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【第 1会場】 

 

101．古河市の工業の近年の推移について 

飯尾賢人・大島功平・鈴木和馬・山田千紘・福本悠作（学部 2 年） 

 茨城県の南西端に位置している古河市は，2018 年の製造品出荷額等は県内市町村の

うち第 2 位である。古河市の 1980 年から 2018 年までの製造品出荷額推移を調べたと

ころ，2010年代に同出荷額が約 3倍増加していることがわかり，特に 2017年からの伸

びの著しさからこの要因に関して同年に稼働した大型自動車工場の関係性が指摘でき

る。この古河市の工業の繁栄にはどのような裏付けがあるか，他の都市と比較し分析

した。今回の調査では製造品出荷額等の 1980 年から 2018 年までの推移を調べた。先

行研究を参照し，北関東自動車道沿線かつ北関東にある比較対象の都市として，栃木

県宇都宮市と群馬県太田市を選んだところ，高速道路，主要道路，首都圏整備法などの

関係性が GIS による主題図の表示で明らかになった。工業の立地要因をモデル化した

先行研究から考察すると，宇都宮市，太田市，古河市における各種工場の立地要因，ま

た製造品出荷額等の多さを踏まえ，自動車工場の立地を通じて類似性があると考えら

れる。 

 

 

102．古河市中心部における土地利用の実態とその課題 

 田中 伶・渡邊結登・栗城大雅・飯尾賢人 

 大島功平・鈴木和馬・山田千紘・福本悠作（学部 2 年） 

 古河市は茨城県の西端に位置し，江戸時代から古河藩の城下町かつ日光街道の宿場

町として栄えてきた。古河市の中でも比較的家屋が密集している古河駅の付近の土地

利用を 2021 年 9 月に 2 回現地調査した。また，先行研究に示されている 2003 年の土

地利用と比較するため，現地で紙地図に記録した土地利用を ArcGISに入力して分析で

きるようにした。その結果，2003年から 2021年にかけて，古河市中心部を南北に通る

JR 宇都宮線の線路を境に東側の変化が穏やかで西側の変化が激しいといった土地利用

の変化の差がみられる点や，2003 年に一般住宅や廃屋であった所が 2021 年には駐車

場に変化しているなど，モータリゼーションの加速と中心部の過疎化が伺える点など

様々な要因が浮かび上がった。今後は市役所などの関連部門やまちづくりに携わって

いる民間組織に聞き取り調査を進め，さらに中心部の土地利用の変化について数値的

に明らかにしていきたい。 
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103．旧古河城の城下町における土地利用の現況とその傾向 

大庭東真・関口浩人・石田慶吾・伊吹 健（学部 2 年） 

 茨城県古河市に存在していた古河城の大部分は明治時代に行われた渡良瀬川の河川

改修工事によって消失し，堀も埋め立てられたことによって新たに土地が利用されて

きた。しかし，旧古河城跡地北東部に位置する武家地の地域は堀の外の城下町として

発展していたことに加え，堀の跡地を沿うようにして台地を刻み，付近を南北に縦断

する低地よりも標高が高いことから居住地域として活用され続けており，先行研究に

よれば 2003年当時ではその多くの地域が住宅地として活用されている。そこで今回の

研究では先行研究で調査された 2003年当時の当該北東部地域の土地利用から，2021年

9 月現在の土地利用の変化を調査した。その結果は，店舗・住宅の一部が空き地や売地

に変化した例は散見されたものの，2021 年現在でも土地利用に根本的な変化は起きて

おらず，調査地域の土地のほとんどが現在も住宅として土地利用されていることが今

回の調査・研究によって判明した。 

 

 

 

104．白井市における駅前商店街問題の現状とその課題 

森 愛乃・本田修也・野口遼太（経済学部 3年） 

 ニュータウン地域では近年，大型店との競合等を背景に近隣センターの商店が廃業

し，空き店舗が増加するなどの問題が生じている。本研究では，千葉ニュータウンにお

ける大型店を中心とした商業立地の実態を明らかにするとともに，白井駅前商店街を

事例に立地店舗の特徴を明らかにする。あわせて，白井駅前商店街の新展開へ向けた

課題について考察することを目的とする。 

 印西市ではニュータウン地域内における大型商業施設の立地が顕著であり，広い商

圏を形成している。他方で，白井市の白井駅前商店街のように小規模商店街の衰退が

顕在化している。白井駅前商店街では，理容・美容店や学習塾，歯科医院など特定業種

の立地が認められる一方で，商店街の回遊性は失われてきているように思われる。白

井市は，駅周辺地域活性化プロジェクトチームを発足し，トライアル・サウンディング

をはじめとした新たな取り組みを始めている。大型店の集積とは異なる商店街として

の魅力創出が課題となっている。 
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105．栃木県宇都宮市における生活関連施設の立地と近接性 

