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【第１会場】 

 

 

101．横浜市みなとみらい 21地区における開発の変遷とその要因 

大石治憲（院・前期） 

 横浜市のみなとみらい 21地区は，横浜駅から関内地区を都心としての街区として形

成することを目指して，既存の市街地や港湾施設の一部を商業機能等が集積する地区

に再整備することが進められてきた。近年は市の取り組みとして整備が拡大し，横浜

港をも一体化させた街づくりに発展してきている。本研究では，みなとみらい 21地区

における土地利用や建物の種別に関する変化に着目し，その変遷過程並びにその要因

について明らかにすることを目的とする。今回の報告では，計画に関する広報資料や

住宅地図等にもとづいて，各街区の変遷過程について整理し，時系列的に分析した内

容について報告する。 

 中央地区の中央北部一帯の街区では，2000 年代以降，とくに建造物の入れ替わりが

顕著に認められる。事業開始当初とは開発計画自体が変化していることが大きな要因

と考えられるが，90 年代以降の経済動向に基づく社会情勢の変化を反映した結果とも

推測される。 

 

 

102．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，城の建築

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，戦国期の境目の城を中心に，城郭研究の視

点から戦国期遠江国における城の区分と城の立地要因を研究する。 

 研究結果は次の通りになった。城の立地として，集中的に立地している場所と，そう

でない場所の 2 パターンがあり，山間部は，山頂付近にはほとんど立地せず，大井川

上流や，天竜川上流の川沿いに立地している。平野部は，掛川市，菊川市，御前崎市周

辺に多く立地しているが，浜名湖東部にはほとんど立地していない。標高別では，城の

約 17%が 10m 以下のところに立地し，半数近くが 50m 以下に立地している。100m 以下

になると約 73%になることが分かった。今後は，街道との関係や地質との関係からも見

ていく。 
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103．東京都千代田区における喫茶店の立地とその要因 

細田 誠（院・前期） 

 飲食店は時代の変化とともに営業形態が多様化しており，それは喫茶店についても

同様である。また，喫茶店は，その利用目的が多岐に渡っており，立地している地域に

よって店の営業形態なども異なっている。そこで本研究では，店舗の種類，分布の実態

と地域の特性との関係について明らかにすることを目的とする。今回は，全飲食店中

に喫茶店が占める割合が東京 23区内で最も高い千代田区を取り上げ，区内での地域差

について報告する。 

 チェーン店は開店時間が午前 9 時以前と早い傾向にある。その 6 割以上の店舗でモ

ーニングは提供しているが，ランチの提供は 2 割以下であった。これらの店舗は，大

手町地区に多く立地している。独立店は開店時間が遅く，6割以上の店舗でランチメニ

ューを提供しており，夜はバーとしての利用される店舗も見られる。こうした店舗は，

神保町や外神田地区に多く立地し， 娯楽や趣味のために比較的長い時間利用される傾

向がある。 

 

 

104．日本における造船業の動向と企業城下町問題の現局面 

鎌田晴匡・岩田賢美（経済学部 3年） 

浅川 克・野口遼太（経済学部 2年） 

 日本の造船業はオイルショックや円高の進行，新興国の台頭の影響を受けて，生産

拠点や雇用の調整が進められた。その結果，企業城下町問題に直面する自治体が生じ

た。これを踏まえて，本研究は次の二点について明らかにすることを目的とした。第 1

は，造船業のオイルショックから現在までの動向について，造船業の立地変化ととも

に明らかにすることである。第 2は，主な「造船の街」を取り上げ，地域経済の特徴を

明らかにすることである。  

 その結果，次の点が明らかになった。第 1は，オイルショック以降，事業所数と従業

員数が減少傾向で推移したのに対して，出荷額が 1990年代以降増加傾向で推移してい

る点である。第 2 は，立地再編が進んだ結果，造船業の立地は西日本のいくつかの都

市に集中している点である。第 3 は，立地再編の結果，地域経済に占める造船業の割

合は相対的に低下しており，企業城下町問題がみえにくくなっている点である。 
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105．わが国における小売業縮小の実態と通信販売事業の展開 

