を過ごす場所についても回答してもらったと

ころ、放課後と同様に「自宅」が 66.4%と最も高かった。

さらに、休日も岸和田市では「友達の家」が他属性より 2

割程度高かった。放課土、休日ともに、岸和田市に居住し

ている高校生は、家の外で過ごすことが少ないことがわか

った。公共施設については全体でみても1割未満であり、

高校生には身近な施設ではなかった。 

 これらの場所を選ぶ条件は、「おしゃべりができる」「飲

食ができる」が放課後、休日ともに半数以上が回答し、滞

在できることを重要視していると考えられる。また、「自分

にとって居心地の良い場所である」が3割以上であり、普

段、高校生が自分で選択している場所が居場所になってい

ると解釈できる。また、岸和田市では、大人数で使える場

所であることを条件とする割合が高かった。 

4-4.高校生の居場所に対する意識（図6、7、表4） 

 自宅と学校以外の居場所の必要性について回答してもら

った。「必要」「あった方が良い」が約7割となっており、

多くの高校生が居場所はあるべきと考えていることがわか

った。 

 地元に自宅と学校以外の居場所の有無を回答してもらっ

たところ、「ある」と回答したのは59.0%であり、4割以上

の高校生は地元に自分の居場所がないことが明らかになっ

た。さらに、放課後や休日、自宅では過ごさない高校生の

約4割が、居場所がないと回答しており、どこにも居場所

がない高校生が全体の1割程度いることわかった。 

 さらに、居場所について具体的な場所を回答してもらっ

た。高校生の居場所は物理的居場所、心理的居場所に分け

られた。物理的居場所では、「友達の家」が42.1%と圧倒的

に多かった。次いで、「アルバイト先」11.8%、「おばあちゃ

んの家」9.6%、「ショッピングモール」9.6%となっており、

これらが7割以上を占めていた。心理的居場所においても

「友達がいること」が43.6%と最も高かった。次いで、「部

活の仲間がいること」11.5%、「落ち着いた場所」7.7%、「静

かな場所」6.4%となっていた。高校生にとって友達や仲間

と過ごすということが居場所となっていることがわかった。 

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

岸和田市

n=235

泉州地域

n=303

その他

n=36

青年団に所属している 毎年見に行っている

毎年ではないが見に行っている ほとんど見に行かない

図 1 だんじり祭の参加状況 

図 2 放課後を過ごす場所 

図 3 休日を過ごす場所 

図 4 放課後を過ごす場所を選ぶ条件 

図 5 休日を過ごす場所を選ぶ条件 
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4-5.まとめ 

現状では、多くの高校生にとって居心地の良い場所は自

宅である場合が多い。一方で、居場所を担うべきである公

民館等の公共施設には利用に際しての規制が多く、また個

人利用ができないため、日常を過ごす場所を選択する候補

となっていない。高校生が自由に自分の時間を過ごすこと

ができる場所として、自宅と学校以外に第三の生活空間と

なる場所を提供する必要がある。 

 岸和田市では高校生が地域コミュニティに参加していく

場としてだんじり祭がその役割を担ってきたが、近年では

それは十分に機能しておらず、そのきっかけをつかめない

高校生が増加しているため、ますます、高校生は自主的に

他者と関わりを持つという選択はせず、友達や知り合いが

いるという安心感に自分の居場所としての居心地の良さを

見出している。それを解決するためにも居場所の提供は必

要であり、それはストレスを感じることなく他者と空間を

共有できること重要な条件となる。 

5.考察 

岸和田市では、だんじり祭から生まれる地域コミュニテ

ィは縮小していながらも、地域社会へ参加するきっかけと

するには十分な程に、高校生の関心や参加があるが、高校

生の日常から得た居場所に対するニーズを基に居場所の検

討を行い、地域とつながる場所を提供することで、さらに

地域の活性化とつながる。それは、個人や友達といった人々

と気軽に過ごせる環境で、空間の自由度が高い施設とする

ことが求められる。また、その空間が他者とストレスなく

共有できることが必要であるため、様々な人が訪れる施設

内に設置し、地域社会への参加に対する抵抗を減らすこと

ができる空間とすることが重要である。 

そのためには、公共施設全体の再構築とともに民間施設

や地域住民との連携が今後の課題となる。 

〈注〉 

(1) 貸館の利用状況により算出 

参考文献・引用文献 

1) 木下誠一、矢部亮、今井正次（2008.6） 「居場所としての地域公共
施設のあり方に関する研究-三重県における居場所選択特性と地域差

-」 日本建築学会都市計画論文集 第628号 pp.1205−1212 

2) 川上慶子（2008） 「地域社会における中高生世代の居場所づくり実
践に関する研究 -長野県茅野市こども館「CHUKO らんどチノチノ」

の実践から」 国立青少年教育振興機構研究紀要 :青少年教育フォー
ラム / 国立青少年教育振興機構研究紀要委員会 編  pp.13-23. 

3) 国及び地方公共団体による「子供の居場所づくり」を支援する施策調

べについて（2019） 

4) 平成31年度 公民館稼働率一覧表 

5) 公共施設のあり方に関するアンケート- 集計結果（2014.6） 

0% 10% 20% 30% 40%

必要

あった方が良い

無くても良い

不必要

無回答

ある

n=337

ない

n=234

図 6 居場所の必要性 

0% 20% 40% 60% 80%

ある

ない

自宅で過ごす

n=406

自宅で過ごさない

n=165

図 7 居場所の有無 

物理的居場所 n=228
心理的居場所

n=78

友達の家 42.1% 友達がいること 43.6%

アルバイト先 11.8% 部活動の仲間といること 11.5%

おばあちゃんの家 9.6% 落ち着いた場所 7.7%

ショッピングモール 9.6% 静かな場所 6.4%

図書館 3.9% 楽しい場所 5.1%

ファストフード店 3.1% 友達と勉強すること 2.6%

親戚の家 2.2% リラックスできる場所 2.6%

公園 1.8% 趣味に没頭できる場所 2.6%

塾 1.8% 話ができる場所 2.6%

表 4 具体的居場所 
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尼崎市における子ども広場の設置方針の特徴 

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 

1960年代、子どもが被害者となる交通事故が多発したこ

とを受け、横浜市は 1965 年に子どもの遊び場を確保する

目的で、「ちびっこ広場」を設置した 1)。それ以降、同様の

動きが全国的に広がり、京都市や名古屋市などにも設置さ

れた。このような広場の特徴は、①市町村が設置要綱を定

め設置を進めたこと、②市町村によって名称が異なること、

③民有地を借り上げて設置していること、の3点である2)。 

本稿が対象とする尼崎市も、同時期に「子ども広場」と

いう名称で子どもの遊び場の設置を展開した。本稿は、設

置当初から現在に至る尼崎市の子ども広場の設置方針を整

理することで、設置方針の特徴を明らかにすることを目的

とする。1960年代に端緒を持つちびっこ広場は、市町村が

独自に設置したという経緯もあり、その設置方針や整備状

況には時代ごとの市町村の都市行政の特徴が色濃く現れて

いるものと思われる。 

（２）既往研究の整理  

市町村が独自に設置した子どもの遊び場の設置状況と利

用の実態について論じた研究として、福岡市の「ちびっ子

広場」を対象に、設置状況と地域での遊び場の利用状況か

ら都市における子どもの遊び場の状況・問題点を明らかに

した松田ら（1973）3)、名古屋市の「ちびっこ広場」を対象

に、設置状況と利用の実態からちびっ子広場の特質につい

て論じた片山ら（1976）4) 、一宮市の神社境内を利用した

「佐野南ちびっ子広場」での子どもの遊び行動を踏まえ、

神社の存続と子どもの遊び場の確保の解決策について考察

した諸喜田ら（2017）2) がある。また、市民によるちびっ

こ広場の設置運動と立地の関係性について論じた研究とし

て、京都市の「ちびっこひろば」を対象にした鳴海（1968）
5)がある。 

しかし、子どもの遊び場の設置当初から現在に至る行政

の設置方針の変容や特徴を論じた研究は不在である。 

（３）研究の対象と方法 

本稿は、尼崎市において 1960年代～2007年まで設置さ

れた都市公園の遊具機能の補完施設である「子ども広場」

を対象とする。 

調査方法は、行政資料（参考文献 6)13)18)19)20)22)）ならびに尼

崎市の広報誌である「市報あまがさき」（参考文献
7)8)9)10)11)14)15)16)17)21)）の通読、尼崎市役所の公園維持課へのイ

ンタビュー(1)、筆者による実地調査に依拠する。インタビュ

ー調査は、子ども広場の設置方法など資料から把握しきれ

ない状況を把握することを目的に実施した。 

２．積極的整備期における設置方針（1968年以降） 

（１）ちびっ子広場の設置 

「子ども広場」の設置事業の開始時（1968年）の名称は、

「ちびっ子広場」であった。ちびっ子広場が設置された背

景には、公園の設置数が少なかったことがある。1965年に、

市内に設置されていた公園は99ヶ所（90.47㎡）と過少で

あった 6)。市は、①産業優先と都市間の欠如から公園事業

が冷遇されたことで、都市化が先行し空地が不足したこと、

②土地価格の高騰により、用地の取得が困難であったこと

を公園の設置が停滞した理由としていた 7)。市民からも「近

くに遊び場がないため、子どもが道路などで遊んでいます。

児童公園をつくってほしい。」という公園の設置を求める要

望が寄せられていた 8)。さらに、1960年代は、市内の交通

事故発生件数が急増した 9)。道路で遊ぶ子どもが交通事故

に遭う危険性もあったが、子どもが安心して遊べる環境が

整備されていなかった 7)。そのため遊び場の確保が急務と

なっていた。 

このような状況を踏まえ、市長の篠田隆義（在任 

1966/12/12～1978/12/11）は、公園やちびっ子広場を設置す

る事業を開始し、市政の中でも重要度の高い事業とした。

1968 年には、市政の目標として「誰もが住みたくなる町」

を掲げ、施政方針に①「浸水のないあまがさき」、②「子ど

もを大切にするあまがさき」、③「緑を大切にするあまがさ

き」の3点を挙げた。その中でも、ちびっ子広場の設置を

「子どもを大切にするあまがさき」の事業として、また公

園の設置を「緑を大切にするあまがさき」の事業として組

み込んだ 10) （図－１）。 

公園の他にちびっ子広場が設置されたのは、公園のみで

は必要な数の遊び場を確保することが困難であったからで

ある。市は、ちびっ子広場の設置方針を以下のように明ら

かにしている。 

「ちびっ子広場は児童公園のように広くありませんし、

遊具もじゅうぶん備えていません。せまくても安心して遊

べる広場を数多く確保することが、当面の急務ではないで

しょうか。1ヶ所でも多く、1ヶ所でも早く、広場を作らな

ければなりません。」11)（下線は筆者による）。 

すなわち、当時のちびっ子広場の設置方針は、短期間で

大量の広場を増設することだった。広場を設置することで、

子どもを道路から広場へ誘導し、安全性を確保することが

目的であった。面積の広さや遊具の豊富さといった機能性

は十分ではなかったが、それは意図的なものであった。当

時は、空き地の所有者と交渉し借地契約をして整備をする

方法や、神社等の空いたスペースに遊具を設置し、子ども

広場を整備する方法が主流だった 12)（図－1）。 
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（２）「子ども広場」への改称（1969年） 

1969年に「子ども広場の設置及び管理に関する条例」が

制定された。条例の制定の目的は2点あった。まず、ちび

っ子広場の名称・所在及び禁止事項を明確にすることであ

る。当時はちびっ子広場を対象とした条例が不在で、ちび

っ子広場は「都市公園の設置及び管理に関する条例によっ

て設置している公園及び広場以外の広場」という曖昧な位

置づけであり、明確な定義がなされていなかった。次に、 

市が新設予定の広場（＝子ども広場）の設置の法的根拠を

明らかにすることである。子ども広場は、都市公園法の規

定に準じた取り扱いができなかったため、設置の根拠とな

る条例の制定が必要であった 13)。 

条例の制定と同時にちびっ子広場は「子ども広場」へと

改称され、条例は3月29日に施行された。 

（３）積極的設置期（1969年～1975年） 

「子ども広場の設置及び管理に関する条例」の制定で子

ども広場を設置する環境が整ったことを契機に、子ども広

場の増設が推進された。 

1969年以降、子ども広場を増設するにあたって、様々な

数値目標が設定された。特に増設に拍車をかけたのが1969

図－１ 施政方針と子ども広場の設置方針・設置方法の変遷（本稿で用いた資料を基に筆者作成） 
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年に設定された「年間 25 ヶ所の設置」という目標である
12)。1971年には、篠田が再選し 2期目を迎えた。篠田は 1

期目と同様に、子ども広場の設置事業を市政の中でも重要

度の高い事業に位置付けた 14)（図－１）。また同年には、「み

んなの庭先に子ども広場」というスローガンを掲げた。具

体的には、半径 250mに 1ヶ所の設置を目指すという内容

であった。機能性の高い公園や子ども広場を設置したとし

ても、身近になければ遠距離の移動となり危険性が伴うた

め、誰もが気軽にアクセスできる位置に設置する必要があ

るという考えが背景にあった 7)。 

当時の市報あまがさきには、子ども広場に対する篠田の

思いが記述されている。 

「（前略）住宅や工場がビッシリと建て込んでいるところ

が多く、また一歩外に出ると、いつ交通事故の犠牲者にな

るかもしれない交通地獄。親は安心して子どもを外に出し

てやることもできないのが現実の姿です。（中略）この悲し

い現実は、なんとしてでも、打ち破らねばなりません。（中

略）私は41年、市長就任以来、すべての子どもたちが、の

びのびと育ってくれることを念願し、「子どもを大切にする

市政」を貫いてきました。当時 67 ヶ所だった子ども広場

は、43年に100ヶ所、そしていまでは200ヶ所にふやして

います。今後も、順次増設していく計画で進んでいます。」 

安全性の確保のために短期間で増設を推進していくとい

う方針は、ちびっ子広場の設置方針を継承している。篠田

には、何よりも数を確保することが最優先であるという考

えがあったと言える。 

一方で、篠田は「市有地となっている子ども広場は約半

数で残りの半数は、個人や会社などからの借地に頼ってい

るのが実情です。そのため、いろいろな設備を取り付ける

ことがむずかしいところも多いのです（中略）」と、機能性

が担保されていない理由として土地所有権の問題を挙げて

いる。 

さらに、「児童公園より一まわりも二まわりも小さいのが

子ども広場です。現在、児童公園をつくるほどのスペース

がない住宅が密集したところでも、まず公園用地を確保す

る意味で、子ども広場を増設しています。したがって、将

来は子ども広場を児童公園にひろげまちかどにある緑のオ

アシスとして、おとしよりのみなさんにも、利用していだ

ける公園にしたいと考えています。（後略）」15)と述べ、公

園を設置するには敷地の確保が困難な地域にも遊び場を設

置するために、応急措置的に子ども広場を設置しているこ

とを明らかにした。このような方針を取ったのは、立地目

標に見られるように誰もがアクセスできるという近接性を

重視していたからと言えるだろう。これは、積極的設置期

に新たに取られた方針である。 

敷地が限られた中で短期間に大量の子ども広場を増設す

るために、設置方法についても工夫が凝らされた。従来の

方法に加え、鉄道等の高架下の占用許可を取得したり、緑

地等の遊具コーナーや団地内の広場を子ども広場に指定し

たりするといった方法が取られた。また、民間事業者によ

る開発事業時に設置が義務付けられた公園を子ども広場と

して位置付けていた 12)（図－１）。 

３.維持管理期における設置方針（1976年以降） 

1969年から開始された行政主導の増設は 1975年に終了

した。この間、260ヶ所の子ども広場が設置され（図－２）、

十分に数が確保されたと判断されたためである 12)。市政を

あげて行ってきた子ども広場の設置事業だが、この頃から

市政の中で存在感が薄くなっていく。 

1974年 12月に篠田は 3期目を迎えた。3期目の市政の

目標として、「みんなで築く住みよい尼崎」を掲げ、施政方

針に「『あすの尼崎をひらく市民会議』への着手」を設定し

た16)（図－１）。公園・子ども広場に関する施策に関しては、

1期目・2期目のような具体的な記述はなかった。 

1978 年 12 月には、野草平十郎（在任 1978/12/12～

1990/12/11）が市長に就任した。野草は「人間性豊かな職住

都市」を市政の目標として三つの都市像を設定した。その

うち、公園に関する施策は、①「生活基盤をととのえる環

境都市」の政策に含まれていた 17)。しかし、子ども広場に

関しては、設置予定数の記述にとどまった。 

このように、篠田市政3期目・野草市政では子ども広場

の設置事業の政策的位置づけの変化が明確である。量的に

充足したとの認識のもと、設置のフェーズから維持管理の

フェーズに入っていったと考えられる。 

一方で、民間事業者の開発事業による設置は継続された。

住環境整備条例（1984年制定）により、第 16条第 1項に

おいて公園の整備を義務付け、第2項において整備した公

園の帰属及び管理については管理者と協議して定めること

となっていた。しかし、現状は都市計画法の開発行為に準

じて全て市に帰属することになっており、条例第 25 条に

より協定を締結し、帰属を確実にしていた 18)。開発行為に

よって設置された子ども広場は 1975 年には 2 ヶ所のみだ

ったが、増設され続けた結果、平成以降は、ほとんどの子

ども広場が民間事業者によるものとなった 19)。 

その後のおよそ 10 年間、民間事業者による設置が続い

たが、それ以外に目立った動きは見られなかった。 

図－２ 公園・子ども広場の設置数の推移 

（本稿で用いた資料を基に筆者作成） 

―　55　―



４.見直し期における設置方針（2004年以降） 

尼崎市は、直面する財政危機を乗り越えるために2003年

2月に「経営再建プログラム」を策定した。2003年～2007

年を再建期間とし、約300項目の改革改善を行った。当時

の尼崎市は、景気の長期低迷による収入が激減する一方で、

支出が増加した結果、大幅な収支の乖離が生じた。そこで、

増大した行政規模の見直し、安定的な行政財政運営体制を

確立することが求められていた 20)。 

そのような状況下で、2004年に決定されたのが「子ども

広場の見直し」である。「子ども広場の見直し」では、子ど

も広場の存廃を決定する基準を定めた。街区公園の設置を

補完する施設として子ども広場を設置してきたが、街区公

園が概ね全市域にわたり設置されてきたことで、子ども広

場の利用が減少してきたためである。 

子ども広場の存廃の基準は、以下の4点である。①都市

公園の充足区域内の子ども広場は、原則として廃止する。

ただし、開発行為等による帰属・寄付によるものは当分の

間除く。②都市公園の未充足区域の子ども広場は、都市公

園が設置されるまでの間存続させる。③都市公園の未充足

区域内にあり、公有地に立地した子ども広場のうち面積が

500 ㎡以上のものは都市公園に格上げする。④都市公園の

未充足区域内の子ども広場のうち利用率の低い子ども広場

は廃止する。 

さらに、今後、未充足区域においても借地等による子ど

も広場は設置しない。また、開発事業により設置された子

ども広場については住環境整備条例の運用等を検討する中

で別途考慮していく 18)とした。 

この見直しによって、当時262ヶ所あった子ども広場は、

それぞれ分類された。その結果、153ヶ所が存続、10ヶ所

が都市公園に格上げ、99 ヶ所が廃止となった 18)。その後、

2007年を最後に子ども広場は新設されていない。 

５.まとめ 

子ども広場の設置当初から現在に至るまでの設置方針の

特徴は主に以下の2点に整理できる。  

第一に、子ども広場の設置事業は度々、大きな転換期を

迎えたことである。事業開始時は、短期間で大量に増設し、

数を確保するという方針を取った。さらに、敷地が限定さ

れている状況下で遊び場への接近性を担保するために、小

規模な遊び場である子ども広場を点在させた。この方針は、

住工混在のまちである尼崎だった(2)からこそ合理的であっ

たと言えるだろう。しかし、1975年には政策的位置づけが

変わったことから、設置から維持管理のフェーズへ入った。

一方で、民間事業者の開発事業による設置が本格化し、設

置主体が変化した。2004年以降には、利用の減少を理由に

子ども広場の意義が問い直された。この結果、各子ども広

場の存廃が決定された。 

第二に、子ども広場の設置方法についてである。行政に

よって設置された子ども広場は、大別すると、①公園の補

完施設として周辺に公園が設置されるまでの期間、応急措

置的に設置された子ども広場、②公園を設置することが困

難な住宅密集市街地には、公園への拡張を目的に設置され

た子ども広場があった。行政による子ども広場は、空いた

スペースに設置された一方で、民間事業者による子ども広

場は、マンションの敷地内に設置された。 

 以上を踏まえ、子ども広場は、市政の方針により柔軟に

方針を変えられる性格を持つことから、地域の実情に合わ

せた展開が可能な実効性の高い政策であると言えるだろう。

しかし、柔軟であるがゆえに廃止が決定するなど、持続性

に欠ける政策にもなり得るという二面性があることが尼崎

市の取り組みから示唆される。 

【補注】 

(1)尼崎市都市整備局土木部公園維持課の亀田康夫氏へのインタビューは、

2019年10月31日、12月17日に実施した。 

(2)新庄勉(2017)「尼崎市長洲地区における空き地問題」、『都市地理学』、2017

年12巻、pp.97-107によれば、産業の発展に伴い人口が急増したことで、工

場周辺部に木造住宅がスプロール状に建設された。 
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総合設計制度における公開空地の占用行為に関する一考察 

