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【第 1会場:3405】 

 

101．百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録に関わる堺市の土産菓子店の取り組み動向と

実態 

志関七海（文理学部 2年） 

 大阪府堺市に位置する百舌鳥古墳群は，古市古墳群とともに 2019年に世界文化遺産

に登録された。過去の世界遺産の登録地域をみると登録された直後に経済効果が発生

する事例が多い。そこで本調査は堺市における百舌鳥古墳群が世界遺産に登録された

後の観光産業への取り組みのひとつである土産菓子商品に着目し，その実態を明らか

にすることを目的とする。方法として，百舌鳥古墳群関連施設や古墳群をモチーフに

した土産・菓子を販売する店舗に対して聞き取りを行い，世界遺産登録による経済効

果の実感や古墳関連の商品展開を調査した。その結果，2019 年の夏をピークに経済効

果は大きかったが秋ごろには落ち着き始め，さらに新型コロナウイルスの流行により

観光客自体が減少したことが明らかになった。百舌鳥古墳群単体で継続的な経済効果

をもたらすには至っていないが世界遺産のネームバリューによるある程度の意識の変

化はあると考えられる。 

 

 

102．立山黒部ジオパークにおける観光客誘致の戦略と実情 

 角田昂一郎・川上 龍・後藤 輝（文理学部 2 年） 

 早坂 陸・宗宮真澄（文理学部 3年） 

 私たちが黒部地域で 2022年８月に現地調査を行ったところ，現地の自然環境や食な

どで魅力を感じたが，訪れた各観光地があまり盛り上がっておらず一部の観光地では

観光目的で訪れている人が多くはないと感じた。そこで，当該ジオパークにおける 2018

年度からの 5 年間のジオパーク行動計画を基に，計画と実際のジオツーリズムの現状

との比較を現地調査やジオパーク協会へのアンケートを通じて研究した。計画を策定

し実際に始動した 2018年の時点では，主にジオパークツアーの本数の増加を目標とし

ていたが，コロナウイルスの流行を受けて大きな移動制限が全国で行われ，ツアーの

実施が難しくなった。結果，ジオパーク協会側が計画上で重要視しているツアーの面

で大きな打撃を受けた。よって，当該ジオパークでのジオツーリズムは行動計画で予

定していたような事業をコロナ禍などの社会情勢に阻まれて行えず，盛り上がりに欠

ける印象になったのではないかと考えられる。 
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103．宮崎県日南市におけるスポーツツーリズムを通したホストとゲストの関係性 

 大湯康介・山田佳祐・山本峰広（経済学部 3年） 

 落合 瞳・福山緩千（経済学部 2年） 

 宮崎県日南市は，現在広島東洋カープや埼玉西武ライオンズがキャンプ地とするス

ポーツを通した観光が盛んな地で，本来閑散期である春季の観光入込客数が多い特徴

が見られる。本研究では，日南市観光協会，各球団の協力会，日南市油津エリアの商店

街などでの聞き取り調査をもとにプロ野球キャンプを通したスポーツツーリズムの観

点からホスト，ゲストの関係性を検討した。その結果，広島東洋カープ春季キャンプの

場合，ホストとゲストの間に球団を介したツーリズムの動きが見られた。ゲスト側の

特徴として，球団本拠地に在住している人々が多く，中には対象を球団ではなく，選手

個人を目当てとして訪れる傾向がある。ホスト側の特徴として，協力会が球団と連携

して球団関係者やメディアに宿泊施設を提供している他，球団イメージに繋がる景観

整備，現地の飲食店と球団がコラボしたご当地商品などを通して観光客に地域の PR を

おこなっている例も見られる。 

 

 

104．環境保全の持続可能性について ―トキと共生する佐渡市の事例― 

岡本 隼・谷口 宙・幸村俊祐（文理学部 2年） 

 新潟県佐渡市は 2011年に「トキと共生する佐渡の里山」として日本で初めて世界農

業遺産に登録された場所である。本調査では，行われているトキのための環境保全活

動の持続可能性について，実際に行われている活動への参与調査と佐渡市で保全活動

を行っている団体へのヒアリングと収集資料を用いて検討した。参与調査を通して，

保全活動の活動範囲が広く，手作業や小型機械を用いた作業がほとんどであるため，

活動に身体的負担がかかることがわかった。ヒアリング調査の結果から，保全活動を

持続することにおいて，資金不足と人員不足が主な問題であることがわかった。資金

は，主に募金や政府からの助成金であるが，人員の確保や環境維持を継続的に行って

いくには不足している。また，新型コロナ感染拡大は人員不足問題の解決に向けたボ

ランティア活動の参加者減少を招き，保全活動自体も停滞を余儀なくされている。 
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105．山梨県丹波山村における地域おこし協力隊による地域づくりの実態と課題 