宮川康佑（学部 4 年） 

 近年，日本の地方都市は郊外化が進み，生活関連施設の低密度化を招いている。本研

究ではまず，中心部活性化を図り，コンパクトシティ政策を行っている宇都宮市にお

ける生活関連施設の立地状況を明らかにすることを目的とした。また，高齢者と子育

て世帯の観点から，生活関連施設との近接性を分析し，その生活環境を評価すること

を目的とした。その方法として，2015 年の国勢調査の町丁目メッシュデータの中心点

から生活関連施設までの道路距離を GIS のネットワーク分析によって求めた。その結

果，高齢者や子供が移動する速度を 60(m/s)と仮定した場合，コンビニエンスストアに

は 10 分前後で移動することができる地点が多かったが，コンビニエンスストアより立

地数が少ない病院は 20分以上かかる地点が多かった。また，コンビニエンスストアへ

の移動に 10分以上かかる地点も存在することもわかり，近接性が悪い場所を具体的に

示すことができた。 

 

 

 

106．福岡市箱崎・馬出地区における土地利用の変化 

宮川貴久（院・前期） 

 福岡市箱崎・馬出地区は九州大学創立の地であり，2019 年までは箱崎キャンパスが，

現在でも馬出地区に病院キャンパスが存在する。加えて，キャンパス周辺には商店街

や大学通り沿いを中心に学生を主な顧客とする店舗が集積しており，藤岡(2018)等に

よると学園町・学生街があった地域である。大学を中心とした町である学園町・学生街

に関する研究は両角(1975)の居住施設からみた学生街の形成や柿嶌(2016)の学生の施

設利用状況からみた学生街と非学生街の差異などの研究が見受けられるが，学園町・

学生街の土地利用の変化に関する研究はあまり事例が挙げられていない。そこで，本

研究では九州大学のキャンパスが箱崎・馬出地区に所在していたことを踏まえて，両

方の地区を対象に土地利用の変化を把握するために住宅地図より作成したデータを用

いて現況(2019)・箱崎キャンパス移転開始時(2005)・両キャンパス所在時(1978)の 3 時

点で分析を行った。 
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107．渋谷駅周辺における歩行者交通量と土地利用との関係について 

シャヒン（院・前期） 

 本研究では，渋谷駅を中心として，地域内の歩行者交通量と町の変化を分析し，両者

の関連を明らかにする。方法としては，渋谷区役所と渋谷再開発協会のデータを利用

し，国土地理院地図で歩行者数を表し，カーネル密度の図を作成する。更に駅からの歩

行者の経路を示し，歩行者の移動を可視化する。また，土地利用現況調査結果に基づ

き，町の変化を考察し，歩行者と宇田川町の土地利用との関係を明らかにする。現在の

結果について，渋谷駅に近いほど，歩行者数が多い。また，駅の北西方向が他の方向よ

り歩行者数が多い，特に宇田川町。更に平・休日の 1 時間内のデータを比べると，平日

の最少人数は休日の約 2 倍であり，休日の最多人数は平日の約 1.5 倍となっている。

今後について，宇田川町の土地利用現況調査結果に基づき，町の変化と歩行者の交通

量を合わせて，歩行者と宇田川町内の土地利用との関係を明らかにする。 

 

 

 

108．公共交通空白地域の分布と流動人口データを用いた行動傾向の分類―東京都  

世田谷区・中野区・杉並区・練馬区を対象に― 

遠藤有悟（院・前期） 

 人の「移動」は，地域の暮らしと産業を支え，大都市や地方を問わず，豊かで暮らし

やすい地域づくりや，個性・活力のある地域の振興を図るうえで欠かせない。本研究で

は，東京都世田谷区，中野区，杉並区，練馬区の 4 区を事例に，公共交通空白地域の分

布および居住者の特性を明らかにしたうえで，流動人口データを用いた行動傾向を分

類してその特性を明らかにしていくことを目的としている。 

 研究の結果，研究地域の約 12％が公共交通空白地域となっていた。路線バスの運行

頻度を考慮した公共交通空白地域の抽出を試みたところ，研究地域の約 30％が公共交

通空白地域となっていた。研究地域における行動傾向を明らかにするために流動人口

データを用いた 500mメッシュにおける 1 時間ごとの行動傾向を分類したところ，駅や

鉄道路線が含まれているメッシュでは 1 日を通して流動人口が多いことが明らかにな

った。 
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109．静岡県遠江国における戦国期の城の立地特性について 

佐々木琢登（院・前期） 

 城郭研究は近年多く研究されているが，城のパーツごとの特性を重視し，城を建築

する際の特徴や理論についてはあまり研究されていない。またそれらを地理的な視点

から見たものは少ない。そこで本研究では，戦国期の城を中心に，城郭研究から戦国期

遠江国における城の立地要因を研究する。 

 研究結果は次の通りになった。1571 年に使用されていた城で，遠江国における城の

立地を見てみると掛川城，高天神城周辺に多く城が建てられている。武田，徳川両氏の

勢力ごとに城を色わけて見ると，掛川城，高天神城と浜松城を分断するように武田氏

が城をとっていたことがわかる。遠江国における城と標高との関係は標高 30m から 40m

の間で一番多くの城が建てられている。比高では 30m から 40m に間をピークに 60m ま

でに，また地形分類別では丘陵地と低地に多くの城が建てられていることが明らかに

なった。 

 

 

 