－ 東京のしゃれた街並みづくり推進条例に着目して－ 

立命館大学大学院 理工学研究科 石井 拓弥 

立命館大学   理工学部 岡井 有佳 

1.研究の背景と目的 

 少子高齢化や生産年齢人口が減少する我が国の都市再生

にあたっては、まちなかにある街路や公園、広場、民間空

地など官民のパブリック空間を、人中心の空間に転換し、

民間投資と共鳴しながら「居心地が良く歩きたくなる」ま

ちなかの形成が求められている 1）。特に、賑わいを演出す

るため、公共空間の新しい活用に対する取り組みが注目さ

れており、民間の空地でも社会実験やプロジェクトの数は、

近年急増している 2）。 

総合設計制度は、公開空地と呼ばれるオープンスペース

を設けることで、容積率や斜線制限などの建築基準法に定

められる規制を緩和する制度であり、公開空地の利活用に

ついては建築基準法には定められておらず、自治体ごとに

運用されている。公開空地は敷地内であることから、道路

とは異なり交通の妨げ等の障壁が少なく、道路より利活用

が容易であると考えられる。実際、東京都では平成15年の

東京のしゃれた街並みづくり推進条例により、地域の特性

を生かし魅力を高めるまちづくり活動を主体的に行う団体

に対して、総合設計制度による公開空地等における占用行

為の基準を緩和することで、民間の発意を引き出しながら

地域の魅力を高める動きがある。このように、公開空地の

利活用を積極的に行い、人々の姿とアクティビティがある

持続的な賑わいのある都市空間を創り出していくことが望

まれる。 

そこで本研究は、東京都と政令指定都市を対象に、総合

設計制度によって創り出された公開空地について、特に、

賑わいに寄与する公開空地の占用行為に着目して、その運

用基準を把握するとともに、公開空地の積極的な活用を推

進している東京都を対象にその運用実態を詳細に明らかに

することで、公開空地の積極的な活用の促進による賑わい

のある都市空間形成に資するものとする。 

研究の方法として、文献調査、自治体へのアンケート調

査およびヒアリング調査を実施する。 

2. 東京都と政令指定都市の公開空地の運用状況 

2-1. 各自治体の公開空地の占用の状況 

 総合設計制度の公開空地については、「歩行者が日常自由

に通行又は利用できる空地（建築基準法第 59 条 の 2）」

と定められており、その利活用については具体的に定めら

れていない。すなわち、通常の維持管理にくわえイベント

等としての利活用が認められ、条件付きではあるものの営

利的な占用行為を認める自治体から、一切の占用行為が認

められない自治体まで多様となっている。 

そこで、本研究では、公開空地の占用行為に関する各自

治体の占用状況を把握するために、総合設計制度を多く活 

用し、その公開空地の利活用においても先進的取組がなさ

れていると考えられる東京都と政令指定都市（全21団体）

を対象として、2019 年 9 月、「公開空地の占用行為に関す

るアンケート」調査をメールにて行った（表－１）。 

 総合設計制度における公開空地において占用行為を可能

とする自治体は、21団体中、15団体であった。前述したよ

うに、総合設計制度の公開空地については、「歩行者が日常

自由に通行又は利用できる空地」と定められていることか

ら、賑わいや公共公益のために占用することは難しいと判

断している団体もある(1)。 

また、占用行為ができる15団体のうち、占用を許可する

際に参照する基準がある自治体は8団体であり、基準のな

い7団体は企画内容を確認した上での判断となる。さらに、

地域のにぎわい向上を目的とする占用行為を許可している

自治体は12団体であり、残りの3団体は維持・管理や公共

公益を目的とした場合のみ占用が許可される。 

本研究では、賑わいに寄与する公開空地の占用の運用基

準について把握することを目的としているため、地域のに

ぎわい向上を図るイベントの占用行為を許可している 12

団体について、次節で述べる。 

2-2.賑わいのための公開空地の占用行為（図－1） 

総合設計制度における公開空地に関して、イベント・リ

クリエーション活動など地域の活性化やにぎわいに寄与す

る行為を許可している 12 団体のうち、基準を策定しその

基準に合致していれば許可とする自治体が8団体（札幌市、

仙台市、東京都、横浜市、川崎市、名古屋市、大阪市、広

島市）、イベントの内容により判断する自治体が4団体（新

潟市、さいたま市、京都市、福岡市）であった。そして、

後者の4団体ともイベントの内容を検討する際に考慮すべ

き点として、①公開空地の本来の機能（自由な通行・利用）

が損なわれていないこと、②交通上、安全上、防火上及び

衛生上支障がないこと、③地域活性化につながることの 3

点がアンケート調査の結果から示された。 

占用行為が可能な場合においても、有料イベントや販売行

為ができない自治体が2団体（新潟市、京都市）あり、有

料イベントや販売行為ができる 10 団体の中でも、営利を

目的とした占用行為を許可しない自治体は札幌市と広島市

を除く8団体であった。営利を目的にすることで、誰もが

利活用できる自由な空間でなくなってしまうことが、主な

理由である。また、東京都、横浜市、福岡市については、

占用する主体次第で、営利を目的とする占用行為が可能と

なる場合がある。 
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表－1 公開空地の運用基準

占用期間については、占用日数の制限を定めている自治

体は7団体（札幌市、東京都、川崎市、新潟市、名古屋市、

大阪市、広島市）であり、数日程度など明確に定めていな

い自治体が5団体（仙台市、さいたま市、横浜市、京都市、

福岡市）となっており、占用日数の制限が定められていな

い場合は、企画内容を踏まえた上で担当者の判断に委ねら

れる。 

また、東京都、名古屋市、福岡市の3団体については、

占用行為を行う主体が一定の条件を満たしている場合にの

み、特例的に占用が許可される。 

東京都では「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」に

より、まちづくり団体として登録された団体は、地域の魅

力を高めるための公開空地の積極的な活用が認められてい

る。そこで、次章では東京都の公開空地の占用行為に関す

る基準や占用許可のプロセスについて整理する。 

3.東京都の公開空地の占用行為の運用実態 

3-1.東京都の公開空地の占用基準 

東京都の公開空地は、建築物の敷地内の空地又は開放空

間のうち、日常一般に公開される部分としており、公開空

地の占用は、「一時占用」と「活用」の2種類に区分される。 
図－1 各自治体の占用可否の状況 

イベントなど地域活性化に寄与する行為
当該敷地内施設の維持管理

のために必要な行為

その他の公共公益に

資する行為
可（営利） 可（非営利）

札幌市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
60日以内（連続）

180日以内（年間）
×

仙台市 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 規定なし ×

さいたま市 〇 × 〇 〇 〇 × 〇 最小の期間 ×

東京都 〇 〇 〇 〇 〇 ※1 〇
90日以内（連続）

180日以内（年間）
〇

千葉市 × - - - - - - - -

横浜市 〇 〇 〇 〇 〇 ※2 〇 規定なし ×

川崎市 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 3日以内 ×

相摸原市 〇 × × 〇 〇 - - - -

新潟市 〇 × 〇 〇 〇 × × 原則1年以内 ×

静岡市 × - - - - - - - -

浜松市 × - - - - - - - -

名古屋市 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇
長期は不可

約5日以内（連続）
〇

京都市 〇 × 〇 〇 〇 × × 数日程度 ×

大阪市 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇
30日以内（連続）

180日以内（年間）
×

堺市 × - - - - - - - -

神戸市 〇 × × 〇 〇 - - - -

岡山市 〇 × × 〇 × - - - -

広島市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1年以内（連続） ×

北九州市 × - - - - - - - -

福岡市 〇 × 〇 〇 〇 ※3 〇 必要な期間 〇

熊本市 × - - - - - - - -

占用

行為

占用

基準

占用を許可する行為 物販販売・有料イベント

占用期間
基準

緩和
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一時占用の場合は、一時占用基準（表－2）を満たしたう

えで、公開空地等の一時占用申請書を提出し、担当者の承

認を得ることで占用が許可される。基本的に営利を目的と

した有料イベント等は許可されず、防災訓練や地域のお祭

り等の地域活性化につながるイベントのみ許可される。な

お、事後報告は求められておらず、事例件数は把握されて

いない。 

表－2 東京都における公開空地の一時占用基準 

出典：東京都都市整備局建築企画課 

活用の場合は、一時占用の規定に関わらず、公開空地を

活用することができ、①東京のしゃれた街並みづくり推進

条例のまちづくり団体登録制度による地域まちづくり活動、

②無電柱化のための地上機器、③自転車シェアリングのサ

イクルポートの3点を目的とする占用行為が認められる。

本研究では、賑わいに寄与するための公開空地の利活用に

着目することから、東京のしゃれた街並みづくり推進条例

のまちづくり団体登録制度に関して、次節で述べる。 

3-2. まちづくり団体登録制度の概要 

東京都は、平成 15 年に東京のしゃれた街並みづくり推

進条例（以下、「条例」という）を制定し、街並み景観づく

り活動など、地域の特性を生かし、まちの魅力を高める活

動を主体的に行う団体をまちづくり団体として登録するこ

とにより、個性豊かで魅力のある街並みの形成を促進して

いる。まちづくり団体に登録されると、公開空地等(2)を活用

したイベント等の実施団体になることができ、総合設計制

度の一時占用の基準が緩和され、公開空地の弾力的な利用

が可能になる。 

まちづくり団体に登録されるためには、当該団体が実施

しようとする活動が地域まちづくり活動に該当しなければ

ならず(3)、NPO 法人、一般社団法人、株式会社など法人格

を有することが要件とされている（条例第39条）。さらに、

対象となる公開空地は、区域面積が１ha 以上であり、活用

できる公開空地の面積がおおむね 1,500 ㎡以上(4)であるこ

とが、要件となっている（東京のしゃれた街並みづくり推

進条例施行規則第28条）。 

まちづくり団体の登録の手続きについては、まず申請団

体が活動対象地域やまちづくり活動の内容を記載した申請

書、活動計画書、運営計画書を提出する。なお、申請団体

が土地・建物の所有者でない場合には、公開空地の活用に

関する建物所有者の同意書や、管理責任者の委任状が必要

となる。 

次に、庁内で登録検討会を行い、内容が相応しいと認め

られた場合のみ登録となる。このように、団体としての適

性に加え、対象となる公開空地の立地特性や占用行為の内

容が、判断の対象となる。また、団体登録の期間は3年間

であるため、最初の登録時に3年分のイベント計画を提出

する必要がある。また、金銭のやり取りが発生する物品販

売や有料イベント等の活動を行う場合には、得た収益によ

る社会貢献活動（公開空地の管理や美化等）の内容も書類

として提出する必要がある。つまり、イベント等で得た収

益を公開空地の管理や美化に充て、公共としての空間整備

を行うことがまちづくり団体の登録の条件となっている。 

登録後に、計画になかったイベントを行う場合は、まち

づくり団体の登録変更を行う必要があり、登録変更届と新

しい内容の活動計画書、運営計画書、図面類などを提出し

なければならない。また、3 年分のイベント計画に加え、

申請者は、毎月、翌月のイベント計画の詳細を、担当者に

メールにて送付することが求められる。 

   図－2 まちづくり団体登録申請の手続き 

出典：東京都都市整備局土地利用計画課 

まちづくり団体に登録するメリットは、①無料の公益的

イベントに加えて、有料の公益イベント（コンサート、展
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覧会等）やオープンカフェ、物品販売（屋台、フリーマー

ケット等）を一定条件の下で行うことができること、②有

料の公益的イベントが180日間まで活用可能となり、無料

の公益的イベント、オープンカフェ等は活用日数の制限が

なくなること、③イベントの事前申請等の手続きを一部省

略できることである。 

また、公開空地面積が 1,500 ㎡以上に設定されているこ

とによって、小規模の公開空地が登録できないことがまち

づくり団体の登録制度の課題だと指摘されている(5)。しか

し、小規模な公開空地に関しては複数の敷地で登録するこ

ともでき、その場合は、同じ地区計画を設定していること、

または、同じまちづくり協議会であることが条件となる。

例としては、秋葉原 UDX などが挙げられる。このように

現時点では、小規模な公開空地は複数の敷地で登録する必

要があるため事例が少ないが、小規模な公開空地でも賑わ

いに寄与することから、事業者からは制度の見直しが期待

されている(5)。 

3-3. まちづくり団体登録制度の活用の実態 

まちづくり団体登録制度は、平成 15 年の六本木ヒルズ

に始まり、平成 31（令和元）年度末までに 83 件が登録さ

れており、そのうち総合設計制度における公開空地の活用

事例は、アークヒルズや恵比寿ガーデンプレイス等、22件

にのぼる。 

公開空地における占用行為の内容については、営利を目

的にすることが可能であるため、オープンカフェやキッチ

ンカー、コンサートやお祭りなど、幅広い分野での活動が

みられる。しかし、不特定多数の者に開放されるという公

開空地の本来の趣旨を損なわないために、プラネタリウム

のような外部からその内容が判別できないイベントや、住

民以外の不特定多数の者が参加できない閉鎖的なイベント

については、許可されない。 

図－3 まちづくり団体登録団体数推移 

出典：東京都都市整備局土地利用計画課 

の資料より著者加筆 

4.おわりに 

 アンケート調査から、各自治体における公開空地の利活

用の状況は多様であった。中でも、公開空地において占用

行為自体ができない自治体が、21団体中6団体存在し、公

開空地の活用に関する制度が規定されていない実態が明ら

かになった。その背景には、公開空地を公共性の観点から

開放的で自由な空地として認識している自治体が存在する

ことによる。また、占用行為が可能な自治体でも、自由な

通行・利用という公開空地の本来の機能が損なわれていな

いことを占用の条件としていた。特に、有料イベントや物

品販売は、営利目的となりやすく参加者を限定してしまう

ことから、不許可としている団体が多く見られた。このよ

うに、公益性の高い活動のみを認める傾向にある。 

一方で、広島市と札幌市に関しては、営利を目的に公開

空地の占用行為を行うことを許可しており、有料イベント

や物販販売を通して、まちに賑わいを生み出そうとする姿

勢が見られた。また、東京都、横浜市、福岡市は、占用行

為を行う主体が一定の条件を満たしていれば、営利を目的

とする物販販売や有料イベントも可能としており、地域の

活性化に寄与する活動を行う団体のように公共性の高い団

体の活動を認めていこうとする動きがある。特に、東京都

では、得られた収益の使途についても審査の対象となって

おり、施設の維持・管理や地域活動などの地域貢献活動に

還元することが条件となっており、好循環となる仕組みが

構築されている。このように、公共性や公益性を確保した

うえで、公開空地においても収益を確保することが可能と

なれば、地域の活性化や賑わいに寄与する行為をさらに推

進することが可能となろう。 

［補注］ 

(1)東京都と政令指定都市を対象としたアンケート結果から、千葉

市、静岡市、浜松市、堺市、北九州市、熊本市の6都市は、いずれ

も公共性の観点から、占用行為を行うことができない。 

(2)本制度は、総合設計制度以外に、特定街区、再開発等促進区を

定める地区計画、総合設計制度、都市再生特別地区や高度利用地

区を用いた都市開発プロジェクト等によって整備された公開空地

等についても対象になっている。 

(3)その他、街並み景観づくり活動を行う団体についても、まちづ

くり団体として登録される。 

(4)活用できる空地は、1日を単位として空地合計面積の 50％以内

である。 

(5) 2020年2月、東京都都市づくり政策部土地利用計画課へのヒア

リング調査による。 

［参考文献］ 

1）国土交通省都市局まちづくり推進課（2020）、「公共空間利活用

等のための行政によるワンストップ窓口事例集」 

2）高橋亮・野原卓・三浦詩乃、（2019）「都心部における公共空間

としての役割とその実態に関する研究」、日本都市計画学会都市計

画論文集、54巻（3号）、pp.967-974 
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EUのネットワーク型プログラム・URBACTⅢにみるコミュニティ再生手法の特徴 

龍谷大学大学院政策学研究科 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 1980 年代後半から社会的・経済的に衰

退したコミュニティを対象に、都市間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実

施されており、コミュニティ再生の手法は多様化している。 
2002年からEUで実施されてきた都市再生プログラムで

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の役割を持つ。URBACTは3
期にかけて実施されており、内容や目標はフェーズごとに

変化している部分もあるが、様々な要因で衰退しているコ

ミュニティの再生という目的は共通している。 
本研究では、最新のフェーズであるURBACTⅢにおいて、

衰退したコミュニティの再生を目的としたネットワークに

着目し、その具体的な活動内容をレビューすることにより、

EU レベルでのコミュニティ再生手法の特徴の一端を明ら

かにすることを目的とする。 
(2) 研究の対象と構成 
都市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。URBACT の枠

組みを概観した後、3章では、各URBACTで設定されてい

るテーマに着目し、URBACTⅠから URBACTⅢまでのテ

ーマ変遷を明らかにする。4 章と5 章では、URBACTⅢに

おいて衰退コミュニティの再生を目的としたネットワーク

「URBinclusion」と「VITAL CITY」に着目し、2つのネッ

トワークのコミュニティ再生手法を明らかにする。 
URBACTに関する資料は、URBACTのwebsite1)2)および

各ネットワークから閲覧できる報告書3)4)から得た。 
(3) 既往研究の整理と本研究の位置付け 

EUの都市再生事業を扱った研究には、岡部（2005）5)や

福原（2005）6)の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）7)があげられるが、URBACTⅢに

ついて取り扱った研究は不在である。 
本研究は、EU レベルの最新の都市政策の現段階を明ら

かにし、そこから欧州諸都市におけるコミュニティ再生手

法の特徴をあぶり出そうとする点に意義がある。       

２ URBACTの概要 
(1)設立の経緯と目的 

都市パイロット事業 UPP（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(1)。そこで、URBANⅡ実施機関中の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、都市間ネットワークにより交

換する政策としてURBACTが創設された。 
(2)ネットワークの形成方法 

URBACTでは、情報共有と経験共有のために、同様の都

市課題に取り組んでいる複数の都市（パートナー都市）で

ネットワークを組むことを前提としている。 
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（以下

LAP）(2)の作成である。 

３ テーマ設定からみるURBACTⅢの特徴 
本章では、各URBACT(3)で設定されているテーマ（＝都

市課題）に着目し、衰退したコミュニティの再生を中心と

したネットワークがどのテーマに分類されるのかを明らか

にするとともに、その変遷をたどる。 

(1)URBACTⅠのテーマ設定 
URBACTⅠでは都市が抱える課題として、5テーマ（「市

民参加」「経済活動と雇用」「社会的排除」「都市再生」「若

年層の包摂」）が設定され、合計36のネットワークが実施

された。 
「社会的排除」と「都市再生」のテーマには、文化遺産

を活用した社会的包摂を目指す SURCHや老朽化した建造

物が集積するコミュニティの再生を図る URBANITAS な

どが実施されており、衰退コミュニティの統合的な再生を

目指したネットワークが位置づけられている。また、「経済

活動と雇用」をテーマに中小企業の支援を実施した ECO-
FIN-NET や、「市民参加」をテーマに市民参加の促進を実

施したCITIZ@MOVEなども、衰退したコミュニティ再生

を目的としており、幅広いテーマにおいて衰退コミュニテ

ィの再生が重要視されていることが伺える。 
(2)URBACTⅡのテーマ設定 

URBACTⅡでは 9 テーマ（「イノベーションと創造性」

「積極的な包摂」「都市再生」「低炭素社会」「貧困コミュニ

ティ」「持続可能な生活の質」「大都市圏ガバナンス」「港湾
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都市」「人的資源＆起業」）が設定され、61のネットワーク