 坂本寛太朗・藤井雄太（経済学部 3年） 

 本田修也・森 愛乃（経済学部 2年） 

 わが国の小売業は，1990 年代以降の規制緩和の影響を受けて大きく変化してきた。

とりわけ地方圏では，大型店の郊外進出の影響のみならず人口減少により大型店の存

続さえも厳しくなりつつある。こうした状況下で期待されるのが，通信販売事業であ

る。本報告の目的は，日本における小売業の縮小を明らかにするとともに，市場拡大す

る通信販売事業の展開実態について明らかにすることを目的とする。 

 その結果は，次の 3点にまとめられる。1点目は，小売業の縮小は事業所数や従業者

数でみられるが，商品販売額は必ずしも縮小しているわけではない点である。2点目は，

通信販売事業は都市圏を中心に拡大している一方で，地方圏での事業拡大は相対的に

進んでいない点である。3点目は，通信販売事業の拡大がさまざまな地域や世代の住民

生活を支える部分もあるものの，最寄品を中心に店舗販売事業の意義も大きいことが

指摘できる。 

 

 

106．日本における 6次産業化の取り組み実態とその地域的特徴 

山田大翔・福岡瑞紀（経済学部 3年） 

栗田大翔・志賀春香（経済学部 2年） 

 近年，6次産業化や農商工連携の取り組みが注目されている。これらを取り扱った研

究では，個別の取り組みの意義を論じたものは多いものの，日本全体や都道府県別に

みた地域的差異やその特徴などを明らかにした研究は少ない。本報告は，『6 次産業化

総合調査』（6 次化調査と略記）等を用いて，日本における 6 次産業化の現状を概観す

るとともに，そこから把握できる取り組みの地域的差異や特徴を明らかにすることを

目的とする。 

 6次化調査は標本調査ゆえに，6次産業化の全体像を把握することは難しいが，同調

査から把握できる特徴は次の点に集約できる。第 1 は，農産加工と農産物特売所の取

り組みが全体の約 7 割を超えている点である。第 2 は，事業体をみると関東地方から

東山，東海地方にかけて多く，販売金額をみると北海道や関東，東海，九州地方で大き

い。また，1事業体あたりの年間販売金額は，西日本に位置する諸県で高い傾向にある。 
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107．陶磁器産地における存続形態の特徴 ―土岐津・肥田地区を中心に― 

笠原茂樹（院・前期） 

 土岐市はわが国を代表する陶磁器産地であるが，近年では需要の減少や産地間競合

の激化等により産地対応が課題となっている。そこで本研究では，泉地区（笠原，2020）

の報告を踏まえた上で，土岐津・肥田地区を中心に前褐の分析結果と比較しながら存

続形態の特徴について考察した。その結果は次のとおりである。 

 土岐津地区においては小規模層の，肥田地区においては大規模層の事業者の立地が

多くみられた。大規模層では機械導入による量産化，小規模層では熟練職人による高

付加価値化と経営規模の違いを反映して産地対応が乖離しており，前褐の分析結果と

同様の傾向が明らかとなった。一方で，両地区とも作陶体験を導入した事業者はみら

れず，産業観光対応による存続形態は生産との両立などの諸課題があるため当該産地

においては泉地区等の一部の事業者の例にとどまることが明らかとなった。 

 

 

108．ベトナム中部高原ラムドン省ラックユオン県における少数民族による家族経営の

高品質種コーヒー生産の現状と持続可能性 

三井優紀（学部 4年） 

 ベトナム社会主義共和国では，フランスの植民地時代に標高の高い中部地方におい

て高品質種のコーヒー栽培が始まった。本研究の目的は，中部高原のダラットを対象

として，少数民族コホ族によるコーヒー農園の家族経営と土地利用を明らかにし，今

後のコーヒー農園の持続可能性を検証することを目的とする。本研究では 2019年の雨

季と乾季（農閑期と農繁期），2020年 3月の乾季から雨季への移行期における 3度の現

地調査を行い独自のデータを得た。収穫は年 1 回であり，天候や労働力によって収穫

量が大きく左右される。そのため，周辺地域では，土地利用効率の低いコーヒーから，

高効率で安定した収入が得られる野菜や花卉の促成栽培用温室へと，土地利用が変化

していることが明らかになった。収穫期の農園ツアー参加者へのアンケート調査を実

施した結果，満足度は 95％以上を示した。今後は農園の多角経営が，高品質種を栽培

するコーヒー農家の生き残り戦略となる。 

 

 

109．フィリピン・ルソン平原北部における農業変化 ―ヌエバ・エシハ州ギンバを事

例に― 

村上徹雄（院・前期） 
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 フィリピン・ルソン平原の北部地域では，標高が高く灌漑設備の設置が遅れ，生産性