110．横浜みなとみらい 21地区における開発の変遷とその要因 

大石治憲（院・前期） 

 みなとみらい 21 地区は，当初，業務地区の形成を主な目的として 1960 年代に計画

され，その後，商業地区や住宅地区をゾーニングに加え，目下，開発の最終段階域に近

づきつつある。本研究では，当地区の開発の経緯を整理し，街並みの変化を地図化する

とともに，開発担当者への聞き取りを行って，経済・社会情勢の変化と関連付けながら

当地区の土地利用が現在の状態になってきた要因を明らかにする。 

 土地区画整理事業の進行が早かった，中央地区南部では，1990 年代にオフィス，商

業機能が集積し，同時期，東部には MICE関連施設が立地した。また横浜駅東口に近い

地区の開発も比較的早く行われた。これには交通条件や既存の市街地への近接性が大

きく関わっている。一方，事業の進行が遅かった北部は，バブル崩壊後の経済低迷やリ

ーマンショック等の影響もあり具体的な開発方針が定まらず，土地の暫定利用，計画

の変更，立地企業の再公募などのため最終的な開発が遅れた。 
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111．埼玉県三芳町における「川越いも」を通した農商工連携の実態と課題 

 山内大誠・齋藤菜々海（経済学部 2 年） 

 古賀愛理（経済学部 3年） 

 地方創生，地域活性化に向けた取り組みの一つとして農商工連携が注目されている。

経済主体間の連携が新たな価値を創出することが期待されているからである。本研究

は，埼玉県三芳町における「川越いも」（さつまいも）を活用した農商工連携の実態と

課題について明らかにすることを目的とした。 

 三芳町では伝統的にさつまいもの栽培が盛んであったが，1992 年に伝統的品種の維

持・保存，さつまいもの品質向上，生産の安定，地域ブランド化の推進を目的に「川越

いも振興会」が，町内の上富地区 31 戸の農家で設立された。地道な取り組みを継続し

たことが，「第 54 回農林水産祭・むらづくり部門」における天皇杯の受賞（2015 年度）

につながり，この地域の農産物のブランド化が進んだ。近年では，周囲の食品加工業者

や小売店との連携を通してさつまいもの多様な特産品開発も進んでいるが，伝統的品

種の保存や取引価格の維持に課題を残している。 

 

 

112．埼玉県三芳町における交流を通した平地林利用の取り組みの意義 

 東海林由光・浅川 克（経済学部 3 年） 

 有坂友樹（経済学部 2年） 

 埼玉県三芳町を中心とした武蔵野地域は，2016 年にこの地域で継続されてきた落ち

葉堆肥農法が日本農業遺産へ認定された。この農法は，平地林から供給される落ち葉

が不可欠な資源であり，これをいかに確保するかが課題となっている。本研究は，三芳

町上富地区を中心に取り組まれている非農家との交流を通した平地林利用の意義につ

いて考察することを目的とした。 

 この地域の平地林は，1970 年代から 1990年代にかけて大きく減少してきた。その背

景には，農家の相続税対策の一環として平地林の転用が進んだこと，倉庫や工場など

の都市的土地利用の需要が増加したことなどが関連している。しかし，落ち葉堆肥農

法の継続へ向けて，近年では行政による林野の公有地化，萌芽更新業務委託などの対

策が進められるとともに，「落ち葉野菜研究会」など農家による落ち葉掃き交流事業が

行われている。これらの取り組みがこの地域の平地林の現状や役割の再認識につなが

っている。 
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113．山梨県丹波山村における人口動態の特徴と外部人材による地域づくりの展開 

池田龍弘・斉藤 蒼・住吉透八・若藤萌々（経済学部 2年） 

 過疎問題が指摘されるようになって久しいが，近年「田園回帰」と呼ばれる新たな現

象が現れつつある。人口面でみると，過疎自治体への転入人口の増加がみられること

も少なくなく，移住者による新たな地域づくりも期待されている。そこで本研究は，山

梨県丹波山村における人口動態の特徴を捉えるとともに，近年における地域おこし協

力隊および元隊員等の外部人材よる地域づくりの特徴について明らかにすることを目

的とする。 

 丹波山村の人口は，1955 年にピークをむかえた後，社会減少とともに自然減少も増

加してきた。しかし，2014 年度に地域おこし協力隊の受入れが始まった頃から，人口

の社会増加がみられる年もでてきた。協力隊の隊員は，任期終了後も約 6 割近くが村

内に定住し，地域交通，高齢者福祉，特産品開発や林業など新たな事業を興す者も少な

くない。つまり，外部人材が今日の丹波山村において，地域課題に沿った新たな地域づ

くりを支えていると指摘できる。 

 

 

114．山梨県丹波山村における山村留学の実態とその地域的意義 

 木下陽介（経済学部 3年） 

 谷泉礼珠・中野朱梨（経済学部 2 年） 

 山村地域では，地域経済や地域社会の縮小が大きな問題となってきた。特に少子高

齢化の進展は，学校教育の存続問題にもつながっている。本研究の目的は，山梨県丹波

山村における山村留学の実態を留学生世帯と学校や地域社会の双方から捉え，その地

域的意義について明らかにすることとした。 

 丹波山村では，1992 年度より複式学級の阻止と村費負担教員の減少，活気ある学校

づくりを目的に山村親子留学制度が始まった。留学生世帯への調査結果からは，①人

間関係形成や教育的効果が生まれてきていること，②留学世帯がさまざまな産業や地

域社会を支えていることなどが判明した。学校運営の面では，①村内の児童・生徒数の

半数以上が留学生であり，留学生の在籍で複式学級を阻止できていること，②児童・生

徒の新たな仲間関係が生まれていることなどが評価される。他方で，留学世帯の住宅

不足や，学校における特色ある授業づくりの継続に課題が生まれている。 
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115．山梨県丹波山村における獣害被害の現状とジビエ特産品開発の意義 