が実施された。 
URBACTⅡでは、歴史文化遺産の活用による地域再生を

目指したHEROや、電気自動車の利用を促進するEVUEな

ど、衰退コミュニティの再生とはまた異なったネットワー

クが実施されている。阿部・的場(2014)では社会的包摂のテ

ーマは「積極的な包摂」のテーマとして、ソフト的要素の

強い取り組みがまとめられている、と述べている。「貧困コ

ミュニティ」のテーマには郊外に位置する高層住宅団地の

再生を図った RE-Block や、協働のための仕組みづくりに

重点を置く RegGov など、従来の統合的アプローチによる

衰退コミュニティの再生を目的としたネットワークがまと

められている。 
このことから、URBACTⅡでは、衰退からの再生を目指

すだけでなく、環境問題に対応したネットワークや都市の

成長を目指すネットワークが増加したこと、それによって

テーマが多様化し、衰退コミュニティの再生に特化したテ

ーマ群が生まれたと考えられる。 
(3)URBACTⅢのテーマ設定 

URBACTⅢでは5テーマ（「統合的都市開発」「経済」「環

境」「ガバナンス」「インクルージョン」）が設定されており、

68のネットワークが実施されている。さらに、上記の5つ
のテーマの中に、小テーマ(4)が33種類設定されている。小

テーマは放棄地再生を目指す「空地」、廃棄物を抑えること

を目指す「サーキュラーエコノミー」、持続可能な食料シス

テムの開発を目指す「食」など多様であり、各ネットワー

クが対応している課題や再生の手法、手段が明確に表示さ

れている。小テーマは、各ネットワークのテーマに縛られ

ず設定されており、様々な分野と関連する、分野横断的な

ネットワークの形成が求められていると考えられる。 

小テーマには、生活環境改善を図る「都市再生」や、失 
業率が高く社会サービスが欠如している地域を指す「優先

的地区」、貧困による不平等の解決を図る「貧困」など、衰

退コミュニティの再生に関する小テーマが見られる。これ

ら3つの小テーマに該当している、コミュニティの統合的

再生を図る URBinclusion と、スポーツによる再生を図る

VITALCITY に着目し、次章で各都市の具体的な活動内容

について明らかにする。 

４ URBinclusionプロジェクトの概要 
(1)参加都市と目的 

URB inclusion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(5)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」と「統

合的都市開発」がテーマであり、小テーマとして「「貧困」

「優先地区」「ソーシャルエコノミー」「都市再生」を持つ。 
URBinclusion は、貧困が差別や知識の格差等の社会的課

題を引き起こすだけでなく、空間的な課題を引き起こす現

象であるとの認識のもと、貧困に喘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は多様な手

段を用い、多様な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)コミュニティ再生手法の特徴 

URBinclusion で計画された LAP の内容を表－１に整

理する。低所得者に対する就職支援や教育支援、地域内で

のコミュニティ活動への参加を促すためのプログラム、シ

ェアガーデンによる交流と包摂の促進など、社会的・経済

的・空間的要素を統合した多面的な再生手法が取られてい

ることが理解できる。その中でも若者に向けての教育支援

や、地域内の活動に貧困の人々を参加させる取り組みなど

図－１ URBACT3期のテーマ変遷（参考文献1）、参考文献5)から筆者作成） 

URBACTⅠ URBACTⅡ URBACTⅢ
2002

社会的包摂

2006 2007 2013 2014

市民参加

経済活動と雇用

若年層の包摂

都市再生

貧困コミュニティ

積極的な包摂

イノベーションと創造性

都市再生
低炭素都市
人的資源＆起業
持続可能な生活の質
大都市圏ガバナンス
港湾都市

統合的都市開発

インクルージョン

環境

ガバナンス

エコノミー

2020

優先的地区　都市再生  モビリティ　
文化＆遺産　空地　都市計画　

貧困　ハウジング　マイノリティ　若者
教育　移民　高齢化　ジェンダーイコール

小テーマの追加テーマの多様化

・・・衰退したコミュニティの再生
に関するテーマ

市民参加

・・・テーマの継続性

全てのテーマに 
衰退コミュニティ
の再生が関係

ソフト的アプローチに特化

衰退コミュニティ

成長を促す
の再生に加え

ネットワーク
の増加

衰退コミュニティ再生

対応している課題や手法・手段が明確化

シティブランディング　ソーシャルエコノミー
健康　参加　都市ー農村　統合管理　

低炭素社会　気候変動　食　廃棄物　
サーキュラーエコノミー　エネルギー効率

デジタル化　地域経済　調査＆革新　公共調達　
起業家精神＆SMEs ジョブ＆スキル　金融工学　

のネットワークが集中
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は多複数の都市に共通しており、これらはネットワーク化

によって、課題に対する再生手法の共有ができたためでは

ないかと考えられる。

一方で、独自の取り組みを行っている都市もある。リヨ

ンでは、地域内でのコミュニティ活動としてのDIYワーク

ショップの際にレンタルができる工具店やリサイクルショ

ップの開設を行っている。これらの店舗は、住民のニーズ

に合わせて建設されている。またクラクフでは、地元の祭

りやイベントを支援するための集会所を屋外に設置するこ

とで、多くの人が参加できるような工夫がなされている。

表－１ URBinclusionの各都市での実施概要、●は共通の取り組み、○は

地域独自の取り組みを表す（参考文献3）より筆者作成）

５ VITAL CITYプロジェクトの概要 
(1)参加都市と目的 

VITAL CITY はポルトガルのローレをリードパートナー

とし、他10都市で構成されたネットワークである。2016年 

から2018年に実施された。「インクルージョン」と「統合

的都市開発」がテーマであり、小テーマに「健康」「貧困」

「優先的地区」「ソーシャルエコノミー」を持つ。 

欧州では、運動不足による健康被害の課題が挙げられ、

またスポーツによって市民が健康になることで、地域内の

医療や福祉の負担軽減や雇用の創出といった、スポーツに 

表－２ VITAL CITYの各都市での実施概要、●は共通の取り組み、○は

地域独自の取り組みを表す（参考文献4）より筆者作成） 

都市名 LAPの内容 

ローレ ●近隣住民との関わりを創出するため、屋外への運動機器

の設置やキッズスペースを備えた緑地空間の開設 

●既存の公共空間でのスポーツやレクリエーションの実施 

●学校での健康教育の推進 

・スポーツ活動と他の分野（栄養、環境など）を結びつけ

るイベントの実施 

リヤパーヤ ・緑地公園における水上スポーツの道具の貸し出しやハイ

キングイベント、キャンプ場の開設など活動の促進 

●緑地公園の開発 

リエティ ・サッカーや陸上競技などスポーツの選手権開催 

・自転車シェアリングサービスの実施 

・自転車運転のためのルート確保やマップづくり 

○地域の歴史的祭典の支援 

●廃棄物削減のための公共空間の整備 

ホーテン ○地域で開催される活動やイベント情報の収集と公開 

●既存公園の再整備 

●若者の健康向上のためのイベント実施 

●運動のための屋外施設の建設および建設のための住民参

加促進 

ブルガス ●無料でスポーツができる機械の提供 

●計画への住民参加の促進 
●スポーツクラブによる都市内公共空間活用の促進 

●低所得者が地域活動に参加できるような取り組みの実施 

○ビーチの活用や市民による祭りやイベント企画の推進 

ブタペスト ・若者のニーズに基づいたスケートパークの開設 

●屋外の運動機器の設置と散歩道の確保 

○健康状態を調べることができるアクティブパークの開設 

バーミンガム ●公共空間の再整備 
●ウォーキングルートの確保 

・自転車シェアリングサービスの実施 

シベニク ●駐車場の地下化とバスケットコートの開設 

●老朽化した広場をスポーツ、アートの場として改装 

・ビーチの活性化 

クラクフ ●公共空間の再整備 

●無料でスポーツができる機械の提供 
●計画への住民参加の促進 

●学校での健康教育の推進 

ウースチー・ナド・ラベム ○市営庭園に無料で受けることができる健康診断所の開設 

・サッカークラブの開設 

○市内でサービスの予約が可能なモバイルアプリの開発 

●コミュニティガーデンの設立 

ヴェストフォル ●駐車場スペースをスポーツができる空間に活用 

・公共空間に自由に利用できる休憩場所を設置 

○冬の期間に雪まつりの開催 

都市名 LAPの内容 

バルセロナ ● 5歳から12歳の子供、およびその家族に必要な教育や食事サービ

スの提供、支援 

・老朽化の激しい低価格住宅から新たな住宅への再入居の支援 

○団地の修繕プログラム 

・15歳から25歳の若者に対する余暇活動の促進や危険（アルコー

ル、大麻など）の防止 

●低所得者のための食事の提供や料理のWS 

●多様な人々のコミュニティ活動への参加を促進するための情報提供 

・貧困地域改善のための既存プログラムの評価 

リヨン ○ソーシャルワーカーの活動支援 

●特に貧困が高い地域に住む人々の、社会的な結びつけや連帯感創出

のための活動支援 

●学校の中退率を減らすための教師の研究や家族、教育支援 

○収入の35%を住宅に費やしている低所得者層に対する相談の受付 

○公共調達の発展と雇用の確保 

○シェアガーデンやワークショップのためのリサイクル店、工具貸出

店（住民の希望）といったコミュニティ活動のための店舗の建設 

トリノ ●乳児の預け場所の設置、教育のワークショップや親子が集まる場と

なるセンターの建設 

○海外からの若者など、住宅を借りるための保証人がない人に対する

支援 

○アーティストやデザイナーによる紙とデジタルに関するワークショ

ップの開催 

トリカラ ・ロマに対する様々なサービスの提供 

・住宅やインフラの再生 

グラスゴー ・ベンチャーの起業による地域の成長と発展 

●若者の教育支援 

●英語が通じない家庭や貧困家庭に対する様々な支援や、コミュニテ

ィ活動への参加促進 

クラクフ ・地域活動団体を統括するセンターの開設 

○地元の祭りを支援する屋外集会所としてのポケットパークの開設 

・市警や福祉センターとの連携による治安改善 

●子供向けの教育活動の実施 

○貧困層が必要とする道具を貸し出す「箱」の設置 

・住民の就職活動の支援 

ナポリ ・公共空間の修復と再開発 

○複数の地元大学や企業が参加し、地域の伝統の記憶や低未利用地の

活用を行なっているILPC(I LOVE PORTA CAPUANA)ネットワーク

の支援 

○ホームレスのための公衆シャワーやトイレの開設 

●多文化再生のための活動への参加促進
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よる再生の取り組みがなされてきたが、成功には至ってい

ない。また、都市部の開発により大規模スポーツ施設が郊

外に建設されること、また貧困の人々にはスポーツの参加

料は高額であること、地域のスポーツクラブへの参加や練 

習場の利用が低下していること、など、コミュニティ活動 

としてのスポーツの機会が減っていることも課題として挙

げられている。このネットワークは、貧困地域での公共空

間の再設計・開発を行うことで、地域内でスポーツによる

社会的包摂や都市空間の改善、市民の健康改善などを目指

すことを目的としている。 
(2)コミュニティ再生手法の特徴 

VITAL CITYで計画されたLAPの内容を表－２に整理

する。VITAL CITYはテーマがスポーツによる公共空間活

用、および都市再生のため、URBinclusionに比べて、パー

トナー都市間で実践された再生手法が類似・共通しており、

公共空間の開発やスポーツ施設の建設といった、空間的側

面からの再生が主であると言える。しかし、取り組みの中

でも地域内活動の促進や、健康教育の推進、住民参加の促

進といった社会的観点からの再生も図られており、多様な

観点からの再生が実現できていると言える。

６ 結論 
本研究では、URBACTのテーマの変遷と、URBACTⅢで

実施された URBinclusion、VITAL CITY の具体的な活動内

容を整理した。その結果を以下にまとめる。 
第1に、URBACTⅠ〜Ⅲにかけて、テーマの変化はあり

つつも、衰退コミュニティの再生というテーマは継続して

いる。その中でもURBACTⅢにおける小テーマの設定によ

って、多様な要素を含んだ、都市課題のみに縛られない分

野横断的なネットワークの形成を促したといえる。衰退コ

ミュニティの再生に関しても、健康と都市再生を組み合わ

せたVITAL CITYのような、テーマ性に富んだコミュニテ

ィ再生が求められてくると考える。 
第2に、URBACTのネットワーク化において、成功事例

の共有や現地の訪問などを得た上で LAP が策定されてお

り、LAPの内容にも各都市で個性がありながらも、地域内

活動の促進や多様な言語・ツールによる教育支援など、共

有した再生手法が見られる。URBinclusion と VITAL CITY
において共通しているコミュニティ再生手法の理念は、主

に①多様な人、特に社会的排除の立場にある人が地域内の

活動に参加できるための手段の確立、②若者やその家族に

対する教育支援であると言える。一方でVITAL CITYにお

いては、地域内の活動への参加を促すための手段としてス

ポーツを用いており、そのために公共空間の再整備やコミ

ュニティガーデンの創設を進めているなど、各都市の実情

と対応した再生手法が求められている。そのためにも、

URBACTのような各都市での情報交換や交流を通じた、自

都市の把握が求められている。 
また、本研究で明らかとなったコミュニティ再生手法の

特徴は、数多くの都市が参加し、活動しているURBACTか

ら得られた知見である。これらの手法は、どの都市にも適

応可能なため、EU レベルでのコミュニティ再生手法の特

徴とも捉えられるだろう。 

捕注 
(1)参考文献5)によれば、UPPは欧州都市間の経験の共有を重視してきたが、

URBANはUPPより予算規模が大きい半面、国担当者の介在度がUPPより

高かったため、積極的に交流を図ってこなかったとしている。 

(2)LAPの策定はURBACTⅡになって初めて義務付けられた制度である。パ

ートナー都市間での議論やセミナーを踏まえ、各都市の状況に即して設定

される。 

(3)URBACTⅢのテーマは参考文献1)から、URBACTⅠ〜IIのテーマの日本

語については、参考文献8)から引用した。 

(4)参考文献 1)では topic と記載されている。1 つのテーマに関して 5〜8 の

小テーマが設定されている。小テーマは 1 つのネットワークに複数設定さ

れており、ネットワークの情報をより明確にするものである。 

(5) URB inclusionの参加都市のうち、コペンハーゲンとティミショアラには

最終報告書が確認できなかったため、本研究では調査の対象外とした。 

参考文献 
1)URBACT 、英語表示、〈https://urbact.eu〉【最終閲覧日2020 年6 月 24 日】 
2) URBACT(2007)、The URBACT programme 2002-2006 BILAN」、英語表

示、〈https://urbact.eu/sites/default/files/import/general_library/URBACT_GB_01.pd

f〉pp34-35【最終閲覧日2020年6月24日】 

3) URBinclusion に関する資料として〈https://urbact.eu/sites/default/files/oif_bar

celona_final.pdf〉〈https://urbact.eu/sites/default/files/oif_trikala_final.pdf〉〈https://u

rbact.eu/sites/default/files/oif_naples_final_0.pdf〉などがある。全て英語表示。【最

終閲覧日2020年6月24日】 

4) VITAL CITYに関する資料として〈https://urbact.eu/sites/default/files/iap_lou
le_en_full.pdf〉〈https://urbact.eu/sites/default/files/iap_rieti_final.pdf〉〈https://urbac
t.eu/sites/default/files/iap_usti_final_eng.pdf〉などがある。全て英語表示。【最終

閲覧日2020年6月24日】 
5) 岡部明子(2005)「1990年代EUサステイナブルシティの政策展開：都市・

地域からなる欧州の視点から」『東京大学博士論文』、pp.45-54、東京大学 

6)福原由美・塩崎賢明・堀田祐三子（2005）「Urban Pilot Project1の事業枠組

みとケーススタディ アントワープのBOMプロジェクトの場合」『日本建

築学会計画論文集』、No.590、pp.95-102、日本建築学会 
7) 高澤由美(2012)「欧州における“プログラム型”都市ネットワークの特徴

URBACTⅡプログラムを事例として」『日本建築学会都市計画論文集』、

Vol.77、No.676、pp.1391-1396、日本建築学会 

8) 阿部大輔・的場信敬(2014)「包容力ある地域環境の形成 社会的持続性の

観点から」、白石克孝・石田徹編、『持続可能な地域実現と大学の役割』、pp.61-

74、日本経済評論社 
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御堂筋における2時期での滞留行動の変化から捉えた空間整備に関する研究 
－ 2009年と2019年の調査の比較を通じて－ 

大阪府立大学大学院生命環境科学研究科  武藤 彩華 

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

近年、道路は交通機能だけでなく、人々が集い、遊び、

語らう日常生活のコミュニティ空間としての機能も求めら

れるようになっている 1)。御堂筋では、1983年にはじまっ

た「御堂筋パレ－ド」をはじめ、各種のイベントによる賑

わい創出に古くから取り組まれてきたが、御堂筋周辺の夜

間人口は 2005 年以降増加傾向にあり、大阪府の外国人観

光客数も2015年以降急増しているなど、近年、御堂筋に求

められる機能は多様化してきている。このような変化を受

けて、2019年には車から人中心のストリ－トへの転換を目

指した「御堂筋将来ビジョン」が策定され、全面歩行者空

間化に向けた歩道の拡幅やセットバック空地の利活用など

の各種の取組みが重ねられている 2)。 

 道路空間における歩行者の滞留行動に着目した既往論文

をみると、三友ら 3)は、社会実験時の歩行者の滞留行動か

ら可動椅子の有効性を検証し、玉那覇ら 4)は、繁華街を対

象に滞留者の観察から滞留空間の空間構成の特徴を明らか

にしている。また、木村ら 5)は道頓堀・戎橋周辺で道路の

空間特性と歩行者の属性・行動の分類から歩行者行動の特

徴を明らかにしている。 

以上のように、道路空間の歩行者利用に着目した研究は、

仮設装置の設置や非日常の条件で調査し、歩行者の行動の

実態を一時期で捉えている研究が中心となっている。御堂

筋の歩行者特性については、2009年に古川ら 6)が歩行者の

滞留行動について調査を行い、御堂筋沿道の物理特性と滞

留行動特性の関係を明らかにし、御堂筋のにぎわい性の在

り方を探っている。御堂筋では、これ以降も人中心のスト

リ－トへの転換に向けて様々な取組みが進められており、

歩行者の滞留行動を比較し、その経年変化を捉えることで

これまでの取組を検証し、その到達点と今後の課題を探る

ことが求められる。 

 そこで、本研究では、御堂筋で実施された2009年の調査

と同様の調査を実施し、歩行者に影響を与えていると考え

られる物理特性から 2009 年と 2019 年の 10 年間の変化を

比較、考察し、御堂筋の人中心へのストリ－トの形成に向

けて滞留行動を誘発するための空間整備の在り方について

探ることを目的とする。 

2．調査方法 

（1）調査対象区間の設定 

調査対象とする御堂筋の区間は、2009 年の調査に倣い、

淀屋橋からなんばまでの南北約 3km とし、様相の異なる

淀屋橋－本町間、本町－心斎橋間、心斎橋－なんば間の 3

地区をそれぞれ東西に分

けた6地区を解析単位とし

て設定した（図－1）。 

（2）物理特性の調査方法 

表－1は物理特性の調査

項目及び方法を示してい

る。調査項目は民地と歩道

に分けて設定した。民地で

はセットバック空地の状

況と建物一階用途を、歩道

では縁石の着座部分の長

さ、歩道幅員を、民地と歩

道に共通する項目として

地下出入り口の箇所数と

滞留に影響を与えるファ

ニチャ－等の設置状況を

現地調査」（2019年10～11

月に実施）及び図上調査に

より捉えた。 

（3）滞留行動特性の調査

方法 

調査対象区間の滞留者

をル－トセンサス調査によって捉えた。2019年の10~11月

の平日と休日の各2日ずつ、8：00∼20：00の6時間帯毎に

心斎橋を起点に淀屋橋となんば方向へ東西別に計4ル－ト 

0    200      500m

西        東

長堀通

土佐堀通

中央大通

千日前通

淀屋橋

【淀屋橋－本町
   地区】

西        東 

西        東 

本町 
【本町－心斎橋

   地区】

【心斎橋－なんば
   地区】

心斎橋 

なんば 

御

堂

筋 

大阪市役所

南海難波 

図－１ 調査範囲

表－１ 物理特性の調査項目及び方法 
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で滞留者の観測調査を行った。調査項目は、滞留人数、グ