の低い農業が行われていた。2000 年代初頭に漸く灌漑水路が設置されたが，灌漑水路

利用は一部の農家に限られ，殆どの農家では天水による雨季の一期作や乾季のスイカ

や野菜栽培への転換が行われたとされている。2010 年代以降北部地域のヌエバ・エシ

ハ州では灌漑米生産量の増加や灌漑水路の設置，利用が進み地域農業が大きく変化し

ている。本研究では灌漑米の増加やヌエバ・エシハ州ギンバ（ムニシパリティ）の灌漑

水路の設置，利用に伴う農業的土地利用と農家の農業経営の変化を明らかとする。2010

年代の灌漑水路の設置，利用に伴いスイカや野菜栽培から米作への転作や，乾季の高

収量米導入による生産量増加が明らかとなった。1990 年から複数年の衛星画像を利用

し，農業的土地利用を判読したところ，2000 年代以降灌漑水路の延長に沿った農地拡

大がギンバ全域でみられた。 

 

 

110．鹿児島県悪石島における戦後の植生と焼畑の分布 

江藤 直（学部 4年） 

 鹿児島県十島村悪石島とその南部に位置する宝島との間にはトカラ海峡が存在し，

最終氷期以降陸橋が形成されておらず生物区の境界線であるうえに，亜熱帯と温帯の

植物が混在している。また焼畑が昭和 30年代まで行われており，島の植生に影響を与

えていたとされている。そこで本研究では，同島の戦後からの植生分布に焼畑が与え

た影響について明らかにした。方法としては現地での植生調査や空中写真判読による

土地利用調査，聞き取りなどを行った。焼畑が行われなくなり半世紀以上が経過する

がリュウキュウチクの竹林は島の大部分を覆っており，自然林が残っている土地は耕

地としての利用がされていないことが判明した。過去の植生図と比べ，島の南西側は

リュウキュウチクが広く繁茂している。原因としては，かつて農地であった場所を牧

場として利用することになったことや，焼畑を行わなくなったことで竹林の管理がさ

れなくなったことなどが考えられる。 

 

 

111．東京湾沿岸域における鳥類の動態 

齊藤友紀（学部 4年） 

 近年，東京湾沿岸域においては環境整備の進捗状況の指標として，鳥類の飛来状況

のデータの必要性が高まっている。そこで本研究では，閉塞環境にある千葉県習志野

市の谷津干潟，東京湾に面している船橋市のふなばし三番瀬海浜公園，それぞれ異な
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る地形環境の干潟二か所を対象に，鳥類の種分布の時間的変化を明らかにした。その

方法として，前者と後者において一ヶ月に一回干潮時刻の一時間前後で観察を行った。

その結果，種によって微地形による分布の違いが見いだされた。干潟を餌場として主

に利用しているシギやチドリといった小型の鳥は，分布のエリアが広いことがわかっ

た。一方で，前者には現れず後者の方だけに現れるミヤコドリが確認された。また前者

は干潟内を移動している種が多く占めており，後者では限定された場所にとどまって

いる種がいることがデータから読み取れ，このことは微地形ごとの潮汐の影響による

と考えられる。 

 

 

112．千葉県におけるシカ類化石の産出した縄文時代遺跡の立地環境 

鬼崎 華（学部 4年） 

 縄文時代の貝塚は東京湾沿岸，特に千葉県に集中し，多くの動物遺体が出土してい

る。その中でも当時重要な狩猟対象であったとされるシカは，顎骨や歯の形状から年

齢・性別・死亡時期など様々な情報を得ることができる。そこで本研究では，県全体に

おいてシカを中心とした動物化石が産出した遺跡を対象に，発掘調査に関するデータ

を収集し，GISを用いて地形や水系などの立地環境を明らかにした。さらに，歯から推

定した年齢について複数の遺跡間で比較した。その結果，産出分布は県の北西部を中

心とした下総台地周辺に集中するとともに東部～南部に広がる丘陵部にも点在し，年

齢構成においては幼獣に比べて成獣・老獣の比率が高いことがわかった。現在のシカ

は主に丘陵地に生息するが，かつては台地上にも分布し，それぞれの地形を利用した

狩猟形態がとられていたと推察される。また，捕獲圧を軽減するために若い個体を意

図的に避けた可能性が高いと考えられる。 

 

 

113．ネパール，Marshyangdi川沿川における干渉 SAR解析を用いた 2019年の地すべり

性地表変動の検出 

宇佐見星弥（院・前期） 

 ネパールはプレート衝突にともなう複雑な地質構造と雨季の影響により，世界有数

の地すべり地帯を抱えている。ネパールの高山地域では，現地に観測機材を置いてそ

の変動を広域的にモニタリングすることは難しい。そこで，遠隔から広域を一度に観

測して変動を検出できる干渉 SAR 解析を用いて，その変動をモニタリングした。その

結果，先行研究において地すべりの危険度が高いとされた Marshyangdi 川沿川におい
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て，東斜面の 2箇所の変動を検出した。この場所は衝上断層（Main Central Thrust）