池渕祥平・松本 力・志賀春香（経済学部 3年） 

 近年，中山間地域を中心に耕作放棄地の増加と獣害被害が拡大しているが，その一

方で捕獲した獣を使ったジビエの特産品開発も進められている。本研究は，山梨県丹

波山村における獣害被害と対策の内容を明らかにするとともに，ジビエ特産品開発の

意義について考察することを目的とする。 

 その結果，次の点が明らかとなった。①2000 年代に入ってから急速に拡大した獣害

被害は県の補助事業を受けたことで減少している。②獣害被害への対応として 2010年

代から始まったジビエ特産品の開発は，近年移住者を中心に担われるようになり，村

内の猟友会や農事組合法人，道の駅との連携を図りながら，開発商品の多様化と販売

促進が図られている。③ジビエを掛け合わせたイベントが実施されるようになり，村

内への新たな集客効果が生まれてきている。以上から，ジビエ特産品開発は，新たな雇

用の場を生み出し，商品販売額や来村者が増加するなどの効果を生みつつあると評価

できる。 

 

 

 

116．東京都の公立小学校における廃校施設の発生状況と利活用の実態 

北島亜々斗（経済学部 4 年） 

 日本では，少子化による年少人口の減少等の影響を受けて，学校施設の減少が続い

ている。こうした廃校の施設活用は，自治体財政の面でも地域コミュニティの拠点と

しての役割にとっても重要な課題となっている。そこで本研究では，東京都における

公立小学校の廃校施設の発生状況と利活用の実態を明らかにすることを目的とした。

分析には，全国学校データ研究所が刊行している『学校総覧』，自治体に対するヒアリ

ング調査結果を用いた。 

 その結果，次の点が明らかになった。第 1 は，東京都における市区町村の廃校数を

みると，台東区，北区，多摩市，大島町などで多く，その要因は自治体に異なる点であ

る。第 2 は，そうした廃校施設の活用を見ると複合施設や交流館の事例が多いことで

ある。第 3 は，町村部など都心部から離れるにつれ廃校活用の事例が少なく，それゆ

え地域コミュニティの存続へ向けた新たな課題が生まれている点である。 

 



- 9 - 

 

 

 

117．公営プラネタリウム施設のサービスからみた地域特性―入場割引制度と週間上映

プログラムを取り上げて― 

井内麻友美（院・後期） 

 各地方地自体で地域再生を目的とする教育・文化を基盤にした地域づくりが取り組

まれている。本研究は，文化公共施設であるプラネタリウム施設の存在と交流拠点と

しての特性を整理し，地域づくりで果たせる役割を明らかにすることを目的とする。

プラネタリウム施設は，人が人や情報と交流できる場として存在する。また施設での

継続的なサービスは，日常生活の質を高めうる地域の資源ともいえる。本発表では，サ

ービスの中で「入場割引制度」と「週間上映プログラム（以下時間割）」を取り上げ，

その実態を分析した結果を報告する。各施設の公式および所有自治体ウェブサイトの

公開情報を用い，入場割引制度については種別ごとの全国でみた地域特性を，時間割

については市立公営の複数館を取り上げて傾向を整理した。結果，入場割引制度は関

東・関西地方に比較的多く，時間割は所有自治体の人口によって固定型とフレキシブ

ル型と傾向があることが明らかになった。 

 

 

 

118．授業について考える 

青木邦勲（玉川聖学院中・高） 

 藤井（2006）は，南アメリカ大陸の地誌を事例として生徒の興味を惹きつける授業と

は何か，また，学んだことを生徒が体系的にまとめる方法について論じられている。こ

の内容について，発表されてから 15年が経過して日本の教育が大きく変わったものの，

中学 1年生を対象として，現在の地理教育においても極めて有効であることを述べる。

なお，内容の一部は青木が現任校に対応させるために変えている。加えて，発表の中で

は 10 月 20 日（水）に現任校で校内向けの研究授業を行った様子を加えながら，指導

困難な生徒でも地理の授業では態度を変えて前向きに取り組む様子を述べる。ここで

いう指導困難とは，授業に集中できないこと，地図を見ることが嫌いなこと，勉強が嫌

いなこと，を指す。 
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【第 2会場】 
 

201．千葉県白子町におけるスポーツ合宿地化とその変容 

小野玲花・三浦滉友・三崎稜介（経済学部 3年） 

 観光関連産業は，今日なお地域経済の今後を考えるにあたって，重要な役割を果た

している。本研究は，テニスを中心にスポーツ合宿地として存立してきた千葉県白子

町を対象に，観光関連産業の変容とその存続へ向けた取り組みの実態について明らか

にすることを目的とする。 

 白子町では，九十九里海岸へ集まる海水浴客に加えて，町内の中里地区を中心に 1970

年代前半からテニスコートの整備が進んだことから観光入込客が増加し，これにとも

ない民宿やホテルなど宿泊施設や飲食業等の観光関連産業が増加した。しかし，海水

浴客の減少，テニス人口の減少が相まって 1990年代半ばから観光入込客が停滞してい

る。こうしたなか，白子町では通年観光へ向けた各種の取り組みが進められるととも

に，白子町温泉組合（1989年設立），スポーツ振興ホテル組合（1995年設立）を前身と

する白子町温泉ホテル協同組合（2016 年設立）が町内の宿泊施設の存続に役割を果た

している。 

 