ル－プ特性、滞留位置、行動内容とした。 

3．解析及び考察結果 

（1）物理特性 

 図－2は 2019年の一階用途現況及び 2009年から建物・

用途が変化した街区の位置を示している。図－3は2009年

と 2019 年の一階用途別の間口長の割合を示している。淀

屋橋－本町地区は西側・東側ともに2009年と2019年で変

わらず「業務系」と「金融系」の用途が全長に対していず

れも約 4割と高い割合を占めている。2009年からの 10年

間で用途が変化した街区は 4 街区あり、東側で変化した 3

街区のうち2街区は「金融系」から「飲食系」に変化して

いる。本町－心斎橋地区の西側は2009年に「飲食系」がほ

とんどなかったが、2019年には他の区間と同程度の約1割 

に増加し、「飲食系」、「販売系」、「サ－ビス系」、「アミュ－

ズメント系」、「複合」の 5 つを合わせた商業系の用途が

26.6％から45.1％に増加している。東側では2009年から変

わらず「販売系」が4割強と他の区間と比べて高い。心斎

橋－なんば地区は西側・東側ともに 2009 年から変わらず

「商業系」が6割以上と高い割合を占めている。 

 図－4は 2009年と 2019年のセットバック距離別の間口

長の割合を示している。淀屋橋－本町地区は西側・東側と

もに他の区間と比べて 4m 以上の広いセットバック空地の

割合が高い。西側では 2009 年から変わらず約 4 割を維持

し、東側では2009年より増加しており2019年には約5割

を占めている。本町－心斎橋地区は西側では 2009 年から

変わらず「1m未満」が4割以上とセットバックの少ない間

口の割合が高いが、東側では「4m以上」が2009年の25.4％

から40.3％へ増加している。心斎橋－なんば地区は西側・ 

飲食系   販売系   サ－ビス系   アミュ－ズメント系   複合 

業務系  金融系   公的施設   社寺   駐車場   空きテナント 
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東側ともに2009年から変わらず「1m未満」が約40％を占

め、広い空地が少ないことがわかる。 

図－5は 2009年と 2019年の全長に対する歩道の縁石の

着座部分の割合を示している。淀屋橋－本町地区は西側・

東側ともに 2009 年から変わらず全て縁石なしだが、2019

年には東側の一部で 2019年 8月 1日∼2020年 1月 8日に

「いちょうテラス」と呼ばれるベンチとパラソルによる滞

留空間を創出する社会実験が実施された。本町－心斎橋地

区は西側・東側ともに 2009 年・2019 年ともに着座部分が

3 割以上と高い割合が維持されている。心斎橋－なんば地

区は東側のなんば駅周辺で側道を歩道化したことにより縁

石がなくなり、着座部分が10.8％に減少している（図－6）。 

（2）滞留行動特性 

 図－7は平日、図－8は休日の2009年と2019年の100m

当たりの滞留人数を示している。心斎橋－なんば地区は平

日の滞留人数が西側・東側ともに 2019 年の全ての時間帯

の合計滞留人数が約 40 人/100m と他の区間と比較して多

く、東側の平日では2009年と比べて増加している。平日は

特に「18：00」に増加し、その後「20：00」も多い。また、

休日には合計が 80 人/100m 以上と平日に比べてさらに多

い。淀屋橋－本町地区は西側・東側ともに平日の滞留人数

が2019年は「12：30」や「18：00」の時間帯に比較的多い。

2009 年・2019 年ともに休日は平日に比べて滞留人数が少

ない。本町－心斎橋地区は2009・2019年とも平日休日とも

に概ね20人/100m未満と少ない。 

図－9は、2009年と2019年の平日のグル－プ特性別の 

割合を示している。2009年・2019年ともに全区間で「一人」

が6∼8割と最も高い割合を占めている。淀屋橋－本町地区

では、西側・東側ともに2009年・2019年とも変わらず「同

僚・仕事関係」が約10％他の地区と比べて高い。本町－心

斎橋地区は2009年・2019年ともに「一人」が 8割弱と共

通して高いが、東側は西側と異なり「カップル・夫婦」が

2009年の 1.2％から 2019年の 7.1％に増加している。心斎

橋－なんば地区は「一人」の割合が西側・東側とも他の地

区と比べて低い。西側は「友人」が 2009 年・2019 年とも

約 1割を占め、「家族・親子」が 2019年で約 5％と他の区

間と比べて高い。東側は「友人」が2019年で約15％、「家

族・親子」も約 5％とやや高く複数人数での滞留が他の区

間と比べてやや高くなっている。 

 図－10は2009年と2019年の平日の滞留位置別の割合を

示している。全体として、2009年・2019年ともに民地に比

べて歩道での滞留の割合が高い。淀屋橋－本町地区の西側

は 2019 年の民地での滞留の割合が 6 割以上と高く、その

うち「民地・広場上」が 42.4％と最も高く他の地区と比べ

て高い。東側は「歩道・車道側」の割合が2019年は35.5％

に増加している。次いで「民地・広場上」も2019年は28.2％

とやや高くなり、西側と同様に他の区間と比べて高い割合

を占めている。本町－心斎橋地区は、西側・東側ともに「歩

道・車道側」が4割以上と最も高く、2009年から増加して

いる。西側では、2009年は「歩道・路上」が最も高く42.3％

だったが 2019 年には 19.4％に減少している。心斎橋－な

んば地区の西側は、2009年には「歩道・車道側」が42.1％

だったが、2019年には68.1％に増加しており、歩道全体で

の滞留は 88.2％を占めている。心斎橋－なんば地区の東側

は、「歩道・車道側」が2019年に39.8％と高く、歩道全体

でも81.4％と高い。  

図－11は2009年と2019年の平日の行動内容別の割合を

示している。2019年は全ての区間で「携帯利用」が最も高

い割合を占め、全ての区間で2009年から増加している。淀

屋橋－本町地区の西側では、民地で開催されたマルシェに

より「商的な行為」が 24.3％と高い割合を占めている。ま

た、「飲食」が2019年に10.2％で、2009年からやや減少し

ているが、他の区間と比べると高い割合を占めている。東

側では「飲食」が2019年に6.2％と2009年からやや増加  
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し、西側と同様に他の区間と比べて高くなっている。本町

－心斎橋地区の西側は「休憩」が2009年の19.2％から2019

年の9.7％に減少している。東側も同様に「休憩」が33.1％

から 22.2％に減少している。心斎橋－なんば地区は西側で

「休憩」が2009年の 26.1％から2019年の13.2％に減少し

ているが、「会話」は両時期で約2割と変わらず他の区間と

比べて高い割合を占めている。東側は、「商的な行為」が

2009年には17.2％と他の区間と比較して高かったが、2019

年には8.8％に減少している。また、西側と同様に、「休憩」

が2019年に5.3％に減少している。一方、「会話」は両時期

で変わらず約2割と高い。 

4．滞留行動の経年変化から捉えた御堂筋の空間整備の在

り方 

 御堂筋での滞留行動は 2009年・2019年で変わらず 3つ

の地区でその特徴が異なることが明らかとなったことから、

それぞれの滞留行動に応じた空間整備が求められる。 

 心斎橋－なんば地区では、西側と東側に共通して2009年

から 2019 年で変わらず商業系の一階用途がほとんどを占

め、滞留人数は平日・休日ともに多い。また、友人や家族

などのグル－プ利用が多く、その割合は 2009 年から 2019

年にかけて増加している。しかし、2009年から変わらず民

地のセットバック空地が少ないため、歩道の混雑が発生し

ている。東側の千日前～なんば駅前で歩道が拡幅されたよ

うに歩行者と滞留者の量を支えるために歩道空間を拡幅す

ることが求められる。また、西側では縁石の着座部分が維

持されているが、東側では千日前～なんば駅前の歩道拡幅

に伴い縁石の着座部分がなくなったため、歩道部に着座装

置などによる滞留空間を創出することが求められる。 

 淀屋橋－本町地区は、西側と東側に共通して 2009 年か

ら変わらず業務系の一階用途の割合が約4割と高く、これ

により滞留人数が平日から休日にかけて減少する。平日に

は8時と18時の通勤・帰宅時と12時半の昼休みの時間帯

で滞留人数が多く、同僚・仕事関係での滞留の割合が他の

地区と比べて高く、業務系の特徴が維持されている。西側

では飲食系の一階用途が 2009年・2019年ともに約 1割、

東側では 2019 年に約 1 割に増加しており、行動内容の飲

食の割合も他の地区と比較して高くなっている。そのため、

飲食系の用途と民地に設置されているベンチ等の滞留装置

を維持・増進させることが業務地区の飲食の滞留ニ－ズに

応えるのに有効的であると考えられる。また、西側では民

地での商的な行為の割合が高いことから、広いセットバッ

ク空地を活かしたマルシェになどのイベントの開催やパ－

クレットによる歩道での着座装置の設置による滞留行動の

誘発が有効であることが確認できた。 

 本町－心斎橋地区では、西側・東側に共通して2009年か

ら変わらず滞留人数が少ない。また、歩道での着座装置は

縁石の着座装置のみとなっている。そのため、東側で増加

している民地のセットバック空地にオ－プンカフェやベン

チなどの着座装置を導入することが滞留行動を誘発するた

めに有効であると考えられる。 
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ヘドニック・アプローチを用いた既成市街地内土地区画整理事業効果の計測に関する研究 

大阪工業大学大学院工学研究科 近江 啓補 

大阪工業大学大学院工学研究科 副島 脩平 

大阪工業大学工学部 岩崎 義一 

大阪工業大学工学部 山口 行一 

１. はじめに 

１.１ 背景・目的 

 現在の既成市街地は、高度経済成長期の昭和 30 年代か

ら農地を宅地化し、ベッドタウンとして木造の賃貸住宅が

大量に無計画に建設された。これにより狭隘な道路に面し

て老朽木造賃貸住宅が密集し、非常に脆弱な市街地を形成

している。また、都市圏への人口流入の受け皿として、基

盤が未整備のまま、大量の文化住宅、長屋住宅、店舗利用

住宅等が建設され、過密住宅市街地が形成されている。こ

のため、土地区画整理事業では、公共施設の整備改善と区

画形質の変更を実施し、災害時における都市の安全性の向

上により、強い市街地の形成に資するとともに、健全な市

街地として土地利用の促進を図っている。 

 そこで、本研究では、密集市街地での土地区画整理事業

に伴う前面道路幅員の変動と路線価の関係に触れ、公共施

設の整備改善された住宅地の路線価に与える影響を検討す

ることを目的とする。 

１.２ 研究方法 

 非市場財である環境質や社会資本を整備したときの便益

評価の手法は数多く存在するが、データに注目すると、意

識、行動、市場に大別される。 

 この中で、市場に着目するヘドニック・アプローチは他

のデータに基づく便益計測手法に比べ、データが豊富であ

り、かつ安定している。さらに、関数の推定も容易であり、

また精度も比較的高いことから有効な手法である。 

 ヘドニック・アプローチを用いた環境改善プロジェクト

においての要因分析に関する先行研究では、環境改善プロ

ジェクトを行った際の近辺の地価への影響を分析したもの

であるが、既成市街地内土地区画整理事業地区内での、従

前・従後での地価への影響要因に関するものはほとんど見

られない。 

また、いずれの先行研究もヘドニック・アプローチを用

いて分析が行われているが、路線価への影響要因を検証す

るために有効だと考えられる 1)。このことから、本研究で

も、ヘドニック・アプローチを用いた分析を行う。 

本研究では、このヘドニック・アプローチを用いた既成市

街地内土地区画整理事業効果の測定を目的として、目的関

数に路線価をあてて分析を行い、また、線形一般化の方法

の1つであるBox-Cox変換を施した場合についての分析も

行う。 

２. ヘドニック・アプローチの活用について 

ヘドニック・アプローチの理論基礎は Rosen(1974)2)によ

って形成され、金本・中村・矢澤(1989)3)、肥田野(1997)4)ら

によって邦文にて紹介されている。以下Rosenによりその

概要を説明する。 

Rosen は市場が、ある財の消費者と供給者によって構成さ

れ、その自由な取引から多様な特性zを有する財の価格が決

定されるとした。ここでいう特性というのは、たとえば土

地であれば日当たり、利便性などの属性を示す。したがっ

て、土地zは(z1,z2,⋯,zn)というベクトルによって表される。 

[消費者の行動] 

 まず、消費者は多様な特性を有する財zと、その他すべて

の財を代表する合成財xを所得制約のもとで購入し、その

効用u(x, z)を最大化しようとすれば、次のようになる。 

{
Max

x,z
u(x,z)  

subject to I = x + p(z)

ここで、I：所得、x：合成財、z：当該財のベクトルとして

の特性の消費量、p(z)：(z1,z2,⋯,zn)という特性を有する財

の市場価格関数（ヘドニック価格関数）、である。この問題

を解くと、 

L=u(x,z)+λ(I-x-p(z)) 

というラグランジュ関数Lを導入して、1階の条件から、 

∂u

∂zi
∂u

∂x

⁄ =
∂p

∂zi

I=x+p(z)    (1) 

となる。(1)式を満足する𝑥∗, 𝑧∗がこの消費者の購入量であ

り、そのときの効用𝑢∗もこれによって定まる。 

 さて、このとき得られる最大効用値𝑢∗を用いて間接効用

関数を表すことができる。 

u(x,z)=u(I-p(z*),z*)=u* 

 ここでRosenは発想を逆転させてこの式を用いてu*を達

成するのに必要なγ(z)という関数を考えることにした。 

u(I-γ(z),z)=u*   (2) 

この式は、効用水準𝑢∗を維持したうえで特性(z1,z2,⋯,zn)を

有する財zに支出できる最大の額「付け値」を表している。

すなわち、付け値関数である。付け値関数は任意のuで定義

できるので 

u(I-γ(z;I,u),z)≡u 

とかける。 

さて、ここで、zのうち、特性iのziで両辺を微分すると、

I-γ=xであることから 

∂u

∂x
∙

∂x

∂zi
+

∂u

∂zi
=0 
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また
∂u

∂x
=-

∂γ

∂zi
であるから 

-
∂u

∂x
∙

∂γ

∂zi
+

∂u

∂zi
=0 

結局、 

γ
i
=

∂u

∂zi
∂u

∂x

⁄ (3) 

となる。このことから、付け値関数γをziで微分したγ
i
は、

効用関数においてziと合成財xの限界代替率を表している

ことがわかる。これは特性ziの価値の1つの定義といえる。 

以上の結果より、最適行動を行い現実に財を購入した消

費者にとっては、その財の特性zにおいて、付け値と市場価

格は一致しなくてはならない。なぜなら、もし付け値の方

が高ければ市場価格までこの値を下げられることを意味す

る。(2)式からわかるようにγ(z)を減少させることによって、

I-γ(z)(=x)を増加することが可能となり、これは合成財xの

消費量の増加を意味し、結局効用uをu*より高めることが

可能となるからである。逆に、付け値が市場価格より低け

れば、いうまでもなく現実にはこの財zを購入できない。 

 さらに、付け値と市場価格が一致した点で、付け値関数、

市場価格関数は接していなければならない。なぜなら、も

し接していなければ、この近傍で必ず付け値が市場価格を

上回ってしまうからである。これは上に述べた理由であり

えない。したがって、同質的な消費者しか存在しない場合

は、市場価格関数p(z)と付け値関数γ(z)は一致し、異質の消

費者が存在する場合は、市場価格関数p(z)は付け値関数

γ(z)の包絡線となることがわかる。 

[供給者の行動] 

 一方、供給者はある技術的条件(β)のもとで与えられた利

潤(π)を得るために最低限必要なzの価格を表す関数、すな

わちオファー関数を有している。これをo(z,π,β)とする。 

 このとき多様な供給者が存在すると、現実に財を供給し

た者のオファー関数の包絡線がやはり市場価格関数p(z)と

なる。以上をまとめると図―1になる。 

図―１ 市場均衡線 

[市場均衡] 

以上より、市場の均衡価格を表す市場価格曲線p(z)が、

o,γのそれぞれの包絡線であることがわかる。 

 Rosen はこの付け値関数の推定を行うために次の手順を

示した。まず、財を購入した消費者にとっての付け値関数

と市場価格関数は、その財を購入した価格およびzの水準で

同一の値をとり、かつ、接線を共有することからp,γをziで

それぞれ微分したものは 

p
zi

=γ
zi

(4) 

となる。そこで、まず市場価格関数p(z)を推定する。このと

きpをzへ回帰させる考え方をヘドニック・アプローチと呼

ぶ。次にpをzで微分した関数の値をデータごとに求め、こ

れをz,αへ回帰させ、付け値関数を微分した関数、すなわち

限界付け値関数を推定しようというものである。 

∂p(z)

∂zi
=

∂γ

∂zi
=γ

i
(z,α) (5) 

ここで、z：特性、α：所得やその他の消費者の特性、であ

り、効用水準uも含まれる。この方法によって厳密に付け値

関数が求められるので、ziに対応する価値も消費者タイプ

別に明確に求められる。 

同じようにオファー関数を微分したものを 

∂p(z)

∂z
=

∂o

∂z
=oi(z,β,π) (6) 

によって推定する。実際には、上記2式を同時に推定する

ことになる。 

 Rosenは推定された付け値関数により、財の特性zの水準

がa→bに変わったとき、すなわち、za→zbに変わったとき

の支払意思額(WTP)をγ(zb,u*)-γ(za,u*)と表現した。これ

は財の特性がa→bに変化した場合の経済評価となる。なお、

市場価格差はつねにこの支払意思額より大きい。すなわち、

p(zb)-p(za)≥γ(zb,u*)-γ(za,u*)となる。しかし、微小な変化

であれば、つまり、限界的な特性水準の変化（環境質改善）

であれば一致する。 

 以上のミクロ経済学に立脚した考え方を援用して、通常

用いられる下記の線形重回帰式を用いることが有効である

と考える。 

 路線価関数の関数形として線形モデルを選べば、推定式

は以下の通りである。 

P=α0+α1z1+α2z2+⋯+αnzn+u  (7) 

ここで、P：路線価、αi：偏回帰係数、zi：特性、u：残差項

である。 

３. 説明変量データの選定 

３.１ 土地データについて 

 土地データは、大阪府門真市での土地区画整理事業5件

を対象に、路線に面する施設の地点ごとにデータの収集を

行った。 

 また、土地区画整理事業の施工開始年は、「石原東・大倉

西地区」は平成 18 年、「小路中第一地区」は平成 14 年、

「末広南地区」は平成4年、「石原東・幸福北地区」は平成

4年、「中町地区」は平成18年である。 

z

p,γ,o

o(z,  ,  )

o(z,  ,  )

p(z)

γ

付け値関数，オファー関数，市場価格関数

γ
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３.２ 使用変数について 

目的変数を路線価（円/㎡）、説明変数を前面道路幅員（ｍ）、

階数（階）、大倉町ダミー、小路町ダミー、末広南ダミー、

石原東ダミーとした。ダミー変数については、該当する地

区であれば1、それ以外を0とする。 

ここで、第2章で述べた多様な特性を有する財zと、その他

すべての財を代表する合成財xについてであるが、本研究

では、「前面道路幅員(m)」、「階数(階)」が多様な特性を有す

る財z、地区別ダミー変数がその他すべての財を代表する合

成財xに相当する。 

３.３ 従前の路線価に係る補正について 

 本研究では、土地区画整理事業における従前・従後での

分析を行うため、目的変数である路線価が同時系列上にな

いため、従前のデータを現在の現在の物価水準に合わせる

ため、ラスパイレス指数による補正を行った。ラスパイレ

ス指数とは、物価指数の1つである。以下、その概要を説

明する。 

 2 時点間の物価を比較するためには、価格の加重和であ

の比である価格指数 

p1
1y1+p2

1y2

p1
0y1+p2

0y2

を用いる。価格指数は生計費指数とも呼ばれる。ここで、

p
1

j,p
2

j：価格、y
1
,y

2
：基準年の需要、であり、j=0ならば基

準年、j=1ならば所与年のデータを表す。本研究では、従前・

従後のデータで平均値をとり、平成 31 年を基準年として

ラスパイレス指数を算出した。 

３.４ Box-Cox変換について 

 Box-Cox 変換 5)とは、線形モデルを一般化する方法の 1

つであり、この変換は 

x(λ)= {
xλ-1

λ
      (λ≠0)

log (xi)    (λ=0)