の北側約 1.5km に位置し，地殻活動の影響を受けた高起伏斜面や破砕された脆弱な地

質がその変動に関与していることが推測される。また，多時期の干渉 SAR 解析から，

この変動は 2018 年 10 月 18 日から 2019 年 12 月 26 日にかけて変動域や変動量を変化

させながら継続していることを確認した。さらに，LoSに沿った変動量は雨季に増大す

る傾向がみられず，2019 年においてこの変動への降雨の影響は限定的であることが示

された。 

 

 

114．ネパールの Barpak 地域における SAR 干渉画像を用いた地すべり性の地表変動の

検出 

五味杏汰朗（院・前期） 

 地すべりの変動を広域的かつ時系列的に監視することは防災対策に重要であり，こ

の地すべり性地表変動を面的に把握する技術として干渉 SAR が用いられてきた。本研

究ではこの技術を利用し，2015 年 4 月 25 日にネパールで発生したゴルカ地震の震央

周辺の Barpak地域において，この変動の検出を試みた。使用したデータは， 2014年

9 月 20 日から 2019 年 1 月 5 日の間にアセンディング軌道右向き観測で撮影された，

南北に隣接する計 32 枚の PALSAR-2データの画像である。この画像から生成した，2時

期間の変動が把握できる SAR 干渉画像を判読した。その結果，地震前後を通じて 3 か

所の変動が検出された。DEMの判読から地すべり地形分類図を作成して変動域を重ね合

わせたところ，土塊が再滑動していることがわかった。また，変動域に測線を引いた測

線上の LoS の距離変化は，雨季では斜面全体に，乾季では斜面の下部に見られ，季節

によって異なる変動を示していることがわかった。 

 

 

115．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。特にイエメンやアラビア半島北

部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
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として降水の季節型を特定し地域区分を行い，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に分類した。 

 

 

116．ボルネオ島西部の冬季降水の増加と大気循環の関連性 

小西康仁（院・前期） 

 ボルネオ島は島内に熱帯雨林の自然植生が卓越し，通年で降水量が多い地域である。

島内では降水量の季節配分が異なる地域が存在し，ボルネオ島西部の海岸線に沿った

地点では冬季降水量が多い事が報告されている。北半球冬季の東南アジア地域では北

東季節風が卓越しているが，ボルネオ島西部は南シナ海南部に発生する総観規模の擾

乱やシベリア高気圧からの寒気の移流の影響を受ける可能性が指摘されている。本研

究ではボルネオ島西部において冬季の降水量の増加に寄与する要因を明らかにするこ

とを目的とする。最初に冬季に降水量が増加する領域を抽出するために月降水量の割

合を用いてクラスター分析を行った。次に抽出した領域の日降水量が増加する際にみ

られる大気循環場を確認するために領域内の日降水量が 85％点値以上の日を対象に U

成分と V 成分のコンポジットを作成したところ，ボルネオ島の西部に半時計回りの循

環を持つ循環場の存在が確認できた。 

 

 

117．沖縄島における無降水日の経年変化・季節変化とその要因 

峠茉里奈（院・前期） 

 沖縄島は戦後のダム開発等によって，渇水による大きな被害は発生しにくくなった

が，依然として少雨による渇水への影響が大きい地域である。この様な背景の中，少雨

を対象とした研究が進められ，秋頃に少雨が発生しやすい指摘されてきた。本研究の

これまでの分析から，1960 年代前半から無降水日が増加し，特に 1980 年代前半から

2000 年代前半にかけて 6 月を中心とした時期や秋から冬に無降水日が顕著に増加して

いることを明らかにした。そこで，この少雨の季節性と近年における少雨の経年変化

を調べた上で，その発生要因と考えられる亜熱帯高気圧の少雨時の特徴を解析した。

その結果，無降水時の 850hPa等圧面高度の合成図からは，4 月から 10月にかけて高気

圧が沖縄付近を覆っていることが確認できた。さらに，850hPa 等圧面高度の偏差図か
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ら，4月・6月・8月～10月に日本列島南方から北太平洋東部にかけての波列状の偏差

パターンが表れた。 

 

 

【第２会場】 
 

 