 

202．山形県天童市高擶集落における歴史的景観の保全の取り組み 

 篠 航希・小川雅子・金子 開・飛田将之（経済学部 3年） 

 栗原和沙・児玉大河・鈴木健太郎・滝口留輝・山桝大輝（経済学部 2 年） 

 山形県天童市の高擶集落は，中世城下町の面影を残す正方形状の塊村である。高擶

城の廃城後は多くの豪農が土着し，現在も集落内には黒板塀や籾箱，見越し松などの

歴史的景観が散見される。そこで本研究では，こうした歴史的景観保全のあり方を検

討するために，現地での黒板塀の確認および，高擶地域づくり委員会や地域住民への

聞き取りなどの調査を実施した。高擶地域づくり委員会においては，「高擶歴史ロマン

探訪マップ」などのガイドブックを作成して歴史的景観の特色を集落内外に周知して

きた。黒板塀は経年劣化に伴う定期的な修繕が必要となるほか，見越し松も冬季の積

雪期間においては雪吊りを行わなければならず，維持管理は容易ではない。この維持

管理は個人の負担が大きく，所有者の大半が高齢者であるため後継者問題も生じてい

る。これらの課題に対して今後の歴史的景観の保全については，地域の包括的な取り

組みが必要であるように思われる。 
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203．山形県天童市における将棋駒生産の現状と課題 

 藤井瑛人・休德太誠・宮原 郁（経済学部 3年） 

 大浦 凜・大下剛矢・酒井風香・瀧本拓輝・山本峰広（経済学部 2 年） 

 平成 8年に伝統工芸品として現·経済産業省から指定された「天童将棋駒」の生産は，

江戸時代天童領織田藩の内職として始まった。その後，大量生産を経て全国に名が広

まったが，娯楽の多様化などの影響により現在の「天童将棋駒」の生産額は最盛期に比

べて減少している。近年天童市は，将棋イベントの開催や商品の開発，ふるさと納税の

実施など市が一体となって将棋駒を推している。本研究では，生産過程から流通構造，

地域振興について現地での聞き取り調査をもとに「天童将棋駒」の実態を考察した。現

在，将棋駒の普及品を機械で大量生産する事業所や，高級品を職人が手作業で生産す

る事業所が存在しており，生産過程は複雑かつ多様である。また，従来に比べ流通経路

も時代とともに変化していることも判明した。近年では，5カ年計画の後継者育成講座

を開講するなど後継者育成に力を入れているが，職人として自立するには販路の確保

などの課題がある。 

 

 

 

204．富山県高岡市における銅器産業の特徴 

二口未菜（学部 4 年） 

 富山県高岡市は，日本における一大銅器生産地として知られている。そこで本研究

では，当該地域における銅器産業の特徴について考察した。 

その結果，次の通りである。 

 富山県など北陸は，古くから浄土真宗が盛んで，現在も仏具生産が盛んである。高岡

銅器は，二代藩主前田利長が鋳物師を呼び寄せ，金屋町に拝領地を与えたことを起源

となし，明治に入ってウィーン万国博覧会への出品を機に，国内外でその価値が認め

られた。銅器製造には原型，鋳造，仕上，着色の 4 工程に分けた分業制が取られてい

る。おもな鋳造法は，伝統的 3 技法と近代的 1 方法の計 4 種類が存在している。これ

らは現在も製品によって使い分けされている。高岡銅器の販売額や工場数は，ほかの

伝統産業と同様に，年々減少している。なお工場の立地は，かつては金屋町に限定され

ていたが，現在では工業団地の建設もあり，市内に広く分布するようになったことが

判明した。 
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205．美濃焼産地における産地間競争激化への対応形態の特徴―経営規模別の分析を 

中心として― 

笠原茂樹（院・前期） 

 近年，地場産業は産地間競争激化等の要因で衰退傾向にあり，各産地はその対応が

課題となっている。国内最大の陶磁器産地である美濃焼産地は，勝又(2020)が指摘し

た他産地の先端技術化や芸術品化などの取り組みとは異なり，卸商中心の伝統的産地

構造を維持し，生産額の対全国シェアの維持拡大にも成功している。また青木(2008)

は，卸商の重要性は指摘したが，各生産事業者の経営内容から対応形態を分析した報

告は蓄積が遅れている。そこで本研究では，アンケート調査に基づいたより詳細な対

応形態に関する考察を行った。その結果，生産事業者は従業員，法人・個人別，焼成設

備等を指標に大・小・零細に大別され，大規模層においては機械化，小・零細規模層に

おいては伝統的手工業による存続対応がみられた。なお，小・零細規模層の中には作陶

体験，工場直売，窯元見学を取り入れ，後継者の確保に成功している事例がみられるこ

とが明らかとなった。 

 