というものである。ここで、λは未知パラメータであるため、

汎用ソフトを用いて推定を行った。また、式からわかるよ

うに、ダミー変数に対しては意味を成さないため、独立連

続変数にのみ、Box-Cox変換を行う。 

ヘドニック・アプローチに関する先行研究では、ヘドニッ

クモデルへの適合性を高めるため、Box-Cox変換を用いる

場合が多い。そのため、本研究においても、このBox-Cox

変換の有用性を確かめるとともに、線形一般化のため、用

いることとした。また、ここでは「前面道路幅員」につい

てBox-Cox変換を行った。 

４. 推計結果 

なお、従前・従後の地価変動は全体地域で 1.012 倍であ

った。 

４.１ 原データの場合 

①従前の結果 

従後の結果（表―1）を見ると、「前面道路幅員」は、1ｍ

ごとに約 3,115円/㎡増価、「階数」は、1階ごとに約 1,681

円/㎡増価、「石原東・大倉西地区」は、約5,351円/㎡減価、

「小路中第一地区」は、約5,261円/㎡増価、「末広南地区」

は、約6,175円/㎡増価、「石原東・幸福北地区」は、約24,814

円/㎡増価する。 

②従後の結果 

 従後の結果（表―1）を見ると、「前面道路幅員」は、1ｍ

ごとに約1,298円/㎡増価、「階数」は、1階ごとに約424円

/㎡増価、「石原東・大倉西地区」は、約 4,675 円/㎡減価、

「小路中第一地区」は、約1,921円/㎡減価、「末広南地区」

は、約1,077円/㎡増価、「石原東・幸福北地区」は、約13,028

円/㎡増価する。 

表―１ 原データの場合の従前・従後の推計結果 

小規模土地区画整理事業では、用途地域により定められた

容積率、建蔽率の中で土地の高度利用を図ることが求めら

れている。 

 平屋住宅の並ぶ地域を区画整理し、再び平屋住宅を建て

るようなことは地価の上昇につながりにくいであろう。 

 また、土地の高度利用が進むことで、公共用地の形成に

も余裕が持たれ、広い道路幅員が実現される。そのため、

車の往来の利便も同時にされることで、更なる地域の活性

化にもつながる。 

 しかし、高層建造物の増加の傍らで、人口減少による空

き家問題も発生しているため、一概に土地の高度利用が正

しく機能しているとは言い難いことが現状である。 

 以上の点から、地区ダミーの推計結果を参照すると、「石

原東・大倉西地区」は、木造密集地域であったが、土地区

画整理事業と住宅市街地総合整備事業との合併施工を実施

し、適正な土地利用計画と公共施設の整備改善による密集

市街地の解消を図り、併せて良好な都市環境の創出と災害

に強いまちづくりがされているものの、戸建住宅が建ち並

ぶようになっているため、依然として偏回帰係数がマイナ

スのままとなっている。 

 次に、「小路中第一地区」も「石原東・大倉西地区」と同

様に、従後がマイナスとなっている。この二地域は、第二

種中高層住居専用地域であるため、容積率/建蔽率は、

200/60であり、まちの高度利用がされないとされる。 

「末広南地区」、「石原東・幸福北地区」は、土地区画整

変数名 係数 t 値 係数 t 値
定数項 100241.8 28.22 109594.4 32.60

前面道路幅員 3115.0 6.17 1297.7 3.10

階数（階） 1681.2 1.12 423.9 1.26

大倉町ダミー -5350.5 -1.61 -4675.0 -1.90

小路町ダミー 5261.0 1.75 -1290.9 -0.56

末広南ダミー 6175.0 2.22 1076.5 0.49

石原東ダミー 24813.5 8.34 13027.7 6.07

R2
標準誤差
サンプル数 384 133

従前 従後

0.25 0.46

16727.43 7259.91
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理事業の規模も大きく、マンション等の高層住宅が建ち並

び、まちの高度利用化がされているため、偏回帰係数がプ

ラスとなっている。この二地域は、近隣商業地域が一部含

まれており、容積率/建蔽率が、300/80であるため、土地の

高度利用が進んでいると評価できる。 

４.２ Box-Cox変換を行った場合 

①Box-Cox変換した場合の従前の結果 

 Box-Cox変換した場合の従前の結果（表―2）を見ると、

「前面道路幅員」における t 値が原データの場合に比べ、

高くなっており、決定係数R2も同様に高くなっているため、

このモデルによりフィットしていると言える。λの値は-

0.14190673828125であった。 

②Box-Cox変換した場合の従後の結果 

 Box-Cox変換した場合の従後の結果（表―2）を見ると、

決定係数R2に変化はなく、有意性はみられなかった。λの

値は-0.58013916015625であった。 

表―２ Box-Cox変換を行った場合の従前・従後の推計結

果 

５. おわりに 

土地区画整理事業では、減歩により道路、公園等の公共

施設の用地に充てられることから、土地形状が大きく変化

する。そこで、同地区における路線価への影響要因の変化

についてヘドニック・アプローチを用いて推測を行うとい

うものが本研究のテーマであった。 

第4章の推計結果を見てみると、従前・従後ともに、「前

面道路幅員」が最大要因であった。また、地区別のダミー

変数における係数の推計結果からは、土地区画整理事業の

有効性を図ることが可能だと考えられる。「石原東・幸福北

地区」は元より路線価が高く、従前では係数が他の地区と

の差が大きかったが、従後ではその差は幾らか解消されて

おり、「石原東・大倉西地区」、「小路中第一地区」の係数が

マイナスとなっているものの、いずれの地区も路線価に対

して正の影響を持つことから、土地区画整理事業によって

環境改善が成されたと評価できる。 

今回の分析では、従前・従後の期間にバブルを経験した

地点を含むものもあり、地価データを補正したとはいえ、

安定したモデルの構築とは言い難い面を残している。今後

は、土地データを用いた統計モデリングの研究をさらに進

めていく必要があり、分析だけでなく、データとその集計

値を応用したケース等にも焦点を当てたいと考えている。 
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変数名 係数 t 値 係数 t 値
定数項 94695.8 26.89 97068.3 13.40

前面道路幅員 16018.9 8.44 19028.4 3.08

階数（階） 2036.3 1.40 488.0 1.47

大倉町ダミー -5242.9 -1.64 -5128.8 -2.15

小路町ダミー 7612.3 2.60 -2105.2 -0.96

末広南ダミー 7934.1 2.97 577.9 0.27

石原東ダミー 25748.1 9.05 12513.8 6.03

R2
標準誤差
サンプル数 384 133

従前 従後

0.30 0.46

16096.47 7263.51
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ビッグデータを用いたエリアの特質把握と回遊性創出への展開について 

－ 大阪・ミナミ御堂筋を題材に － 

株式会社地域計画建築研究所  稲垣 和哉 

株式会社地域計画建築研究所  橋本 晋輔 

株式会社地域計画建築研究所  絹原 一寛 

１．研究の背景と目的 

 近年では、都心部や駅前などを中心にした「歩いて楽しいま

ちなか」の創出に向けた検討や実践が盛んに進められている。

国土交通省は、2019 年 6 月に"WE DO"～Walkable，Eyelevel，

Diversity，Open～をキーワードとするまちづくりの方向性を打

ち出し、次いで 7 月にはウォーカブルなまちづくりを推進す

る自治体を「ウォーカブル推進都市」として募集、新たな事業

や支援制度も創設している。 

 この背景には、西欧他諸都市で、都心部を自動車中心の空間

から人間中心の空間へと大胆に再編することにより、まちなか

の回遊性や快適性を高め、都市活力の創出や健康寿命の延伸な

ど様々な価値を創出するとともに、低炭素化にも貢献する取り

組みが広がったこともある。 

 筆者らが関わる大阪の都心部・ミナミエリアにおいても、こ

うした観点から、メインストリートである御堂筋の道路空間再

編事業やなんば駅前広場整備事業などが構想・展開されており、

地元商店街やエリアマネジメント団体などでも「いかにして回

遊性を高め、快適で歩きたくなるエリアにし、地域消費や多様

な活動を楽しめるようにするか」の議論を進めているところで

ある。 

加えて、回遊性の検討調査にあたって、これまでは歩行者通

行量調査などに頼っていたが、人流や滞在状況、さらにはよく

撮影される場所など都市の特質等を把握する手段としてスマ

ートフォンの普及を背景に Wi-Fi データやアプリケーション

のGPS データを取得し、ビッグデータとして活用する場面が

急増しており、それらを取り上げた都市解析の研究も進められ

ている。今後はよりミクロで解像度の高いデータの取得及び分

析を通じて、エリアの各課題への対応が求められることが考え

られる。 

本論文では、まず回遊性創出の検討の状況を俯瞰しながら、

大阪・ミナミ御堂筋を題材にした回遊性のあり方について考察

をするとともに、その検討の一つの手段として昨今急速に活用

が進むビッグデータを用いて試行的に行った分析結果を通じ

て、回遊性の創出に向けたエリアプランニングの視点を提示す

ることを目的とする。 

２．回遊性に関する既往研究・調査と本研究の位置付け 

（１）回遊性に関する既往研究の整理 

 「歩いて楽しいまちなか」のキーワードである「回遊性」に

ついては、主に都市構造、商業店舗の立地状況、エリアの特質

などの観点から研究が進められている。 

（Ⅰ）都市構造に関する既往研究 

都市構造の定量的分析として、街路の幾何構造に着目したネ

ットワーク分析が挙げられる。福山・羽藤 1)はバルセロナの旧

市街地において、街路と広場で構成されるネットワークの分析

を行った。歩行者の行動圏域ごとにリンク媒介中心性という新

たな指標を設定することで、街路ネットワーク及び広場立地の

特性を歴史的形成過程との関連性から定量的に評価している。

永杉・羽藤 2)は駅を起終点とする回遊行動の閉路特性に着目し、

そのルート数をまちの回遊ポテンシャルを捉える定量的な指

標として提案している。ネットワーク分析は、街路空間の結節

点などを評価することができるが、それ以外の要素は捨象する

ため、回遊行動の目的となる商業店舗などは考慮していない。 

（Ⅱ）商業店舗の立地分析に関する既往研究 

 商業店舗の立地分析として、Jones and Simmons3)は、店舗を

出店するかどうかは結節点からの距離に依存し、そしてその傾

向は業種ごとに異なることを明らかにした。また、松澤 4)は、

店舗業種の地理的分布をもとに、東京の繁華街は駅を中心とし

た三層構造を形成していることを発見した。これらの研究では，

結節点などの場所の持つ利便性と各業種の立地傾向を明らか

にしているが、実際の人の行動との関係は明示的には扱われて

いない。また、これらの研究において、店舗は業種や地価など

の外生的に与えられる属性により予め分類・集計されており、

個々の店舗の違いやエリアの特質を捉えることが困難となっ

ている。 

（Ⅲ）エリアの特質の定量的評価に関する既往研究 

伊藤 5)は東京都の各エリアの業種構成や空間的な分布の特

化度を情報量を用いて評価し、エリアごとの個性を明らかにし

た。稲垣ら 6)はミナミエリアを対象に、店舗の共起関係に基づ

いて店舗集積を生み出す店舗の潜在的な属性を推定し、それが

エリアの特質として解釈できる可能性を示した。これらの研究

は既存の店舗の集計データを組み合わせ、新たな店舗の分類軸

の設定によってエリアの特質を定量的に把握しているが、分析

対象は店舗の位置関係や業種構成であり、回遊行動の場として

の街路空間は考慮していない。 

（Ⅳ）都市構造と商業店舗の立地状況の関係に着目した既往研

究 

Porta et al.7)はSpace Syntax理論に代わる街路ネットワーク評

価手法としてMultiple Centrality Assessmentを提案し、近接中心

性、直進中心性、媒介中心性、情報中心性の4つの中心性指標

が店舗の分布と相関があることを明らかにした。太田 8)は建物

ノードを分岐として持つ街路ネットワークモデルを構築し、建

物の延床面積で重み付けすることにより、建物の規模・構成・

配置が街路ネットワークにおける媒介中心性に与える影響を

考察している。また都市構造とは異なるが、武田・有馬 9)は歩

道の幅員といった歩行環境や商業店舗の立地状況など回遊行
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動に関わる複数の要素を数値指標化し、回遊性能を定量的に評

価している。これらの研究は、街路ネットワークの特性、商業

店舗の立地傾向、歩行環境がそれぞれ関係しあっていることを

示しており、回遊性の検討にあたってはこれらを複合的に考え

ることの必要性を示唆している。 

（２）ミナミ御堂筋における回遊性の議論 

筆者らはミナミ御堂筋沿道の地権者の会である「ミナミ御堂

筋の会」の事務局を務めながら、周辺の商店街・まちづくり団

体とともに、大阪市建設局が進める道路空間再編事業について

意見交換を図り、モデル整備で拡幅した歩道において滞在空間

としての御堂筋の魅力を検証する社会実験「御堂筋チャレンジ」

を実施しており、現在、御堂筋なども含めたエリア全体の回遊

性向上についても関係者と議論を進めている。議論の中で浮か

び上がった課題を3つ提示する。 

（Ⅰ）密度の緩和・分散化 

 新型コロナウイルスの流行以前は、インバウンド観光客の来

街によって、なんば駅から直接接続し南北に貫通する戎橋筋商

店街や、ミナミの観光スポットである道頓堀などに過度に人が

集中する状況があった。こうした過度な集中による混雑が回遊

性を低下させているとして、東西の通りに誘導するなどの施策

が必要との研究成果も提示されており 10)、来街者をうまく分散

させていく方法が課題である。 

（Ⅱ）滞在行動の創出 

かねてよりショッピングセンター等の商業施設では来街者

に快適に過ごしてもらいながら購買行動を誘発するための店

舗開発・研究が行われている。御堂筋においては、社会実験「御

堂筋チャレンジ」で、滞在空間としての機能を実証すべく、来

街者の実験前後の行動の変化を調査し、道路上にベンチ等を設

置することで滞在時間が大幅に延び、携帯電話による情報取得

や飲食などの行動が増えたことが確認されている 11)（図―１）。 

図－１「御堂筋チャレンジ」による来街者の行動変化 

（Ⅲ）表通りと商店街との連動 

 表通り（メインストリート）である御堂筋は歩道も拡張され

た開放的な空間であり、一方で街区内に位置する商店街は狭い

幅員で店舗がひしめき合う親密な空間である（図―２）。これ

らの空間の相違・特徴をうまく分担させ、相互に人の行き来が

できる空間形成が課題であるという議論が出されている(1)。 

図－２御堂筋と戎橋筋商店街 

（３）考察 

エリアの特質は、誰もがその存在や価値を認識していながら

も、個々人の主観的・定性的な価値観であり、定量的な指標化

が困難なものとして、これまで計画外のものとされてきた。 

今後の都市プランニングはこのようなエリアの特質、固有に

抱える課題を適切に把握したうえで、街路空間の有効活用や既

存店舗の更新など、小さな取り組みを積み上げていくことが求

められる。その際、回遊性を生み出す要素としての商業環境や

街路空間等を一体で考え、相互の関係性を把握することはエリ

アの回遊性創出に向けたプランニングにおいて有用であると

考えられる。 

３．ビッグデータを用いた分析 

（１）ビッグデータを用いた分析の目的 

１でも述べたように、近年エリア内における人の移動や活動

に関する位置情報データ、個々人の属性・好みなどの主観が反

映された SNS データ等がビッグデータとして活用されるケー

スが増えている。２-（２）で挙げた課題（Ⅰ）及び（Ⅱ）にお

いても、実際に必要なデータを観測し、現状把握や取り組みの

効果検証を定量的に行っている。 

本研究では、２-（２）で挙げた課題のうち、「（Ⅲ）表通りと

商店街との連動」について、エリアの特質という視点から、詳

細な店舗データを用いて定量的に分析・検討した。 

（２）対象エリアとデータの概要 

本研究では位置情報 SNS である foursquare 12)から入手した

POI（Point of Interest）データを用いる。このデータは主として

商業店舗や公共施設で構成されており、店舗名，業種，緯度，

経度の情報が含まれている。これらの店舗情報は foursquare利

用者により登録されている(3)。特に業種は観測可能な範囲で詳

細に設定されていることが特徴であり、10の大業種、941の小

業種で構成されている。例えば、飲食店として大きく分類でき

る場合であっても、イタリア料理店や中華料理店などに細かく

分類されている。今回の分析では、御堂筋、ネイザンロード（香

港）、オーチャードロード（シンガポール）、シャンゼリゼ通り

（フランス）を含むエリアを対象とし、POIデータを取得した。

取得した店舗の分布状況を図－３に示す。ミナミは他エリアと 

■ 期間外

■ 期間中

■ 期間外

■ 期間中
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図－３世界の繁華街における商業施設の分布状況とメインストリートの表・裏の関係 

表－１メインストリートの表・裏の商業環境 

メインストリート 

の名称 
店舗数 

エリア 

面積(ha) 

店舗密度

(店/ha) 

御堂筋 3,256 27.7 118 

ネイザンロード 4,839 73.9 65 

オーチャードロード 8,399 65.1 129 

シャンゼリゼ通り 1,279 64.1 20 

図－４メインストリートの表・裏の範囲設定 

比べて高密度に商業施設が分布しており、また夜の娯楽スポッ

トが充実しているなど、来街者の目的地が多様でありそれが空

間的に分散していることが特徴である。 

（２）店舗の分布状況とメインストリートの表・裏の関係 

メインストリートの表と裏によるエリアの特質を把握する

ために、各エリアのメインストリートに立地する店舗を抽出し

た。店舗の抽出にあたっては、図－４に示す通り、メインスト

リート及び面している建物を含む範囲を表、メインストリート

の両側に位置する道路及び面している建物を含む範囲を裏と

した。抽出した店舗データの概要を表－１に示す。御堂筋およ

びオーチャードロードの店舗密度は 100(店/ha)を超え、高密

度に店舗が集積している。 

次に業種構成の比較を行う。図-1にメインストリートの表・

裏における店舗業種の構成割合を示す。結果は以下の通り。 

・御堂筋を含むエリア全体では、商業施設が高密度・面的に広

がっており、飲食店、店舗＆サービス、夜の娯楽スポットが

多い。御堂筋の表と裏を比較すると、表側は専門＆その他（オ

フィスや医院など）が多く、裏側は飲食店や夜の娯楽スポッ

トが多くなっている。 

・ネイザンロードを含むエリア全体では尖沙咀および旺角を

中心として商業施設が面的に広がっており、飲食店、店舗＆

サービスが多い。ネイザンロードの表と裏を比較すると、表

側は専門＆その他（オフィスや医院など）が多く、裏側は飲

食店が多くなっている。 

・オーチャードロードを含むエリア全体では、通りを中心に商

業施設が立地しており、飲食店、店舗＆サービスが多い。オ

ーチャードロードの表と裏を比較すると、表側は店舗＆サー

ビスが多く、裏側は専門＆その他（オフィスや医院）が多く

なっている。 

・シャンゼリゼ通りを含むエリア全体では、商業施設が低密度

で面的に広がっている。シャンゼリゼ通りの表と裏を比較す

ると、表側は店舗＆サービス，専門＆その他が多く、裏側は

飲食店、夜の娯楽スポットが多くなっている。 

（３）考察 

御堂筋は他エリアのメインストリートと比べ、店舗密度が高

く、業種については専門＆その他(オフィスや医院など)の割合

は低いものの、飲食店・夜の娯楽スポットの割合が高く、かつ

それらが裏通りに多く立地していることが特徴である。２-（２）

での課題にも挙がっていたように、来訪者が表と裏を相互に行

き来できるような空間を整備することによって、表と裏のエリ

アの特質の違いを活かし、より歩いて楽しいまちなかをつくり

だせる可能性がある。 

エリア全体で見た場合、ミナミエリアは来街者の目的地が多

様でありそれが空間的に分散していること、また夜の娯楽スポ

ットなど利用時間が違う店舗が多く立地するなど、空間的にも

時間的にも機能が異なることが特徴であると考えられ、面的な

回遊を生み出すポテンシャルは高いと考えられる。 
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４．回遊性創出に向けたエリアプランニングについての考察 