201．日本における過疎地域の変化と現局面 ―「東日本型過疎」と「西日本型過疎」

の比較を通して― 

鍋谷 桜・福島 樹（経済学部 3年） 

池渕祥平・丹藤美玲（経済学部 2年） 

 1960 年代後半から指摘されるようになった過疎問題は，かつて「東日本型過疎」と

「西日本型過疎」に特徴づけられていたが，今日では両地域における問題の同質化と

深刻化の両面が進行しているように考えられる。本研究は，現在の日本の過疎地域の

概況を明らかにすることとともに，「東日本型過疎」と「西日本型過疎」の比較から問

題の同質化と深刻化の実態とその背景を明らかにすることを目的とした。 

 その結果，以下の点が明らかになった。第 1 に，過疎法の指定自治体割合は東日本

において秋田県が，西日本において島根県がそれぞれ高い割合を示していた。第 2に，

両県の市町村別分析から，人口，高齢化率，1世帯あたりの世帯員数を比較すると，1980

年代から同質化していることが明らかになった。第 3 に，以上のような状況が農業を

はじめ各産業の縮小が顕著になるなかで形成されていることが明らかになった。 

 

 

202．日本における学校数の動向と廃校活用の実態 ―北海道の事例を中心に― 

北島亜々斗・秋元祥歩・島岡亜美（経済学部 3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，学校数の減少が続いて

いる。こうした廃校の施設活用は，経済および社会的側面からも重要な課題となって

いる。そこで本研究は，校種別の学校数の動向とその特徴を明らかにするとともに，廃

校の活用実態について北海道を事例に明らかにすることを目的とした。分析には，文

部科学省の『学校基本調査』，全国学校データ研究所刊の『学校総覧』を中心に，関係

団体の公表資料を用いた。 

 その結果，以下の点が明らかになった。①校種別の学校数の動向をみると，全般的に
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団塊の世代や団塊ジュニア世代の修学時期に校数のピークがみられるものの，近年で

は私立学校が増加する地域もある。②学校数の減少は北海道をはじめ東北地方や九州

地方などの地方圏でとくに顕著である。③北海道の廃校数は，札幌市，室蘭市や函館市

で多く，廃校は地域集会施設，宿泊型体験学習施設，体育館や社会教育施設等の活用事

例が多い。 

 

 

203．日本における新規就農者の動向と新規就農者対策の実態 

 渡辺 彩・荒井通子（経済学部 3年） 

 小野玲花・佐々木恵太郎（経済学部 2 年） 

 日本の農業問題の一つに，担い手不足がある。農業従事者等の高齢化が指摘されて

久しい。本研究は，日本における新規就農者の動向を明らかにするとともに，新規就農

者対策の実態とその特徴について明らかにすることを目的とする。資料は，農林水産

省『新規就農者調査』と各都道府県および市町村が公表する新規就農者対策資料を用

いた。 

 その結果，次の 3 点が明らかになった。1点目は，公表されているデータの限りでみ

ると 2007 年以降の新規就農者は増減があるものの停滞傾向にあり，その約半数が 60

歳以上の就農者である。2点目は，都道府県および市町村などの自治体単位で実施され

ている新規就農者対策は，①研修制度の充実，②研修制度への参加助成，③就農受入れ

助成などに大別できた。3点目は，これらの対策が受け入れ間口の広さに共通点がある

一方で，若手の担い手を確保しようとする取り組みを重視する県がある点にも特徴づ

けられた。 

 

 

204．鳥取県岩美町における移住政策と地域振興 

三富丈太郎（学部 4年） 

 鳥取県岩美町は 1990年ごろから人口減少傾向が著しくなってきたことから，人口増

加のための対策に取り組んできたが，いまだ人口が回復するには至っていない。ただ

し 2014年ごろから移住者数は増加している。本研究では，岩美町の移住者増加の実状

について整理し，その要因について分析・考察を行う。 

 岩美町の移住者数増加には 2013 年放映したアニメ『Free』が大きく関わっている。

『Free』は登場人物が男性主体ということもあって女性に人気があり，アニメに触発

されてこの地に訪れるようになった観光客も女性が中心であった。その一部の女性フ
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ァンたちにより，非公式のイベントがはじまり，岩美町に移住する人も出てきて，イベ

ントなどはより大規模なものになっていた。町もこれに乗じてアニメ人気に結び付け

た新たな移住定住政策を打ち出し，それが，さらなる効果を生んで移住者も増加する

ようになり，地域活性化の兆しも見え始めている。 

 

 