 

 

206．アラビア半島における降水の季節変化 

鶴長容治（院・前期） 

 乾燥地域は年間を通して降水量が少ない地域であり，アラビア半島の大部分は乾燥

気候に含まれる。アラビア半島南部地域のオマーンとアラブ首長国連邦について先行

研究では長期的な降水量分析が行われ，降水量は年々変動が激しく近年は減少傾向に

ある事例が報告されている。半島全域では厳しい自然環境や社会問題の影響で降水量

の観測が連続的に行われている地域も限られている。アラビア半島全体での降水の実

態は明らかになっていない。そこで本研究ではアラビア半島を対象として降水の季節

型を特定し，さらに降水が発生する要因を明らかにすることを目的とした。衛星画像

データから降水量を分析し対象地域での 1981 年から 2019 年の月平均降水量の分布図

の作成を行い，アラビア半島における平均的な降水分布を把握した。そして作成した

降水量の平均値に対してクラスター分析を行って夏季型降雨と冬季型降雨の地域を特

定し，降水が発生する要因を考察した。 
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207．古河市における水害と避難所の立地 

成田脩造・高橋奈々美・狩谷圭亮・秋山達也（学部 2 年） 

 古河市は，茨城県の最西端にある市で利根川と渡良瀬川の合流地点に位置する。古

河駅周辺で巡検して得られたデータをもとに建物の階数と浸水深を比較した。かつて

川の合流地域は，大雨時に氾濫するのが当たり前だった。しかし，近年では河川改修が

進み，古河市では 1947年のカスリーン台風以降で目立った水害は起きていない。市で

は大規模な水害が起きることを想定してハザードマップを作製するとともに動画を使

って市民に自主防災計画の作成を推奨している。古河駅周辺はビルの立地がまばらで，

階層が低い住宅が大半である。市街地のほとんどは台地に立地しているため，浸水被

害は一見，深刻ではなさそうに見えるが，古河駅の西の渡良瀬川で増水・破堤した場合

は低地の市街地は最大 6m 近く浸水する。調査した土地利用と既存の地点別浸水シミュ

レーションを比較するとともに，これらの結果を踏まえて避難所の収容人数と収容す

る地域の範囲を GIS で考察する。 

 

 

 

208．2016 年熊本地震による益城町寺迫・宮園・木山地区における家屋の被害状況と 

活断層の関係 

夏 和也（学部 4 年） 

 2016（平成 28）年 4 月 14 日，16 日の熊本地震で大きな被害が生じた益城町寺迫，

宮園，木山地区における家屋の被害状況を分類し，地表地震断層からの距離に応じて

分析した。その結果，全軒数のうち空き地は 50.6％となり，地表地震断層からの距離

10～80ｍにかけて軒数が圧倒的に多くなった。改築は 19.7％となり，距離 10～40ｍに

かけて軒数が最も多く，空き地，改築共に右肩下がりの傾向で推移しているのに対し，

無補修は 19.9％となり，距離 10～60ｍと 90ｍをピークとし，200ｍまで山なりで減少

していくことが分かった。対象地区は大部分が段丘面と一部，氾濫平野となっており，

多くの家屋が立地していた段丘面上や段丘面と氾濫平野の境界付近を複数の地表地震

断層が東西を横切るように位置していたことが，家屋の軒数と地表地震断層からの距

離を相関づける要因となったと考えられる。このことから地表地震断層からの距離が

近い方が家屋の被害を多く受けたと考えられる。 

 



- 14 - 

 

 

 

209．中央ネパールの低ヒマラヤから高ヒマラヤにおける干渉 SAR時系列解析を用いた  

地すべり性地表変動の観測 

宇佐見星弥（院・前期） 

 ネパールは，プレートの衝突による急峻な地形と複雑な地質構造により地すべり性

地表変動（以下，単に地すべりという）が発生し，多くの被害を引き起こしている。宇

佐見ほか（2021）は，中部ネパールを流れる Marsyangdi 川沿岸の高ヒマラヤ地域にお

いて干渉 SAR 時系列解析を行い，現在滑動している地すべりの高精度観測が可能であ

ることを報告しているが，低ヒマラヤと高ヒマラヤにおける地すべりの変動特性は明

らかにしていない。 

 そこで，筆者が先行研究で報告した高ヒマラヤに位置する 2 箇所の地すべりと，他

の先行研究が報告した Barpak周辺の低ヒマラヤに位置する 3箇所の地すべりの変位量

を比較した。その結果，高ヒマラヤの地すべりは低ヒマラヤのものに比べ約 25 倍も変

位量が大きいことが明らかとなった。本発表では，この結果が一般的であるのか検証

するため，Marsyangdi 川沿岸の高ヒマラヤから低ヒマラヤにおける地すべりの分布・

変位量を比較した結果を報告する。 

 

 

 