（１）ビッグデータを使ったエリアプランニングの可能性 

 本研究で提示した分析結果は一つの例であるが、ビッグデー

タを利用したエリア分析の特徴として、 

・エリア内における人の移動を広範囲かつリアルタイムに測

定することができ、動態を正確に把握できる 

・購買行動や SNS などの定性的なデータと組み合わせれば属

性・好みなど個々のユーザーの特性も把握でき、よりターゲ

ットを絞った検討が可能になる 

・個々の取組に対する仮説・検証の精度を高め、サイクルを早

く回していくことができる 

などが挙げられ、２-（２）で挙げた課題に対して、より有益な

情報を得られる手段でもある。 

 基地局などによる位置情報ビッグデータは、取得精度やプラ

イバシーなどの問題からデータの解像度が低く、よりマクロな

都市圏の分析等に使用される場合が多いが、これらをエリア単

位でエリアの主体が積極的に用いていくことで、 

・回遊性創出に向けたデータオリエンテッドなプランニング 

・その他のデータの重ね合わせ・組み合わせ等による、ユーザ

ーのプリファレンスも反映した回遊行動創出の検討 

・エリア全体での把握による、複数関係主体での共有・合意形

成・連携によるプランニング 

などにも展開できると考えられる。 

 １で述べた「ウォーカブル推進都市」形成への政策潮流にあ

って、エリア単位での回遊創出の検討はますます加速すると考

えられる。その中で、２-（２）で挙げた課題等に対して実証し

ながらプランニングする際のビッグデータ活用は、さらに深化

していくと考えられる。 

（２）エリア単位でのデータ運用等に向けた課題 

 その一方で、これらのデータを用いながらプランニングする

ことの重要性は関係者で認識されているものの、 

・複数主体・関係者がいる中で、これらのデータを誰がどのよ

うに取得し、どのようなルールで共有するのか 

・個人情報の取り扱い等のルールをプライバシーポリシーと

して事前に定めておく必要があるのではないか 

・偏りのあるデータをどのように有効活用していくか 

と言った点が問題点として挙げられる。 

 昨今は自治体のオープンデータ化も進み、民間等でも公共が

整備したデータにアクセスも可能な環境が整えられている一

方、それらはあくまでも都市単位での基盤情報であり、エリア

レベルでのプランニング、さらには回遊性向上に使用するには

難がある。 

（３）今後の課題 

 本研究では回遊性向上に際する状況の整理を行ったうえで、

ケーススタディとしてメインストリートの分析を行った。また、

それに関連して今後のプランニングにおけるビッグデータ活

用の可能性を述べたが、エリアプランニングにおいて具体的に

どのようなデータをどう分析し活用すれば有用な計画・施策へ

とつながるか、それらをどう複数主体と共有しながらエリアの

価値向上へつなげていけるかについては不十分な点が多く、今

後検討を進めていく予定である(4)。 

補注 

(1) ミナミ御堂筋の会が 2018 年に発表した「ミナミ御堂筋ビジョン」に

おいて、「ストリートと界隈がミックスされ、新たな『ストリートカル

チャー』を創出するストリート」として、メインストリートと界隈の

ミックスによる回遊の向上を提案している。 

https://minami-midosuji.net/association 

(2) 本データはここで述べたデータ作成プロセスの関係上、対象エリア全

ての店舗を網羅しているわけではないことに留意する必要がある。 

(3) 業種の分類には foursquare で大業種として定められている以下の 10 

種類のうち、商業エリアに関係すると考えられるA～Eのみを表示し

ている。A：飲食店、B：店舗・サービス、C：夜の娯楽スポット、D：

専門・その他、E：芸術・文化、F：カレッジ・大学、G：旅行・交通、

H：イベント、I：住宅、J：アウトドア・レクリエーション 

(4) 本論の検討のきっかけとなったのは、大阪市建設局担当者や沿道地権

者、商店街関係者やまちづくり団体、有識者等による回遊性向上への

議論であり、様々な示唆をいただいたことについて謝意を表したい。

なお、本論は上記のプロセスを経ながら、筆者らが考察し独自に取り

まとめた内容であり、地域関係者の総意として取りまとめたものでは

ない。 
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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 
三菱電機システムサービス株式会社    長谷川 綾 
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 

 本研究は、読図をともなった地下街経路探索時の脳波特

性を明らかにする試みである。読図をともなった経路探索

においては舟橋 1)を始めとし多くの先行研究が行われてい

る。一方、近年可搬型脳波計の発達により歩行時の脳波特

性に関する研究 2)は多い。しかしながら読図時や経路探索

時の脳波特性について検討した研究は少ない。よって本研

究では地下街経路探索において、読図時と歩行時に焦点を

当て、それぞれの脳波特性を解析することで経路探索時の

迷いの発生について総合的に把握することを目的とする。 

2．実験概要 

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。 
2．2 実験方法 

実験は2019年12月11～20日の平日11～18時の時間帯

に断続的に実施した(1)。被測定者はインフォームドコンセ

ントを得た男子大学生12名をもちいた。 
 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 
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④30秒後，地図を調査者に渡し、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（ Emotiv 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 10 名分の脳波デー

タならびに歩行時間、そして認知地図描画実験で得られた

認知地図を分析データとした。分析データとして採用した

被測定者名を sub01～sub10 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、実験対象地の把握度を「全く知ら

ない」から「よく知っている」の7段階で回答した結果が

図―2 である。これより実験対象地についてほとんどの被

測定者は実験対象地についてあまり把握しておらず、今回

もちいた被測定者群の実験対象地に対する把握度は、おお

むね低い傾向が確認された。次に、歩行実験中に迷いが生

じた場所については五差路となっている Corner3 が最も多

く、次いで最初の屈折点となる Corner1 が続く結果となっ

た。 

3．2 経路探索実験結果 

 経路探索実験より、各リンクにおける被測定者の到達度

合いを図―3 にしめす。これより Corner1 で迷った 2 名以

外は、最終的に地点 G まで到達できていることがわかる。

また、各リンクおよびCorner3の平均通過時間（表―1）よ

り、全てのLinkの通過時間の和が120秒程度であるのに対

し、Corner3付近の通過に平均30秒近くかかっており、歩

行距離に比例せず Corner3 付近で迷いが発生し通過に時間

がかかる傾向がみられ、先のアンケートを裏付ける結果と

なった。 
認知地図描画結果（例えば図―4～6）より、実距離(5)との

差異を求めたものが表―2 である。これより全般的に被測

定者は歩行距離を短く申告していることがわかる。特に

Link2・3のような比較的長い距離では標準偏差が大きくな

ることが認められた。次に地図と認知地図との比率を求め、

歩行時間、到達リンク数を変数としクラスター分析をおこ

なった(6)-(7)。クラスター分析結果のデンドログラムを図―6
にしめす。これより3つのグループへの分類が示唆され、

sub2、8 のグループは実験中のミスが多く空間認知力の低

いグループと推測される。 
 次に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Corne1・3 通過時における脳波データをもとに電極位

置(図―7)(8)、周波数帯域(9)、時間(10)を設定し、頭皮上パワー

マップを作成した。例を図―8～10(7)にしめす。これより読

図時は被測定者間で高いパワーを示す位置が異なる傾向が

みられたのに対し、Corner3通過時は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。次

に、Corner1・3通過時において脳波計の電極の中から前頭

葉に当たる部分の電極AF3、AF4、F3、F4を設定し、時間 
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周波数解析によるスペクトラムパワーマップを作成した

(図―11～15)(7)。これより、全体的にβ波の出現が確認でき

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。 
②読図時と迷い発生時の脳波特性を表記できた。 
③時間周波数解析により迷い発生時の脳波をスペクトラム

パワーマップより確認した。 

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)。 

(2)Emotiv Systems社製、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)sub01～sub18は被測定者番号を示す。 
(8)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） 

(9)EmotivePROでのβ波の周波数帯域（12.0〜25.0Hz)を使 
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用した。 
(10)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 
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レンタサイクル利用者の GPSログデータを用いた京都市観光地の駐輪場に関する分析 

滋賀県長浜土木事務所  泉 慶佑 
大阪市水道局   髙田 彰吾 
大阪工業大学工学部 山口 行一 

１．背景・目的 

京都市では、「京都・新自転車計画」を策定し、誰もが自

転車を活用して安心して心地よく行き交うことのできる

「世界トップレベルの自転車共存都市」を目指している 1）。

京都市は狭い範囲に多くの観光地や名所、寺社仏閣（以下、

便宜上観光地という）が密集しており、また、比較的平坦

な土地が多いので、観光において自転車は人気の交通手段

となっている。 
 近年、京都市では、駐輪場の整備や放置自転車の撤去活

動を強化し、放置自転車を大幅に減少させたものの、物販

店や観光地周辺における短時間の放置自転車への対応は必

要とされている。著者らは2018年に京都市におけるレンタ

サイクル利用者を対象にアンケートを行い、約27%が「駐

輪場の場所がわかりにくい」と回答したことから、迷い行

動や放置自転車が発生していると推測している 2）。 
 本研究では、観光地周辺の放置駐輪問題に資することを

目的とし、京都市の観光地、駐輪場における地理的特性や、

レンタサイクル利用者の迷い行動・放置自転車の発生要因

の分析を行い、類似性をもつ観光地に分類し、解決策を検

討する。 

２．分析データの概要 

（１）調査の概要 

著者らは2018年11月1日（木）～11日（日）（9日（金）

を除く）の10日間に、レンタサイクル店である京都サイク

リングツアープロジェクト（以降 KCTP）と京都 eco トリ

ップ（以降 eco トリップ）から自転車を借りた観光客を対

象に回遊行動調査を実施しており、その調査結果をデータ

として用いる。回収数は141件、アンケート結果と走行軌

跡データで構成されている。アンケート項目は、個人属性、

移動経路の選択方法、観光中に感じた問題点などである。 
（２）分析対象地 

 分析対象とする観光地とその訪問者数を図－１に示す。

走行軌跡データをもとに、調査期間中に296件の訪問先が

あったことを確認したが、本研究では2グループ以上が訪

問した30箇所の観光地とする。駐輪場は市営と民営の有料

駐輪場、観光地のHP や調査協力店であるKCTP と eco ト

リップ 3）が紹介しているものとする。 
（３）走行軌跡データの概要 

 本研究で用いるレンタサイクル利用者の走行軌跡は、「旅

レコ（GPSLOG）」と「HOLUX（GPSロガーM241）」とい

うGPS計測器を用いて収集した5秒間隔のログである。な

お、レンタサイクル利用者1人ではなく、1つのグループ 

図－１ 対象観光地と訪問観光者数 

表－１ 分析概要 

分析対象 図－１に示す30箇所の観光地 
データ数 レンタサイクル利用者の回遊データ141件 

（日本人86件、外国人55件） 

地理的分析

の項目 

・観光地の入口数 
・観光地までのルート数 
・観光地の駐輪場に関する情報（駐輪場の有無

や料金） 
・観光地と駐輪場の距離 
・観光地の入口・駐輪場の警備員の有無 

迷い行動・ 
放置自転車

の発生要因

の分析項目 

・迷い行動の発生状況 
・放置自転車の発生状況 
・迷い行動、放置自転車の発生要因 

で1台の計測機を取り付けている。自転車に直接GPS計測

器を取り付けたので、走行、停止が判断できる。 

３．観光地・駐輪場に関する分析 

（１）分析概要 

分析項目を表－１に示す。まず、地理的分析とは、観光

地と駐輪場の位置関係などを把握するもので、地図や現地

訪問により、観光地の入口、観光地に向かうルート、駐輪

場に関する情報、観光地と駐輪場の距離、観光地と駐輪場

における警備員の有無を空間的に把握する。次に、迷い行

動・放置自転車の実態を把握する。GPSログデータを用い

て、迷い行動・放置自転車が実際にどこでどの程度発生し

ているのかを把握する。そして、地理分析の結果とGPSロ

グデータを用いて、迷い行動・放置自転車の発生要因分析

を行う。 
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図－２ 迷い行動の例 

（２）迷い行動の定義 

 最終的に駐輪するが、図－２に示すように、進行方向に

駐輪場があるにも関わらず迂回したり、通り過ぎた後に引

き返して駐輪したりする場合を迷い行動と定義している。

なお、迂回後に飲食店や他の観光地に訪問している場合は

迷い行動とはみなさない。 
（３）放置自転車の定義 

観光地のHPや調査協力店が紹介している駐輪場以外

（路上や観光地周辺の空きスペースなど）に駐輪している

場合を放置自転車と定義している。市営や民営の有料駐輪

場などに駐輪している場合は放置自転車に含まない。 

４．分析結果 

（１）対象観光地と駐輪場の地理的分析 

 図―３に観光地に関する地理的分析の結果を示す。観光

地に進入するルート数は、6本以上が27％、3～5本が30％
となった。観光地の入口が5箇所以上ある観光地は13％で、

八坂神社、下賀茂神社などである。また、3～4箇所が40％
となっている。駐輪場と目的地の距離は、100m以下が67％
を占めるが、一方で301m以上が10％あり、駐輪してから

参道を歩く清水寺や銀閣寺が属する。図―４に観光地の駐

輪場に関する地理的分析の結果を示す。83％の観光地が敷

地内に駐輪場を有しており、その場合は高台寺の1箇所を

除き無料であった。33％の観光地の入口に警備員がおり、

40％の駐輪場に警備員がいた。 
（２）迷い行動・放置自転車の実態分析 

図－５に、対象観光地における迷い行動と放置自転車の

発生実態に関する分析結果を示す。分析を行った30箇所の

観光地の中で、迷い行動と放置自転車の両方が発生した観

光地は6箇所、迷い行動のみが9箇所、放置自転車のみが

7箇所となり、約7割にあたる22箇所で迷い行動や放置自

転車が発生している。観光客が迷い行動と放置自転車どち

らも発生していない観光地は8箇所となった。 
（３）迷い行動・放置自転車の発生要因分析 

 分析により得られた迷い行動・放置自転車の発生要因と

発生件数を表－２に示す。「①案内標識はあるが、多言語表 

図－３ 観光地に関する地理的分析結果 

図－４  観光地の駐輪場に関する地理的分析結果 

図－５ 迷い行動・放置自転車の実態分析結果 

記ではない」、「②案内標識はあるが、駐輪場に関する情報

が不足している」、「⑩駐輪場が観光地の中にあるが門の先

にあるので進入をためらう」の順に多かった。また、駐車

場を目指して走行するが、駐車場に駐輪場がないので、そ

の後、離れたところにある駐輪場を探すケースもあった。

ほかには、有料駐輪場に迷わず到着するものの、有料のた

め周辺をさまようケースや、スマートフォンのナビで自転

車用や徒歩用のルートを進むケースもあった。 
 図－６は、迷い行動・放置自転車の発生状況を地区別に

示したものである。東山地区が突出しているが、対象とし

ている観光地が多いためであり、①、②、⑨、⑩は共通の

課題といえる。 
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んで折り
返し
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表－２ 迷い行動・放置自転車の発生要因と発生件数 

要因 
観光地数

（箇所） 

案内標識 

① 多言語になっていない 26 

② 駐輪場に関する情報不足 19 

③ ピクトグラムが分かりに

くい 1 

④ 案内標識に頼らず目的地

を目視できる道を選択 2 

スマートフォ

ンの案内 

⑤ 自動車用のナビを用いたた

め駐輪場に着かない 1 

⑥ 徒歩用のナビを用いたため

駐輪場に着かない 1 

駐輪場 

⑦ 有料だったので他を探す 2 

⑧ 観光地から離れた場所に

ある 5 

⑨ 案内のある駐車場から離

れた場所にある 10 

⑩ 観光地にあるが門の先に

あるため進入をためらう 17 

図－６ 迷い行動・放置自転車の地区別発生件数 

５．迷い行動・放置自転車からみた観光地の分類 

（１）分析概要 

数量化Ⅲ類およびクラスター分析を行い、観光地と駐輪

場の地理的特性、迷い行動・放置自転車の発生要因からグ

ループ分けを行う。本分析では、数量化Ⅲ類のデータとし

て、先述の調査・分析の結果を用いる。具体的には、「敷地

内の駐輪場の有無」、「駐輪場の料金の有無」、「観光地の入

口数」、「駐輪場と観光地までの距離」、「観光地における警

備員の有無」、「駐輪場における警備員の有無」、「経路上の

駐輪場情報が不足している」「駐輪場までに侵入をためら

う」、「案内のある駐車場と駐輪場が離れている」「レンタサ

イクル利用者の訪問者数に対する迷い行動率」、「レンタサ

イクル利用者の訪問者数に対する放置駐輪率」、「平均滞在 

図－７ カテゴリースコアの分布（1軸）

図－８ カテゴリースコアの分布（2軸） 

表－３ 固有値表 
軸 固有値 寄与率 累積寄与率 相関係数 
1 0.2851 19.0% 19.0% 0.534 
2 0.2013 13.4% 32.4% 0.449 

時間」の12項目である。 
（２）数量化Ⅲ類による分析結果 

数量化Ⅲ類の分析により得られた、2 つの軸に対するカ

テゴリースコアを図－７および図－８に示す。表－３の固

有値表に示すとおり、固有値は1軸0.2851、2軸0.2013で
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（箇所）

-2 -1 0 1 2 3 4 5
観光地と駐輪場の距離（長）

駐輪場無
有料

滞在時間（1時間以上）
放置駐輪率（1～25%）
放置駐輪率（50%以上）

進入をためらう（問題なし）
警備員有（入口）

観光地と駐輪場の距離（中）
警備員有（駐輪場）

1～25%（迷い）
観光地入口数（少）

駐車場と駐輪場の距離（問題なし）
26～50%（放置）

駐輪場の情報不足（問題あり）
滞在時間（30分以上1時間未満）

観光地入口数（多）
26～50%（迷い）

駐輪場の情報不足（問題なし）
駐車場と駐輪場の距離（問題あり）

観光地入口数（中）
0%（迷い）

警備員無（入口）
警備員無（駐輪場）

0%（放置）
駐輪場有

無料
進入をためらう（問題あり）
観光地と駐輪場の距離（短）

滞在時間（30分未満）

-3 -2 -1 0 1 2 3

警備員有（入口）
警備員有（駐輪場）

駐輪場の情報不足（問題なし）
0%（放置）

進入をためらう（問題なし）
滞在時間（30分以上1時間未満）

観光地と駐輪場の距離（長）
観光地入口数（少）

駐車場と駐輪場の距離（問題なし）
駐輪場有

無料
観光地と駐輪場の距離（短）

観光地入口数（中）
0%（迷い）

1～25%（迷い）
26～50%（迷い）
1～25%（放置）

滞在時間（1時間以上）
進入をためらう（問題あり）

駐車場と駐輪場の距離（問題あり）
駐輪場の情報不足（問題あり）

観光地と駐輪場の距離（中）
滞在時間（30分未満）

26～50%（放置）
有料

警備員無（入口）
警備員無（駐輪場）
観光地入口数（多）

駐輪場無
51%以上（放置）
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ある。寄与率は1軸19.0％、2軸13.4となっている。相関

係数は1軸0.534、2軸は0.449となっているが0.50程度で

あるため 2 軸で分析を進める。1 軸は、正の方向に「観光

地と駐輪場の距離が離れている」、「駐輪場が有料」負の方

向に「駐輪場までの距離が短い」、「駐輪場が無料」が分布

していることから、「駐輪場までの地理的利便性」と名付け

た。一方、2軸は、正の方向に「警備員有（観光地入口）」、

「警備員有（駐輪場）」、「駐輪場の情報に問題がない」の項

目が、負の方向に「警備員無（観光地入口）」、「警備員無（駐

輪場）」、「観光地入り口数（多）」の項目が分布しているこ

とから、「情報提供」と名付けた。そして、1 軸を縦軸、2
軸を横軸にとり、サンプルスコアの分布を図－９のように

作成した。サンプルスコアの近い観光地をクラスター分析

により、グルーピングした。それぞれのグループを「駐輪

場分離・情報未提供型（記号：●）」、「駐輪場結合・情報未

提供型（記号：△）」、「駐輪場結合・情報提供型（記号：■）」

と名付けた。 
（３）グループ別の特徴 

①駐輪場分離・情報未提供型 

「駐輪場分離・情報未提供型」には、敷地内に駐輪場が

ない、民間駐輪場などでの駐輪料金の発生、駐輪場と観光

地の距離が比較的長い、案内標識が無い、迷い行動・放置

自転車の発生割合が高いという特徴がある。清水寺、高台

寺、銀閣寺、八坂神社、平安神宮、二条城といった6つの

人気の観光地であり、各観光地の滞在時間は１時間程度で

ある。迷い行動の割合は低いが、放置自転車の割合が高い。

このグループは、観光地に向かって走行するが、予想外の

場所に駐輪場があるため、観光地周辺において、駐輪場の

場所やルートに関わる情報提供を充実する必要があると考

えられる。 
②駐輪場結合・情報未提供型 

 「駐輪場結合・情報未提供型」は、観光地の敷地内に無

料の駐輪場がある、観光地の入口にも駐輪場にも警備員が

立っていない、駐輪場に関する情報が不足している、寺社

の門など自転車で進入をためらう景観を持っているという

特徴がある。伏見稲荷大社、京都御所、東福寺、御室仁和

寺といった滞在時間が1時間から1時間半程度の観光地と

下賀茂神社、東本願寺、西本願寺といった30分程度の滞在

時間の観光地が混在している。敷地内に駐輪場があるにも

かかわらず、半数程度の観光地において放置自転車が発生

している。観光地あるいは駐輪場に誘導員を配置すれば、

迷い行動や放置自転車削減の効果を期待できる。 
③駐輪場結合・情報提供型 

 「駐輪場結合・情報提供型」は、観光地の敷地内に無料

の駐輪場がある、観光地の入口にも駐輪場にも警備員が立

っているという特徴がある。三十三間堂、建仁寺、東寺、

金閣寺、龍安寺といった観光地で、滞在時間は１時間程度

がほとんどである。他グループと比較すると際立った問題

点はなく、放置自転車も発生していない。 

図－９ サンプルスコアの分布 

６．総括 

本研究は、GPSログデータを用いて京都市の観光地・駐

輪場における地理的特性や、レンタサイクル利用者の迷い

行動・放置自転車の発生要因の分析を行い、数量化Ⅲ類、

クラスター分析を用いて観光地のグループを作成し、解決

策の検討を行った。 
まず、レンタサイクル利用者141人から296件の観光地

訪問データが得られ、日本人のみで 25％、外国人のみで

38％、全体で29％が迷いの行動や放置自転車が発生してい

ることを述べた。 
次に、レンタサイクル利用者の訪問が多かった観光地30

箇所中、22箇所では迷い行動と放置自転車どちらか、ある

いはその両方が発生していることを明らかにした。 
また、迷い行動・放置自転車の発生は、駐輪場から目的

地までの距離や駐輪料金などアクセスに関連する地理的特

性と、自転車での進入をためらう景観でありながら、観光

地の入口、駐輪場に警備員が立っていないことなど誘導性

に関連する情報提供特性が主な原因であることを明らかに

した。 
そして、観光地を数量化Ⅲ類を用いて「駐輪場分離・情

報未提供型」「駐輪場結合・情報未提供型」「駐輪場結合・

情報提供型」の3つに分類した。レンタサイクル利用者が

周遊することを踏まえても、有料を理由に放置自転車をす

るケースはまれであることなどから、特に、「駐輪場分離・

情報未提供型」「駐車場結合・情報未提供型」の観光地で誘

導員を配置するなど、レンタサイクル利用者に資する情報

を効果的に届けることが重要であることがわかった。 

【参考文献】 
1）京都市情報館「京都・新自転車計画」、

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000179704.html、 2020年2
月5日アクセス 