205．菅平高原における若年層定住の実態と就業機会との関係 

平野まみ（院・前期） 

 長野県上田市菅平高原は，高原野菜を中心とした農業地域であるが，夏季のスポー

ツ合宿や冬季のスキー産業が盛んな地域としても知られている。この地区は市内山間

部の他地区に比べると，生産年齢人口の割合が相対的に高い。すなわち，若い世代が定

住する傾向にあると推測されるが，これは地元に就業機会がある程度確保されている

ためだと考えられる。そこで本研究は，菅平高原におけるスポーツ合宿やスキー産業

隆盛の実態と，地区内の若年層定住との関係について明らかにすることを目的とする。 

 菅平高原における若年層の就業状況を見ると，地区出身者の約 4 分の 1 が地元で就

業し，その内 8割は家業に従事している。一方で，他地域からの移住者は，非正規雇用

である場合が多い。家業である農業や宿泊業が地区内における大きな就業機会となっ

ているが，新たな居住者を正規に雇用する就業先が限られている点は，移住者の定着

を難しくしている。 

 

 

206．リゾート構想承認地域の特徴と地域経済問題 

 井上武尊（経済学部 3年） 

 三浦滉友・三崎稜介（経済学部 2 年） 

 総合保養地域整備法（リゾート法）は，地方経済に大きな影響を与えた。リゾート開

発は，円高の進行や 90年代に入ってからのバブル崩壊の影響も相まって，総じて失敗

に終わったとされてきた。とはいえ，諸施設の運営は，その後も地域にとって大きな課

題となるわけであり，リゾート開発の成否を短期的視点でのみ行うのも疑問である。

そこで本研究は，リゾート法の承認地域の地域経済分析を通して，リゾート法承認地

域の地域経済の特徴について明らかにすることを目的とした。 

 研究対象としたのは，リゾート法の第一号承認地域である宮崎・日南海岸リゾート

地域である。1990 年代以降の地域経済を財政力指数，産業別就業人口，市町村別の生

産額などの諸指標は，極端に減少傾向になるようなことにはなっていない。県都周辺
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で進められたリゾート施設運営主体の変化は，地域へさまざまな影響を与えつつも激

変緩和につながっている実態が示唆された。 

 

 

207．日本における宿泊旅行の実態とその地域的差異 

 福田峻也・田中晴雅（経済学部 3年） 

 東海林由光・松本 力（経済学部 2年） 

 日本では，観光立国の実現を重要な政策の柱として位置づけている。観光関連産業

の成長は，雇用の増大等を通して地域活性化につながるという期待が寄せられている

からである。本研究は，観光庁が公表する『宿泊旅行統計調査』を用いて，日本におけ

る宿泊旅行の実態とその地域的差異について明らかにすることを目的とした。その結

果，次の点が明らかになった。 

 第 1は，全国規模での分析から，宿泊施設数，宿泊者数ともに増加しており，観光の

規模が拡大している点である。あわせて，小規模な宿泊施設数の増加もまた顕著に認

められた。第 2は，都道府県単位での分析から，東京都，京都府，北海道，沖縄県とい

った特定の都道府県に宿泊施設数や宿泊者数の集中が認められた。また，これらの地

域は延べ宿泊者数における外国人宿泊者数の割合でも高い数値を示した。以上のよう

な実態は，観光関連産業の地域的な波及効果の地域差を暗示するものであると考えら

れる。 

 

 

208．棚田の景観資源を用いた地域振興の現状と課題 ～新潟県十日町市松代町を例に

～ 

猪島 翼（学部 4年） 

 中山間農業地域は，農業を継続する上での条件不利地域であり，地域の存続には，農

業生産にのみ頼るのではなく，別の方法による地域振興策が求められている。農村の

環境や景観を観光資源とする地域振興策はその代表的なものであり，棚田を活用した

取り組みは多く，その研究事例もみられる。ただし，従来の研究では，急斜面に存在す

る棚田の取り組みに関するものが多く，研究緩斜面に存在する棚田の観光資源化につ

いて触れた事例は少ない。そこで本研究では，十日町市松代地区の緩斜面に存在する

棚田を活用した取り組みについて，その実情と問題点を明らかにする。 

 撮影の受け入れや芸術作品の設置といった取り組みが進められる中，観光客は徐々

に増加しているものの，地域での受け入れ態勢の遅れ，住民の負担増加，取り組みに関
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する PR不足などの問題がみられた。受け入れ態勢の構築と負担軽減のための方策，地

域のブランド化のための取り組みが求められる。 

 

 

209．長野県小布施町の花のまちづくりにおける福祉事業の実態 

神田実咲（学部 4年） 

 1990年代以降ガーデニングブームを背景に，各地にオープンガーデンが増えてきた。

2000 年から始まったおぶせオープンガーデンもその一つで，町が運営するまちづくり

事業の中に位置づけられる。本研究は公開庭の位置およびオーナーの属性を明らかに

し，その意向を調査することで町の福祉における今日的な役割について考察する。こ

の事業の目的は，庭を多くの人に見てもらうことで心の交流を実現することにあるが，

聞き取り調査の結果から，効果は公開庭の位置とオーナーの年齢により異なることが

明らかになった。オーナーが 65歳以上の高齢者で，公開庭の位置が町の中心部に近い

ほど，庭を通した人の交流が盛んに行われていた。この事業発展のためには，オーナー

同士の交流機会をつくり，オーナー主体のイベント等を増やすことが有効で，高齢者

の社会参画を促し，生きがいを充実させれば，活力のある地域社会づくりを推進する

ことができると考えられる。 

 