210．千葉県における縄文時代遺跡の立地とシカ類化石の産出状況 

鬼崎 華（院・前期） 

 シカは縄文時代における主要な狩猟対象であったとされ，貝塚を中心に多くの遺跡

から検出されているが，特定の地域における動物化石の産出分布やその立地に着目し

た研究例は少ない。そこで本研究では，調査報告書から収集したデータをもとに，千葉

県におけるシカ類化石の産出と遺跡の立地について明らかにした。その結果，動物化

石が検出された 250 箇所以上の遺跡のうち，少なくとも 7 割以上からシカ類化石が認

められた。およそ 8 割が北部の下総台地上，特に西側に集中するほか，南部の丘陵地

上にも点在しており，河川から遠ざかるほど減少する傾向にあった。本県における遺

跡数は中期に最も多いが，シカ類化石が産出したものは後期が最多であった。各遺跡

における検出数は分布の特徴とは一致せず，台地と丘陵地の境界域で特に多かった。

イノシシと比較すると中期以降に増加しており，シカ猟が活発になった時期と立地標

高の特徴には関連性がみられた。 
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211．鹿児島県悪石島におけるリュウキュウチク群落の分布 

江藤 直（院・前期） 

 トカラ列島悪石島は亜熱帯に属し，温帯と熱帯の植物が混在している。島の大部分

は昭和 30 年代まで行われていた焼畑の影響で，南西諸島以南に主に分布するリュウキ

ュウチクが繁茂している。島全体が急峻な地形をしているため，植生の観察は難しく，

地点ごとの植生状態を把握した研究は少ない。今回の研究では島全体の植生活性度や

地形から，リュウキュウチク群落の分布やその要因を明らかにすることを目的とした。

ArcGIS により衛星画像を用いて計測した植生活性度や国土数値情報より作成した高度

段彩図，傾斜量図を分析し，植物相と対応させ考察した。同群落は自然林より活性度は

低く，土地利用として放牧地やその周辺，地形として山頂付近などで顕著であり，北東

部で人の手があまり入っておらず地形的に緩傾斜な地点では，自然林に近い値を示し

た。急峻な地形に立地するそれは活性度が低く，そのような場所は焼畑にも使用され

ていないと考えられる。 

 

 

 

212．茨城県古河市における農業的土地利用の変化 

沼宮内玲・井上啓太（学部 2 年） 

 先行研究で対象とされていた茨城県総和町古内集落（合併のため現在，古河市）を本

研究の対象地域とし，本集落における農業的土地利用を現地調査し，主題図として整

理した。本集落の周辺では農業への取り組みが盛んであり，台地の畑作と低地の稲作

のように単純に 2 分類されるのではなく，台地で稲作を行うため地下水をくみ上げて

いた井戸やタンクの跡が見られた。ArcGIS Pro を用いて先行研究で明らかにされた

2003 年の土地利用図をポリゴン化し，今回の 2021 年の調査結果を同様にポリゴン化

し，作付作物ごとの面積変化を比較した。その結果，先行研究による 2003年の作付作

物の種類を細分化し，より細かい土地利用の分布を明らかにした。また，2003 年に存

在した麦の作付が 2021年には全くなかったことが明らかになった。さらに，その他の

作付作物について，2003年から 2021年に顕著な変化はなかったが，土地利用にわずか

な面積変化があることを数量的に明らかにした。 
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213．福島県三春町における田園生活空間づくりの実態と観光農園事業の展開 

道山美優・関根まりあ（経済学部 2 年） 

 中山間地域では農業のみならず地域の各産業の衰退が顕著であり，そこで産業振興

策として都市農村交流が注目されている。本研究は，阿武隈高地に位置する福島県三

春町において取り組まれてきた田園生活空間づくりの実態と観光農園事業の展開の特

徴について考察することを目的としている。分析には，各種の基幹統計とともに現地

でのヒアリングと収集資料を用いた。 

 三春町では，1980 年代後半から桑園の遊休化が急速に進み地域農業の再編が大きな

課題となった。その頃から，三春町ではまちづくり公社による田園生活空間づくりが

進められるとともに，三春農民塾を通した人材育成が進められた。これに加えて近年，

ブルーベリーの観光農園事業が定年帰農者を中心に取り組まれている。これらの取り

組みの共通する特徴は，農村における新しい地域資源を創出することで，それを三春

町へ来訪する関係人口によって地域の新たな価値づけがなされている点にある。 

 

 

 

214．山形県天童市における多品目果樹生産の土地利用と農業経営の実態 

 上村さくら・栗本夏葵・成井柊真・横井舜平（経済学部 3 年） 

 石戸大雅・大湯康介・原 直輝・山下星也・山田佳祐（経済学部 2 年） 

 山形県天童市は，サクランボ，ラ･フランス，モモ，リンゴ，ブドウの多品目果樹生

産が行われ，サクランボとラ･フランスの農業産出額が全国トップクラスを誇る。本研

究では，立谷川扇状地と最上川右岸自然堤防の事例地で土地利用の現地確認を行い，

市役所，農協，農家からの聞き取り調査をもとに多品目果樹生産の現状と今後の課題

について考察した。調査の結果，農業的土地利用ではサクランボ，ラ･フランス，モモ，

リンゴ，ブドウの圃場が混在する一方で，放任園地も多く見られるなど二つの事例地

に共通点が見られた。果樹の流通は品目ごとに違いが見られ，特にサクランボは個人

贈答が多い。果樹経営は収穫や箱詰め作業などで極めて労働集約的であり，一つの品

目に絞るのはリスクが大きいため異なる収穫時期を生かす必要がある。農協が高齢化

対策を行っているが，近年は果樹農家の労働力・後継者不足とそれに伴う放任園地の

増加などの問題も生じている。 
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215．埼玉県三芳町における落ち葉堆肥農法の展開とその持続的基盤 