2）久保山凌、鹿屋遼悟、高木克樹、山口行一、岩崎義一、「観光

地におけるレンタサイクル利用者の回遊行動分析」、日本都市計

画学会関西支部研究発表会講演概要集、2019年、17巻、ｐ81‐
84 

3）レンタサイクル京都ecoトリップ「自転車の駐輪に関するお願

い」、https://kyoto-option.com/map/#i、2020年2月5日アクセス 
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1 都市公園における新型コロナウィルス感染症の流行が公園利用に及ぼす影響 

 ○尾谷 悠介，嶽山 洋志，山本 聡，薬師寺 恒治，中瀬 勲 

 The Effect of the outbreak of infectious disease (COVID-19) on urban park usages 

 ○Yusuke Otani，Hiroshi Takeyama，Satoshi Yamamoto，Tsuneharu Yakushiji，Isao Nakase 

 感染症対策，オープンスペース，公園利用，セルフレクリエーション，バーチャルアクティビティ 

 infection control measures，open space，park usage，personal recreational activities，virtual activities 

 

 新型コロナウィルスの流行に伴い、日本国内では不要不急の外出の自粛や県境をまたぐ移動の自粛など、ライフ

スタイルの変化が見て取れる。本研究では、このような状況下での公園が果たす役割について、主に利用実態と利

用者意識から捉えることとした。その結果、新型コロナウィルスの流行の影響を避ける来園者は都市部よりも郊外

の公園を選択する傾向があること、集団利用を自粛し個人で出来るレクリエーションに行動が変化していること、

遊具の利用が両公園で減少していることなどがうかがえた。今後は、これまでの禁止や自粛が中心の対策から、個

人で出来るレクリエーションの推進など、実施可能な活動を発信する必要がある。 

 

 With the outbreak of infectious disease (COVID-19), it showed that Japanese lifestyle has changed as 

to refrain from unnecessary outings and to stay within the prefecture. This study focuses on the role 

played by urban park from the actual state of use and consciousness of users. As a result, it has become 

clear that users who avoid the effects of the COVID-19 outbreak tend to prefer suburban parks to urban 

ones, the behavior changed from group use to individual use, the number of users of play equipment 

decreased in both parks located urban and suburb. In the future, it is necessary to send an information 

of feasible activities such as personal recreational activities. 

   

2 
都市広場における着座設備の導入が滞留者の交流行動に与える影響 

 －尼崎中央公園での社会実験を通じて－ 

 ○服部 美樹，松尾 薫，武田 重昭，加我 宏之 

 
Effects of installing street furniture on the interaction of the people in public space 

 In case of a social experiment in Amagasaki Central Park 

 ○Miki Hattori，Kaoru Matsuo，Shigeaki Takeda，Hiroyuki Kaga 

 都市広場，着座設備，社会実験，交流行動，行動観察調査 

 public plaza，street furniture，social experiment，social interaction，observation survey 

 

 本研究では、尼崎中央公園の噴水広場にて着座設備を導入する社会実験を実施し、滞留者の交流行動にどのよう

な影響があるのかを探った。 

 社会実験は、2019 年 10 月〜11 月に実施し、着座設備は、噴水に沿って配置した円弧型、１箇所に集中して配置

する集中型の２通りで配置し、行動観察調査を通じて、交流行動（同行者・他者との交流行動）の発生状況を把握

した。 

 その結果、着座設備を導入した社会実験時には、噴水周辺と比べて着座設備の方が単独行動の「飲食」、同行者

交流行動の「話す」や他者交流行動の「見る」の割合が高く、特に、噴水周辺と着座設備との間での「見るー見られ

る」の関係、集中型では他者との会話の発生が確認でき、着座設備の導入が滞留者の交流行動を誘発させる可能性

があることが分かった。 
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 A place where people are interacting each other is said to be the good place in public space. The 

purpose of this study is to find the effect of installing street furniture in public space on the 

interaction of the people. We conducted a social experiment by installing some sets of table and chair 

in the fountain square in Amagasaki Central Park and observed behaviors of people in there. The sets of 

table and chair were set in two ways, one is along the fountain, the other is in one place. This 

experiment was found that people sitting on the installed chairs have a higher ratio of 

“eating/drinking”, “talking with their family or friends” and “seeing strangers” than people 

sitting on the fountain. In addition, behaviors of people talking with strangers are observed when the 

sets were set in one place. Therefore, the installation of street furniture in public space may stimulate 

the interaction of the people. 

   

3 地域再生におけるエディブル・ランドスケープの役割とその可能性 

 ○藤原 優美子，松尾 薫，武田 重昭，加我 宏之 

 The role and potential of edible landscape in regional revitalization 

 ○Yumiko Fujiwara，Kaoru Matsuo，Shigeaki Takeda，Hiroyuki Kaga 

 エディブル・ランドスケープ，地域再生，住民組織 

 edible landscape，regional revitalization，community organizations 

 

 本研究では、地域再生におけるエディブル・ランドスケープの役割を、世界における変遷と日本における取り組

みの実態から捉え、その可能性を探った。調査では、文献調査及び地域住民が主催する日本のエディブル・ランド

スケープの事例に対するヒアリング調査を実施した。その結果、エディブル・ランドスケープは、食糧確保に加え、

教育的意味や経済的効果、コミュニティ再生までを含めた総合的な地域再生の役割を持つようになったこと、取り

組みの実態調査から、食べられる植物の｢植える｣から｢食べる｣の各プロセスにおいて、地縁組織との連携に加え、

エディブルというテーマ性が公的組織との連携や企業や住民組織といった多様な主体との関わりを誘発する可能性

があることを明らかにした。 

 

 In this research, we grasped the role of edible landscape in regional revitalization from its history 

in the world and its activities in Japan, and explored the potential. In the surveys, we conducted 

bibliographic surveys and interviews on the case of edible landscape in Japan managed by local residents. 

As a result, edible landscape has not only food security but also a role of comprehensive regional 

revitalization including educational meaning, economic effect, and community revitalization. Also, in 

each process from "planting" to "eating" of edible plants, in addition to the collaboration with 

neighborhood associations, the theme of edible may induce the collaboration with public organizations 

and various stakeholders such as companies and community organizations. 

   

4 
設置管理許可制度を活用した都市公園における公共性と収益性の担保のあり方 

 －天王寺公園エントランスエリア「てんしば」を事例に－ 

 ○加藤 翔太，佐久間 康富 

 

A Study on Ideal Way of Ensuring the Publicness and Profitability of Urban Parks by Using Installation-

Management Permission System 

 A Case Study on TEN-SHIBA, Entrance Area of Tennoji Park 

 ○Shota Kato，Yasutomi Sakuma 

 設置管理許可制度，パークマネジメント，公共性，天王寺公園，てんしば 

 Installation-Management Permission System，Park management，Publicness，Tennoji Park，TEN-SHIBA 

 

 近年、民間事業者による都市公園の管理運営が進められてきている。本研究では、天王寺公園エントランスエリ

ア「てんしば」を対象に、大阪市と近鉄不動産の公共性と収益性ならびに事業評価の実態を把握し、公共性と収益

性の担保のあり方を目的としている。調査の結果、収益性よりも公共性を重視し、多くの利用者が利用する場所を
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確保するために芝生広場を維持管理していること、イベントやテナントの選定の際には誰もが利用しやすい環境を

担保していることがわかった。公共性に配慮し公園機能を充実させることによって、集客力を向上させる。その結

果、持続的な公園運営を可能にし、ひいては賑わいの拠点としてエリアの活性化が期待される。 

 

 In recent years, the management of urban parks has been promoted by the private sector. This study 

aims to clarify how to ensure the publicness and profitability of TEN-SHIBA, entrance area of Tennoji 

Park, based on the ideas of Osaka City and Kintetsu Real Estate regarding the publicness, profitability, 

and project evaluation. The results of the study revealed the three things. The first is that the 

emphasis on publicness rather than profitability. The Second is that the lawn area is maintained to 

ensure that a large number of users have a place to use it. The third is they are ensuring that the 

environment is accessible to everyone when selecting events and tenants. By improving the function of 

the park, it will improve its ability to attract visitors and sustainably park management. It is expected 

to revitalize to become a base of community by the park bustling. 

   

5 緑地地域の変遷にみる昭和 30 年代の京都市における都市像の変化について 

 ○田中 優大，阿部 大輔 

 
Study on the Change of the Urban Image of Kyoto City in the decade from 1955 to 1964 in the Transition 

of Green Space 

 ○Yudai Tanaka，Daisuke Abe 

 緑地地域，京都市，都市像 

 Green Space，Kyoto City，Urban Image 

 

 本研究は、京都国際文化観光都市建設法の制定を背景として大幅な用途地域の変更が行われた昭和 30 年代の京都

市を対象に、緑地地域の指定から当時の都市像とその変化について明らかにし、その計画論的意義について考察を

行った。本研究からは、１）昭和 30 年代の京都市において、1955 年の緑地地域指定による変化と 1962 年の解除に

よる変化の二度の都市像の転換がみられたこと、２）一度目の都市像の転換は、緑地制度を京都市に導入する国の

意図を背景とした特別都市建設法の制定を契機として議論が背景にあったこと、３）二度目の転換における手法が

同時期の他の緑地地域指定都市と類似していたこと、が明らかとなった。 

 

 This study examines the changing Urban image and its significance by looking at the changes in the 

green space of Kyoto City in the 1950s. 

 The results of the study , 1) In the 1950s, Kyoto's urban image changed twice. The first time was in 

1955 when the city was designated as a green space, and the second time was when the green space was 

removed. 2) The first change in the Urban image of Kyoto city came about with the enactment of the 

Special City Construction Law against the backdrop of the government's intention to introduce a green 

space system in Kyoto City. 3) the methods used in the second Urban image conversion were same as the 

other city designated as a green space. 

   

6 
京都市における簡易宿所の立地変容に関する研究 

 －地価への影響と廃業に着目して－ 

 ○川井 千敬，阿部 大輔 

 
A Study on Location Change of Budget Hotels in Kyoto City 

 Focusing on the impact on land prices and discontinued lodging facilities. 

 ○Chihaya Kawai，Daisuke Abe 

 簡易宿所，立地傾向，廃業宿泊施設，地価，京都市 

 Budget Hotel，Location Characteristic，discontinued lodging facility，land price，Kyoto City 

 

 本研究は、旅館業法に基づく宿泊施設を対象に、立地動向と地価への影響を検討する。さらに、今後増加が懸念

される廃業宿泊施設にも着目し、その実態を明らかにすることを目的とする。調査の結果から、①簡易宿所は都市

中心部から住宅地や工業地などへ立地拡散しており、2016 年以降この傾向を強めていたこと。②簡易宿所は旅館・
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ホテルに比べ地価の低いエリアへ立地する性格である一方、回帰分析の結果、地価を上昇させる要因となっている

こと。③2018 年度に廃業した宿泊施設の約 9 割が簡易宿所であり、かつ創業わずか 3 年未満で廃業するケースが多

いこと。住宅として提供されるべき不動産に宿泊施設のような地価負担力の高い用途のみが進出できる状況を招く

構図が確認できた。 

 

 The purpose of this study is to clarify 1) location trends, 2) the impact on land prices, and 3) the 

actual status of discontinued lodging facilities, targeting the rapidly increasing number of lodging 

facilities. The survey results show that 1) the location of budget hotels are more prevalent in 

residential and industrial areas than inns and hotels, a trend that has been intensifying since 2016, 

2) budget hotels tend to be located in areas where land prices are lower than inns and hotels, but 

regression analysis shows that this is a factor in increasing land prices, and 3) about 90% of the 

lodgings that went out of business in fiscal 2018 were budget hotels, with many going out of business 

after less than three years in business. 

   

7 
宗教都市における信者の消費行動及び宗教関連商店の利用実態に関する研究 

 －奈良県天理市を事例に－ 

 ○堀 裕貴，岡 絵理子 

 

The study about consumption behavior of behavior in a religious city and public benefits of religion 

related store 

  In case of Tenri-shi, Nara 

 ○Hiroki Hori，Eriko Oka 

 宗教都市，天理教，文化 

 Religious city，Tenri-kyo，culture 

 

 本研究で取り上げる奈良県天理市は、天理教教会本部が置かれていることから宗教都市として広く知られている。

天理教の教勢拡大と共に都市形成がなされてきた天理市は、都市政策においても天理教と協働し個性ある都市づく

りを展開してきた。また天理教信者ではない天理市民の暮らしは天理教とは交わることなく展開されている。しか

し今後の持続可能な天理市を考える上では、天理教によって生まれた独自の文化を活かした新しい暮らしの在り方

を考える必要がある。本研究では天理教信者の街中での消費行動を明らかにし、信者の行動に伴って生まれた宗教

関連商店の文化的価値を見出す事を目的とする。つまり天理教によって生まれた独自の地域資源や潜在価値を多視

点から捉え、今後の天理市の都市づくりへの示唆を得ることを目指す。 

 

 Tenri-shi is learned about widely as a religious city because Tenri-kyo church head office is put. 

And Tenri-shi where city is formed as well as expansion of Tenri-kyo has developed distinctive urban 

policy with cooperated with Tenri-kyo. But in recent years, power decline of Tenri-kyo is happened to 

be seen conspicuously from decrease of the number of believers and the number of churches. It's put up 

urban development for which don't depend on Tenri-kyo by recent urban policy of city government. A 

citizen lives without associating with Tenri-kyo.In this research , is intended to clarify the 

consumption behavior of behavior in a religious city and public benefits of religion related store , 

and get suggestion  urban design after this. 

   

8 
大阪府北部地震被災住宅改修支援制度の妥当性について 

 －茨木市制度を対象に－ 

 ○大塚 康央 

 
The verfication of support measure by cities for damaged houses by 2018 osaka earthequake 

 Targeting support measures of Ibaraki City 

 ○Yasuo Otsuka 

 2018 年大阪府北部地震，一部損壊住宅，市による支援策 

 2018 Osaka earthquake，Partially damaged houses，Support measures by city 
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 2018 年発災の大阪府北部地震による住家被害は、一部損壊が大半であったが、住宅復旧への国による支援は全半

壊に限られ、一部損壊住宅は対象外である。このため、市による独自の支援が実施されたが、所得条件を設ける、

設けないで市により差異が発生することとなった。この制度の違いを評価することが、今後の政策、施策の評価に

つながると考え、所得制限を設けた茨木市の施策効果について分析をしたものである。分析の結果、所得制限によ

り支援対象外となった世帯においては、工事費用が課題としたものは少なく、支援対象世帯は、工事費用の捻出に

課題を有している世帯が多いことが分かり、対象を絞り支援額を増額した茨木市の施策は妥当であったと評価でき

ることが分かった。 

 

 This study aims to validity verification the support system which was carried out for the restoration 

of house damaged by 2018 Osaka earthquake.  

 Most of the houses damaged by the 2018 Osaka earthquake were partially damaged, but there was a 

significant effort to restore the houses. The government support is limited to the total or harf 

destruction of the house and not to the partially damaged houses. For this reason, cities provided their 

own support. The support system was different Ibaraki City and others from Takatsuki City and others, 

whether to consider income in determining the target of support. 

 As a result of analysis by a questionnaire survey conducted by Ibaraki City, the city's support 

measures with income restrictions and high support amounts were generally appropriate. 

 In addition, I consider that support for damage from natural disasters should be provided over a wide 

area, and it is not desirable that there are differences among cities. 

   

9 
地方都市における駐車場の立地傾向とガレージ式駐車場の用途転換の実態 

 －大阪府泉大津市を事例として－ 

 ○伊藤 槙之介，佐久間 康富 

 
Location trends of parking lots in local cities and the actual conditions of garage parking lot conversion 

 A Case Study of Izumiotsu City, Osaka Prefecture 

 ○Shinnosuke Ito，Yasutomi Sakuma 

 低未利用地，貸しガレージ，用途転換 

 low and unused land，rental garage，Conversion to other uses 

 

 自動車社会の進展に伴い、多くの駐車場が設置されてきた。近年、これらの駐車場を含めた低未利用地を有効活

用することが課題となっている。本研究では、大阪府泉大津市において駐車場の全数を把握し、駐車場の特性を明

らかにした。市内全域を調査し、駐車場の種類により駐車台数に特性があること、用途地域により立地特性がある

ことが分かった。駐車場のうち、貸しガレージにおいて、転用事例があることが分かった。この事例を 4 つのパタ

ーンに分類した。貸しガレージの転用事例の詳細を明らかにし、低未利用地の利活用につなげることが今後の課題

である。 

 

 With the development of the automobile society, many parking lots have been set up. In recent years, 

effective utilization of low unused land including these parking lots has become an issue. In this 

study, we grasped the total number of parking lots in Izumiotsu City, Osaka Prefecture and clarified 

the characteristics of the parking lots. When we surveyed the entire city, we found that the number of 

parking lots was characteristic of the type of parking lot and the location was characteristic of the 

restricted area. It turned out that there was a case of diversion in the rental garage of the parking 

lot. It turned out that there was a case of diversion in the rental garage of the parking lot. This case 

was divided into four patterns. The challenge for the future is to clarify the details of diversion of 

the rental garage and effectively utilize the unused land. 

   

10 
空間の残存状態に着目した悲劇の記憶の叙述変化に関する考察 

 －長崎刑務所浦上支所を事例に－ 

 ○筈谷 友紀子，阿部 大輔 
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A Study on the Narrative Change of Tragic Memory by Focusing on the Remaining State of the Space 

 A Case Study of the Urakami Branch of Nagasaki Prison 

 ○Yukiko Hazutani，Daisuke Abe 

 悲劇の記憶，悲劇の遺産，叙述変化，長崎刑務所浦上支所 

 Memories of Tragedy，Negative heritages，A change in narrative，the Urakami Branch of Nagasaki Prison 

 

 本研究では、被爆遺構でありながら、強制連行された中国人や朝鮮人などを収容していた歴史を持つ長崎刑務所

浦上支所を事例に、悲劇の記憶に関する叙述の変化を明らかにすると共に空間の残存が集合的記憶の形成・継承に

どのような影響を与えるのか考察を行った。本研究から、1)浦上支所跡地に平和公園が建設されたのちも、浦上支

所に関する記憶は当事者らにより鮮明に叙述されていること、2)戦後すぐにおける浦上支所跡地をめぐる叙述は説

明的要素が強かったのに対し、近年にかけてはその印象を俯瞰的に叙述したものが多く見られたこと、3)1991 年に

明らかとなった浦上支所の遺構は、継承すべき記憶とは何かということに大きく揺さぶりをかけたことが明らかと

なった。 

 

 This study focuses on the Urakami Branch of the Nagasaki Prison, which is  atomic bombed remains and 

had a history of housing Chinese who were forcibly deported and Koreans. 