 

210．小規模都市の地域再生に効果をあげるイベントまちづくり ―北海道中川町なか

がわ秋味まつりを事例に― 

鶴岡 宝（学部 4年） 

 北海道中川町は道北地方に位置する人口約 1500人の小規模都市である。急速な人口

減少と少子高齢化への危機感から，知名度向上と交流人口の増加を目的に季節ごとに

特色あるイベントを開催している。このうち 9 月中旬に開催される「なかがわ秋味ま

つり」は，道北地域のご当地グルメを中心とした出店や鮭つかみ取りなど味覚の秋を

代表するイベントとなっている。同時に丸太押し相撲大会やパターゴルフ大会などの

参加型イベントを開催し，集客に力を入れている。結果として，道内外から人口の倍以

上の観光客を集めていることがわかった。 

 このイベントまちづくりの中核であるなかがわ秋味まつりの現状を来場者および出

店者の参加状況や意識に着目して分析する。一方で，開催主催者である中川町観光協

会と商工会の開催主旨と意向を加えることで，中川町の活性化になかがわ秋味まつり

が貢献していることの一端を明らかにする。 
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211．北海道中川町における地域資源を活用した地域づくりに対する来訪者と住民の意

識 

町田知未（院・前期） 

 日本では，高度経済成長期に国主導による画一的な大型施設の整備やリゾート開発

が行われた結果，地域の不均衡な発展がもたらされ，大都市以外の多くの自治体が人

口減少や高齢化に見舞われた。こうした課題に直面した地域では，地域独自の地域資

源を保全し，地域の魅力を高め活用する地域づくりが目指されている。本研究の目的

は，化石をはじめとする地域資源を活かした取り組みを行う北海道中川町を事例に，

地域資源の地域資源化のプロセスを明らかにし，地域資源を活かした地域づくりに対

する地域住民と地域外からの来訪者の意識を併せて分析することによって地域資源を

活かした地域づくりの意義と課題を明らかにすることである。 

 調査の結果，化石をきっかけに町を訪れた来訪者の関心を化石以外の地域資源に向

けるような仕掛けが有効であることが分かった。その仕掛けのためには，交通量，来訪

者ともに多い特定区間の活用法に工夫が必要であると考えられる。 

 

 

212．しながわ宿場まつりの成立・展開とその特徴 

藤田彩己（院・前期） 

 東京都品川区旧品川宿地域は，東海道の宿場町を起源に栄えてきた。当該地域は，目

黒川を境とした北品川と南品川の 2 地区により構成されており，かつての両者間の交

流は希薄であった。しかし現在では，南北品川が市民祭り「しながわ宿場まつり」を介

して共同で地域活性化を図っている。そこで本研究は当該地域が一体となった対象と

してしながわ宿場まつりを挙げ，まつりの成立，展開とその要因および実施形態の特

徴を明らかにした。しながわ宿場まつりは，同実行委員会が 1991年から企画・運営し

ており，その展開過程は次の 1)まつり形成期，2)まつり転換期 (歴史的要素の重視)，

3)まつり発展期(歴史的要素の強化)の 3 期に特徴づけられる。まつりの展開は，周年

記念におけるまつりの企画・運営方針の変化などに大きな影響を受けている。まつり

は商店会を中心に地域住民によって企画・運営が行われ，品川区最大級の市民祭りに

成長したことが明らかとなった。 
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213．福島県会津地方における路線バスの実態と課題 

吉澤広介（院・前期） 

 近年全国的に路線バスの廃止や本数の削減が顕在化している。本研究では，福島県

会津地方の柳津町と会津坂下町を調査対象とし，路線バスの実態と課題について考察

した。  

 福島県会津地域においては，1960 年代半ばから 1970 年代初頭をピークに路線バス

は衰退する傾向にあり，バス会社が撤退した自治体もある。福島県柳津町は，町が自主

運行する町民バスを運行されている。福島県会津坂下町の路線バスは，遠距離通学対

策と住民利用を兼ね，一部地域で路線バスを新たに運行することとした。 

 会津坂下町の路線バスの利用実態を調べるため，会津坂下町の農村部の住民に対し

アンケート調査を行った。その結果から，以前より路線バスが走っていた地域と，近年

運行が開始された地域との間で路線バスの維持・存続に対する意識が異なるのではな

いかという推測に至った。これは，柳津町が住民に対して行ったアンケート調査の一

部からも同じような傾向が読み取れる。 

 