佐々木恵太郎・栗田大翔・丹藤美玲（経済学部 3 年） 

 埼玉県三芳町は，近郊農業を代表する地域として，これまでも多くの研究が蓄積さ

れてきた。近年，この地域で継承されてきた伝統的な落ち葉堆肥農法が社会的評価を

受けて，その価値が高まっている。本研究は，三芳町における落ち葉堆肥農法を継続す

る農家の農業経営の実態を明らかにし，その持続的な存立基盤について考察すること

を目的とする。 

 三芳町における落ち葉堆肥農法は，約 40 戸の農家で継続されているとされている。

とりわけ町内の上富地区と北永井地区で実践農家が多い。近年，「第 54回農林水産祭・

むらづくり部門」における天皇杯受賞（2015年），日本農業遺産認定（2016年）を受け

て，地域ブランド化が進展したことを受け，農家の営農意欲も高まっている。しかし，

相続税等の課税は落ち葉の供給源である平地林の減少につながっている。伝統的な循

環型農業を継続するためには，農産物の販路の確保とともに農地や林野への課税のあ

り方も問われている。 

 

 

 

216．福井県鯖江市の吉川ナスにみる伝統野菜の生産実態と課題 

福岡瑞紀（経済学部 4年） 

 近年，地域農業の存続へ向けて，在来品種へ注目が集まっている。これは，在来品種

の希少性が産地としてのブランド力を生む可能性があるためである。そこで本研究は，

日本における伝統野菜の実態を明らかにするにするとともに，福井県鯖江市で取り組

まれている吉川ナスの生産実態と課題について明らかにすることを目的とした。 

 福井県は，日本における伝統野菜の取り組みが盛んな県の一つであり，県内では嶺

北地域や敦賀市において生産が認められる。なかでも鯖江市では，2009 年に「鯖江市

伝統野菜等栽培研究会」が設立され，その組織的取り組みを通して 2016年に吉川ナス

が地理的表示保護制度（GI）に登録された。現在 21 戸の農家（1 法人を含む）が生産

を継続しており，ブランド力も高まりつつあることから新たな特産品開発も進んでい

るが，概して生産者は高齢化しており生産規模も小規模である。販路の開拓や価格形

成力の向上が生産の継続にとって課題となっている。 
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217．埼玉県武蔵野地域における日本農業遺産の認定と地域農業への影響 

山田大翔（経済学部 4年） 

 本研究は，埼玉県武蔵野地域における日本農業遺産認定が地域農業の存続等へ与え

ている影響について明らかにすることを目的とした。本研究でいう武蔵野地域とは，

埼玉県南西部に位置する三芳町，所沢市，ふじみ野市，川越市である。この地域は，

2016 年に「武蔵野の落ち葉堆肥農法」が日本農業遺産として認定されている。 

 本研究を通して次の点が明らかになった。第 1 は，日本農業遺産認定地域が中山間

地域に多いのに対して，武蔵野地域は都市近郊である点に特徴がある。第 2 は，武蔵

野地域 4 自治体のなかで自治体ごとに日本農業遺産認定の意義の捉え方が異なる点で

ある。とくに農家が認識している農業遺産認定の意義は三芳町とその他の自治体の農

家で大きく異なる。これは農産物のブランド化の進展と大きく関わっている。第 3は，

日本農業遺産認定が平地林のこれまで続けられてきた多様な「活用」を阻害すること

で，農家経営へ新たな課題を生みつつある点である。 

 

 

218．アジアにおけるアラビカ種コーヒー栽培―ベトナム中部の事例とアジア諸国の 

比較― 

三井優紀 

 インドシナ半島東部地域は，1887 年から 1954 年までフランス領インドシナとして

植民地支配された。これは現在のベトナム，ラオス，カンボジアを合わせた領域に相当

し，アラビカ種のコーヒー栽培に適している地域では，植民地時代に栽培が始まった。

発表者は，ベトナム中部の少数民族による家族経営コーヒー園の事例研究を通して，

コーヒー生産と多角化経営によるコーヒー農村の空間モデルを提示した。ベトナムと

同様の背景をもつラオスについても事例研究がある。一方，オランダの支配を受けた

インドネシアでは，強制栽培制度によりコーヒーが普及し，現在では森林保全のため

にコーヒー栽培が推進されている。本研究では，ベトナム中部の事例と周辺のアジア

諸国におけるコーヒー生産の歴史的背景と事例研究を比較することで，コーヒー産業

の特徴と今後の産業発展の可能性を検討する。SDGs の観点からは，フードレジーム論

が看過できない共通問題として指摘される。 
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（学部・・・文 理 学 部 地 理 学 科） 

（院・・・・理工学研究科地理学専攻） 
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