 This study clarified the changes in the narrative of memory of the tragedy and discussed how the space 

affects the formation and inheritance of collective memory. 

 The results showed: 1) the memory of the Urakami Branch of Nagasaki Prison was clearly described by the 

people concerned even after the Peace Park was built on the site of the Urakami Branch of Nagasaki Prison. 

 2) In the immediate post-war period, the narrative of the site of the Urakami Branch of Nagasaki 

Prison  was more "explanatory," but in recent years, many of the narratives have been more "impressions" 

from a bird's-eye view.  3) the remains of the Urakami Branch of the Nagasaki Penitentiary, which came 

to light in 1991, shook the question of what memory should be passed on. 

   

11 
既成市街地せせらぎプロムナード空間創出に係る地域的課題に関する研究 

 －八尾市玉串川を対象として－ 

 ○近藤 慎也，佐渡 拓海，副島 脩平，岩崎 義一，山口 行一 

 
Examinations on local issues related to the creation of a promenade space in built-up urban areas 

 In case of the Tamakushi River in Yao City 

 ○Shinya Kondo，Takumi Sado，Shuhei Soejima，Yoshikazu Iwasaki，Yukikazu Yamaguchi 

 クラスター分析，共分散構造分析，玉串川 

 Cluster Analysis，Analysis of Covariance Structure，Tamakushi River 

 

 近年、まちを流れる農業用水路は農地の都市化によりその役割を終えようとしている。そこで本稿は、大阪府八

尾市内を流れる玉串川を対象とし、農業用水路再生における課題や改善点、住民の意識構造を考察した。主に玉串

川沿線の３校区において三回にわたりワークショップを開催し意見交換およびアンケート調査を行った。調査の結

果、今後の都市に残る農業用水路を住民の憩いの場として再生させるためには、農業用水路としての機能に加え、

景観・生態・防災機能などを備えた多機能的な川にしていく必要があり、整備後の川の環境維持には住民自らが環

境維持のための活動、住民が川に親しみを持ち、川に触れる活動を行い、継続していくことが重要であることがわ

かった。 

 

 In recent years, due to the urbanization of farmland, agricultural water channels running through the 

city nearly ends their roles. The Tamagushi River, which this study focuses on, is an agricultural water 

channel which runs through Yao City, Osaka Prefecture. This paper examines both the structure of 

residents' consciousness and issues for improving Tamagushi River. The workshop was held three times, 

mainly in three school districts along the Tamagushi River. Also, questionnaire surveys were conducted. 

As a result of surveys, it is identified that 1) Tamagushi River needs to have multi functions such as 

landscape, ecology and disaster preventions; 2) local residents have to take part in local activities 

to maintain the good environment of the Tamagushi River. 
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12 
学童保育に着目したエリアマネジメントに関する研究 

 －門真市西部地区を対象として－ 

 ○森川 直哉，副島 脩平，岩崎 義一，山口 行一 

 
A Study on Area Management for Running After-School Care Program Conducted by Local Residents 

 In Case of Western Area of Kadoma City 

 ○Naoya Morikawa，Shuhei Soejima，Yoshikazu Iwasaki，Yukikazu Yamaguchi 

 学童保育，共分散構造分析，地域コミュニティ 

 After School Care Program，Analysis of Covariance Structure，Local Community 

 

 防災上共助などのソフト対策は重要であるため、日ごろから地域社会の絆を強力にし、維持する仕掛けも必要で

ある。本研究では、地域住民による学童保育事業をエリアマネジメントの枠組みで進めていくための課題や運営の

条件を明らかにすることを目的とする。分析の結果、学童保育への期待は、保護者目線からみた回答が多かった。

地域の活用できそうな資源として、多くの分野が挙げられたが、実際に提供できそうな内容は、勉強面やスポーツ

などのサポートなど身近にできる分野が挙げられた。子供の成長に協力できる地域社会を作っていく必要がある。 

 

 Mutual assistances among local residents are important for disaster measurements. It is necessary to 

have a mechanism to strengthen and maintain the social bonds of the local community on a daily basis. 

The purpose of this study is to clarify the issues and management conditions for promoting the after 

school childcare business by local residents within the framework of area management. As a result of 

the survey, the expectation for childcare after school was often seen from the perspective of parents. 

Many fields were pointed out as resources that could be provided by local areas, but the services that 

could be provided actually were those that could be familiar such as study and sports support. 

   

13 
地域における高校生の居場所のあり方と今後の公共施設に関する研究 

 －大阪府岸和田市の高校生を調査対象として－ 

 ○中谷 悦子，岡 絵理子 

 
Study on the Location of High School Students in the Community of Public Facility 

 Survey of High School Students in Kishiwada City, Osaka Prefecture 

 ○Etsuko Nakatani，Eriko Oka 

 居場所，高校生，地域コミュニティ，公共施設 

 Whereabouts，High School Students ，Local Community，Public Facility 

 

 近年問題視されている、中高生のコミュニケーション能力の低下や地域社会における人間関係の希薄化は、彼ら

が日常的に過ごす場所や社会との関わり方に原因がある。本研究では、だんじり祭が盛んな岸和田市の高校生に焦

点をあて調査を行った。岸和田市では地域コミュニティは縮小していながらも、だんじり祭を地域社会に参加する

きっかけとするには十分であったため、高校生の居場所に対するニーズを基に居場所の検討を行い、地域とつなが

る場所を提供することで、さらに地域の活性化につなげる。それは、様々な人が訪れる場所で、地域社会への参加

に対する抵抗を減らすことができる空間とすることが重要である。そのためには、公共施設全体の再構築が今後の

課題となる。 

 

 It has recently been problematic that the places teenagers spend time daily and their social 

relationships result in poor communication skills and lack of bond with their local communities. This 

research focuses on the students of Kishiwada high school in Kishiwada-shi which is known for its 

symbolic feature, "Danjiri-festival." Although the local communities in Kishiwada-shi have become rather 

small, Danjiri- festival is enough for providing them with places that build local bonds, which eventually 

leads to greater local activities. Thus it is important that those places are available for all kinds 

of people and will promote their participation in sociey, which means that the restructure of public 

buildings must be determined. 
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14 尼崎市における子ども広場の設置方針の特徴 

 ○内海 ありさ，阿部 大輔 

 The feature of planning policy of children's playground in Amagasaki city 

 ○Arisa Utsumi，Daisuke Abe 

 設置方針，子ども広場，尼崎市 

 plannig policy，children's playground，Amagasaki city 

 

 1960 年代、様々な自治体が子どもの遊び場を設置した。尼崎市も公園の設置数が少なく、子どもが安心して遊べ

る環境が不足していたことから、「子ども広場」を設置した。そこで、本研究は尼崎市の「子ども広場」を対象に、

設置当初から現在に至る子ども広場の設置方針を整理することで、設置方針の特徴を明らかにする。本研究から、

①子ども広場の設置方針は市政方針の変容と共に 3 回の転換期を迎え、それは大きく 1968 年から 1975 年の積極的

設置期、1976 年から 2003 年の維持管理期、そして 2004 年以降の見直し期に分類できるということ、②子ども広場

の設置方法やその立地は、設置主体が行政か民間事業者で大きく異なるということの 2 点の特徴が明らかとなった。 

 

 In the 1960s, Children's Playground was set up for children by many municipalities in 1960s. Amagasaki 

city also established Children's Playground. Because Amagasaki city had few parks and need a safe 

environment for children to play. This study is to clarify the features of planning policy of Children's 

Playground in Amagasaki city by classifying it from 1968 to 2007. 

 The following 2 features were clarified. 1)The planning policy changed three times with the change of 

municipal policy. The first was the active establishment phase from 1968 to 1975, the second was the 

maintenance phase from 1976 to 2003, and the third was the review phase from 2004 to 2007. 2)The method 

of setting up the Children's Playground and its location was different depending on whether they were 

set up by the municipal or private companies. 

   

15 
総合設計制度における公開空地の占用行為に関する一考察 

 －東京のしゃれた街並みづくり推進条例に着目して－ 

 ○石井 拓弥，岡井 有佳 

 
A Study on the Occupancy in Public Open Spaces of the Planned Development Design System 

 Focusing on the Municipal Ordinance on promoting of SYARETA-MACHINAMIDUKURI of Tokyo 

 ○Takumi Ishii，Yuka Okai 

 総合設計制度，公開空地，地域活性化 

 The planned development design system，Public open space，rebitalization of the district 

 

 近年、日本の都市再生にあたっては、公共空間を人中心の空間に転換し、賑わいを演出する新しい利活用が注目

されている。本論では、公共空間の中でも総合設計制度における公開空地に着目し、東京都と政令指定都市を対象

にアンケート調査およびヒアリング調査を行い、賑わいに寄与する公開空地の占用行為の運用実態を把握した。結

果、公開空地において 21 団体中 12 団体がイベントなど地域の活性化やにぎわいに寄与している実態が明らかにな

った。特に、東京都では積極的な利活用が行われており、東京都のように公共性や公益性を確保したうえで、公開

空地においても収益を確保することが可能となれば、地域の活性化や賑わいに寄与する行為をさらに推進すること

が可能であろう。 

 

 In recent years, urban revitalization of Japanese cities have been focused on new utilization on 

public open spaces with creating a lively atmosphere by transforming public spaces into people centered 

spaces. This paper focuses on public open spaces of the Planned Development Design System and clarifies 

the occupancy of them by questionnaire and hearing surveys to the Tokyo and ordinance-designated cities. 

As a result, 12 out of 21 local governments have been made use of the public open space to contribute 

to the revitalization and activity of the district. In particular, the Tokyo metropolitan government is 

actively using the system and secures revenue in the public open spaces with ensuring the public nature 

and the public interests. If other cities follow the method of Tokyo, it becomes possible to further promote 
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 activities that contribute to the revitalization of the district and its prosperity. 

   

16 EU のネットワーク型プログラム・URBACTⅢにみるコミュニティ再生手法の特徴 

 ○和泉 汐里，阿部 大輔 

 THE CHARACTERISTICS OF THE COMMUNITY REGENERATION METHOD IN THE EU’s NETWORKED PROGRAMME URBACTⅢ 

 ○Shiori Izumi ，Daisuke Abe 

 都市再生，コミュニティ，地域政策，URBACT 

 Urban Regeneration，Community，Regional Policies，URBACT 

 

 本研究の目的は、都市間格差が課題となっている欧州において、衰退コミュニティにおける再生手法の特徴を明

らかにすることである。EU で実施されてきた都市再生プログラムである URBACT に着目し、1 期から 3 期までのテー

マの変遷と、各都市で実践されている再生手法を明らかにすることで、欧州で最新のコミュニティ再生手法の特徴

を明らかにすることを試みた。その結果①URBACTⅢでは小テーマの設定により、分野横断的なネットワークの形成

が図られていること、②ネットワークの分析から、地域活動への参加促進と教育支援の 2 点が共通しているコミュ

ニティ再生手法であるが、各都市や課題に応じた取り組みが求められていること、の 2 点が明らかとなった。 

 

 This aim of study is to characteristics regeneration methods in declining communities in Europe, where 

urban disparity is a problem. Focusing on URBACT, an urban regeneration program that has been implemented 

in the EU, attempted to clarify the characteristics of the latest community regeneration methods in 

Europe by analyzing the evolution of the theme from the first to the third phases and the methods 

practiced in urban. As a result, it became clear that (1) In URBACT III, the formation of a cross-

disciplinary network is attempted through the establishment of topics., and (2) from the analysis of 

the network, it is a community regeneration method that has two points in common: promotion of 

participation in local activities and support for education, but it must be adapted to each city and 

issue. 

   

17 
御堂筋における 2 時期での滞留行動の変化から捉えた空間整備に関する研究 

 －2009 年と 2019 年の調査の比較を通じて－ 

 ○武藤 彩華，松尾 薫，武田 重昭，加我 宏之 

 
A study of Midosuji's space maintenace from changes in  staying behavior between 2 periods of time 

 By analyzing comparatively of investigation in 2009 and 2019 

 ○Ayaka Muto，Kaoru Matsuo，Shigeaki Takeda，Hiroyuki Kaga 

 歩行空間，滞留行動，行動観察調査，空間整備，御堂筋 

 walking space，staying behavior，behavior observation survey，space maintenance，Midousuji 

 

 御堂筋では車から人中心のみちへの空間再編が目指されている。近年、周辺の夜間人口や観光客の来訪が増加す

るなかで、御堂筋に求められる機能も大きく変化してきている。本研究では御堂筋の淀屋橋からなんばまでの区間

を対象に、2009 年に実施された歩行者の滞留行動特性調査の結果をもとに、2019 年に同様の調査を実施すること

で、この 10 年間の滞留行動の変化を明らかにした。歩道と民地の物理特性と滞留行動特性の変化から、今後の空間

整備の在り方を探った。御堂筋の滞留行動の特性は地区ごとに大きく異なり、それらの状況に応じた歩道の拡幅に

よる空間量の確保やオープンカフェの導入による滞留空間の創出などの空間整備が求められることがわかった。 

 

 Midosuji is working on space redesign to transform the street for pedestrians from for cars. In recent 

years, number of population and tourists in surrounding areas are increasing and the people’s needs to 

midosuji has changed greatly. This study looks for the changes in staying behavior between 10years by 

analyzing comparatively on results of investigation about midosuji’s pedestrians’ staying behavior 

from Yodoyabashi to Namba in 2009 to the same investigation done in 2019. by examining the changes in 

physical characteristics of sidewalk as well as roadside private site and staying behavior 

characteristics the ways for forward space maintenances were searched. The characteristics of staying  
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behavior are largely different in each area, and space maintenance are required depending on those 

situations for each area, such as to ensure walkable space by widening the sidewalk or introduction of 

sidewalk café. 

   

18 ヘドニック・アプローチを用いた既成市街地内土地区画整理事業効果の計測に関する研究 

 ○近江 啓補，副島 脩平，岩崎 義一，山口 行一 

 
Measurement of the Effect of Land Readjustment Projects in The Area That Has Already Been Developed 

Using the Hedonic Approach 

 ○Keisuke Omi，Shuhei Soejima，Yoshikazu Iwasaki，Yukikazu Yamaguchi 

 ヘドニック・アプローチ，密集市街地，Box-Cox 変換 

 Hedonic Approach，Densely Built-up Area，Box-Cox Conversion 

 

 現在の既成市街地は、高度経済成長期の昭和 30 年代から農地を宅地化し、ベッドタウンとして木造の賃貸住宅が

大量に無計画に建設された。これにより狭隘な道路に面して老朽木造賃貸住宅が密集し、非常に脆弱な市街地を形

成している。このため、土地区画整理事業では、公共施設の整備改善と区画形質の変更を実施し、災害時における

都市の安全性の向上により、強い市街地の形成に資するとともに、健全な市街地として土地利用の促進を図ってい

る。本研究では、密集市街地での土地区画整理事業に伴う前面道路幅員の変動と路線価の関係に触れ、公共施設の

整備改善された住宅地の路線価に与える影響を計測することを目的とする。 

 

 Today's old urban areas were built in the mid-1950s, during the period of high economic growth. The 

farmlands were converted to houses, and large numbers of wooden rental houses were built haphazardly as 

commuter towns. As a result, many old wooden rental houses facing narrow streets were built in the urban 

areas. For this reason, the land readjustment projects are undertaken for reforming such old urban areas 

to strong urban areas by improving the public facilities and changing the shape of the area. The purpose 

of this study is to examine the relationships between changes in the road width and roadside values 

conducted by land readjustment projects, and to measure the effects of roadside values of residential 

areas. 

   

19 
ビッグデータを用いたエリアの特質把握と回遊性創出への展開について 

 －大阪・ミナミ御堂筋を題材に－ 

 ○稲垣 和哉，橋本 晋輔，絹原 一寛 

 
Analysis of the area characteristics using big data and consideration of the creating pedestrian rambling 

 A case study of Midosuji, Osaka 

 ○Kazuya Inagaki，Shinsuke Hashimoto，Kazuhiro Kinuhara 

 エリアの特質，ビッグデータ，ウォーカブルシティ，回遊行動 

 Characteristics of the area，Big Data，Walkable City，Pedestrian Rambling 

 

 近年では、都心部や駅前などを中心にした「歩いて楽しいまちなか」の創出に向けた検討や実践が盛んに進めら

れている。加えて、回遊性の検討調査にあたってはエリア内における人の移動や活動に関する位置情報データ、個々

人の属性・好みなどの主観が反映された SNS データ等がビッグデータとして活用されるケースが増えている。本研

究では、回遊性創出の検討の状況を整理し考察をするとともに、位置情報 SNS である foursquare の店舗データを用

いた分析を行い、回遊性の創出に向けたエリアプランニングの視点を整理した。 

 

 In recent years, there has been a lot of discussion and practice of making the city a walkable city, 

especially in the central part of the city and in front of the railway stations. In addition, the use 

of big data about people's movements and activities for creating pedestrian rambling is increasing. In 

this study, we organized and discussed trends related to the creation of pedestrian rambling, analyzed 

store data from foursquare, a location-based social networking service, and organized area planning 

perspectives for the creation of pedestrian rambling. 
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20 
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，長谷川 綾，西應 浩司 

 
A Study on EEG Characteristics during Way Finding for Underground Mall with Reading Map 

 In Case of Underground Mall Southern Part of Osaka Station 

 ○Hiromitsu Yokoyama，Ryo Hasegawa，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読図をともなった経路探索実験により、経路探索時

の迷いの発生について認知地図描画と脳波解析から総合的に把握することである。実験は大阪駅南地区の地下街に

て 10 名の被測定者を用いて実施した。認知地図とアンケートより空間認知非優位なグループの傾向を確認できた。

そして、読図時と迷い発生時の脳波特性を表記し、さらに迷い発生時の脳波をスペクトラムパワーマップより確認

した。 

 

 A purpose of this study is to clarify the EEG characteristics of getting lost in underground mall 

during way finding with reading map. We conducted wayfinding experiment using EEG in underground mall 

southern part of Osaka station. The result are as follows. It was recognize that a non-dominant group 

about spatial cognition was existed. And analyzing EEG experiments, we notated the EEG characteristics 

at the time of reading map and when getting lost. 

   

21 レンタサイクル利用者の GPS ログデータを用いた京都市観光地の駐輪場に関する分析 

 ○泉 慶佑，髙田 彰吾，山口 行一 

 
Analysis of Bicycle Parking Lots in Kyoto City Sightseeing Spots Using GPS Log Data of Rental Bicycle 

Users 

 ○Keisuke Izumi，Shogo Takata，Yukikazu Yamaguchi 

 レンタサイクル，迷い行動，駐輪，GPS ログデータ，観光地 

 Rental Bicycle，Stray Behavior，Bicycle Parking，GPS log data，Sightseeing spots 

 

 京都市の観光には自転車が人気の移動手段となっているが、観光地周辺の短時間の放置自転車は課題として残っ

ている。本研究では、放置駐輪問題に資するため、まず、レンタサイクル利用者の GPS ログデータを用いて駐輪場

付近の迷い行動、放置駐輪行動を明らかにし、次に、観光地と駐輪場の地理的特性と駐輪場の情報提供の観点から

タイプ別に駐輪場を分類し、最後に、迷い行動・放置駐輪行動に対する解決策を検討した。迷い行動・放置駐輪の

発生については、観光地と駐輪場の距離など地理的な原因や、寺社付近で自転車での侵入をためらう場所の先に駐

輪場があるなどの情報の量・質が原因になっていることを明らかにした。 

 

 Bicycles have become a popular mode of transportation for sightseeing in Kyoto, but leaving bicycles 

unattended for short periods of time around sightseeing spots remains an issue. In this study, in order 

to contribute to such problems, we first analyzed the GPS log data of rental bicycle users to identify 

stray and illegal bicycle-parking behaviors near sightseeing spots. We found out that the issues of 

stray and illegal bicycle-parking behaviors near sightseeing spots are caused by several issues, such 

as distances between sightseeing spots and parking lots and the quantity and quality of information on 

the bicycle parking lots. Then, bicycle parking lots were categorized by three types in terms of 

geographical feature and information provided to bicycle users. Lastly, we examined solutions by types 

of bicycle parking lots to decrease stray behavior and illegal bicycle-parking behaviors near sightseeing 

spots. 

  

以上 
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