 

214．公共交通空白地域における居住者の行動分析 ―東京都杉並区・世田谷区・中野

区・練馬区を事例として― 

遠藤有悟（院・前期） 

 公共交通は日常生活において移動手段の 1 つである。公共交通の利用が不便な地域

である公共交通空白地域に関する研究は，大都市圏よりも地方都市での研究が多く，

特に公共交通が充実している地域における公共交通空白地域内の特徴や公共交通が利

用しやすい地域との差異の研究は数が少ない。本研究では，東京都 23区西部に位置す

る 4 つの区を対象に公共交通空白地域内の居住者は，行動にどのような特徴があるか

について，公共交通が利用しやすい地域との比較や地域ごとの違い・特徴を明らかに

することを目的として行った。公共交通空白地域は，国土交通省自動車交通局旅客課

が作成した「地域公共交通づくりハンドブック」の公共交通空白地域に関する定義を

もとに抽出し，第 6 回東京都市圏パーソントリップ調査（東京都市圏交通計画協議会）

と第 20回国勢調査（総務省統計局）のデータを用いて年齢層を考慮した分析結果を報

告する予定である。 

 

 

215．スーパーマーケットの集客圏分析と立地評価および集客予測 ―東京都小金井市
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を事例として― 

中谷祥也（院・前期） 

 本研究では，公園や公共用地などを除く都市的土地利用の約 8 割が住宅地として利

用されている（小金井市都市整備部都市計画課，2012）東京都小金井市を研究地域とし

て，高阪（2014）や関根・高阪（2008）の方法を利用して，小金井市の中規模スーパー

マーケット 8 店舗の市場の特性を明らかにし，新規出店の際の立地評価を行った。研

究では，2015 年国勢調査の町丁目とメッシュのデータを使用して，GIS で 8 店舗の集

客圏の市場の特性を人口数から分析した。次に 8 店舗の競合を調べるため現地調査を

実施し，評価点法で点数化し各店舗を評価した。魅力度を考慮して店舗の競合を分析

した結果，魅力度のより高い店舗が顧客を多く集客していること，また競合する店舗

が複数あり約 5000 人顧客が減っていると推測される店舗があることが明らかとなっ

た。 

 

 

216．スーパーマーケットの配達圏の分析 ―京王グループを事例として― 

山田侑希（院・前期） 

 日本では，高齢者などの買い物弱者への支援策の一つとして，顧客が購入した品物

をその日のうちに配達する宅配サービスがある。近年，高齢化の進展により，スーパー

マーケット（以下，スーパーとする）は商品の販売だけではなく，宅配サービスを行う

店舗が多くなっている。本研究では，京王グループのスーパーの店舗を対象に，東京都

の 5 区 13 市において，GIS を使用して宅配サービスを実施している店舗の配達圏を可

視化して圏内の居住者特性を明らかにするとともに，配達圏と居住者特性との関係を

分析する。分析の結果，京王グループのスーパーマーケットでは，配達圏の面積や圏内

の居住者の質に地域的差異がみられた。特に，単身世帯割合には大きな地域的差異が

みられ，配達圏内の人口構成は 4 つのグループに分類できた。さらに，店舗の密度が

買い物時の交通手段に関係し，スーパーが設定する配達圏にも関係があると考えられ

る。 

 

 

217．年間パスポート申請者情報を利用した集客圏の分析と考察 ―葛飾区公営博物館

を事例として― 

井内麻友美（院・後期） 

 日本の地域再生のための地域づくりは，文化政策の観点からも重要課題となってい
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る。本研究は，地域の文化的な拠点として活用されるプラネタリウム施設が，地域の交

流拠点としての特性と地域づくりに果たす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，人と人との交流に加え，人が新たな情報に出会う場となってい

る。施設がもつ集客力を，見学者数のみならず位置情報から分析することは，施設の影

響範囲と地域特性を明らかにするのに極めて有用である。本発表では，施設の集客の

実態を分析する方法の試みとして行った事例研究を報告する。施設が再来館を促進す

る料金サービスのひとつである年間パスポートの申請者の住所情報を用い，施設の一

次集客圏を設定し，方位別にその分析を行った。その結果，集客圏は同心円の広がりで

はなく，地域の地形的特徴や鉄道の影響を大きく受けていることが明らかになった。 

 

 

 

 

（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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