吉井健人・池田龍弘・中野朱梨・若藤萌々（経済学部 3年） 

 地域おこし協力隊制度は，総務省が地域おこし支援や地域協力活動を行い，その地

域への定住・定着を図ることを目的に 2009年度より開始した取り組みである。地域お

こし協力隊など外部人材による地域づくりは，とくに人口規模の小さい自治体におい

てその期待も大きい。そこで，本研究は山梨県丹波山村における地域おこし協力隊に

よる地域づくりの実態と課題について明らかにすることを目的とした。 

 その結果，次の諸点が明らかとなった。第 1 は，2016 年度に協力隊員の受け入れを

始めた丹波山村では，隊員の年齢層，性別ともに多様化してきている点である。第 2は，

多くの隊員が，応募に際して目的としていた地域づくり活動を，自身の関心やスキル

を活かして行っている点である。第 3 は，現役隊員が村内での受容のあり方について

一抹の違和感をもっている点である。第 4 は，現役隊員も元隊員も，地域づくりの新

たな展開に役割を果たしている点である。 

 

 

106．東京都世田谷区における空き家活用の実態とその地域的効果 

木下陽介（経済学部 4年） 

 近年，全国的に空き家の増加が社会問題となっている。本研究は，都市部において先

駆的な空き家対策を進めている世田谷区を事例に，空き家活用の取り組みと活用実態

を明らかにするとともに，その地域的効果について明らかにすることを目的とした。 

 世田谷区では，行政と世田谷トラストまちづくりを核に，空き家活用の取り組みが

進められてきた。2022 年現在，区内では 18 団体が空き家を活用した事業を行ってい

る。これらの団体の活動は，利用者の新たな居場所づくりや社会性を身につける場と

なっている。また，関係団体との交流や情報交換が進み，それぞれの団体が向き合う課

題について学び合う新たなコミュニティが生まれている。さらに，空き家の活用団体

や利用者の活動は，周辺住民に受容されることを重視しており，地域コミュニティを

再構築する効果を生んでいる。他方で，空き家オーナーと団体のマッチングや活用物

件の規制による開業の難しさがある。 
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107．水道水源林を介した横浜市と道志村の関係性 

丹藤美玲（経済学部 4年） 

 森林は，生物多様性の保全や地球環境の保全など公益的機能を有しており，そのひ

とつに水源涵養機能がある。こうした機能は，私たちの生活とも深く関わっている。そ

こで本研究では，横浜市と道志村における水道水源林の歴史や森林管理，保全活動の

実態を明らかにするとともに，水道水源林を介した交流の意義について明らかにする

ことを目的とした。 

 横浜市は，1916 年に道志村の山林を購入して「道志水源林」として以来，行政のみ

ならず，市民団体や民間事業者をも含めた水源林保全活動が続いている。一方で道志

村では，道志川の水質汚染を防ぐためにほぼすべての世帯に浄化槽が設置され，住民

の生活環境の向上が図られるとともに，地域間交流の場としての「水カフェどうし」が

開設されるなどした。水源林を介した横浜市と道志村の関係は，行政や住民同士の交

流にもつながってきたが，ボランティア会員や森林の所有者の高齢化が顕在化し，活

動の縮小が危惧される。 

 

 

108．グラバー園周辺地域における景観保全の現状 

関口湧太・飯田 碧・佐藤里穂・江上 陸・澤田大空（文理学部 2年） 

 グラバー園周辺地域には鎖国時代に築造された洋風建築が集中しており，長崎市内

で最も人気の観光スポットとなっている。長崎市においてもグラバー園周辺地域を市

の観光の柱に位置付け，その景観保全を目指してきた。本研究では，グラバー園周辺地

域の景観保全の現状を明らかにする。なお，本調査範囲には重伝建地区に指定されて

いる南山手町と未指定の相生町が含まれており，その比較も試みる。調査はマンセル

表色系を用いて建造物の外壁と屋根の測色を行う。調査項目は色相と明度，彩度とし，

これらから色彩を評価した。その結果，基準内の建造物の割合は色相 100%，明度 52.5%，

彩度 56.3%であり，全ての基準を満たす建造物の割合が 27.4%だった。地域別にみると，

重伝件地区の南山手町は 36.6%，相生町は 15.3%が満たしていた。従って，グラバー園

周辺地域の色彩は基準値外の建造物の割合が高い。ただし，色相はすべて基準を満た

しており，調和のとれた地域景観は保たれている。 

 

 



- 5 - 

 

 

 

109．旅行情報にみる長崎市の観光イメージ 

小杉優斗・竹内優太・佐々木亮・柴 友寛（文理学部 2年） 

 長崎市は異国情緒にあふれる観光資源を多く有し，国内有数の観光地として人気を

博してきたが，「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世界遺産登録もあり，

観光地のイメージは大きく変化している。本研究は，長崎市の観光イメージがいかに

変化してきたのかを明らかにする。具体的には，「るるぶ」と長崎市が発行するパンフ

レットで紹介されるテキストの変化を経年的に把握し，地域内外の観光イメージの変

化を解釈する。「るるぶ」では，初めは市全体の観光資源が羅列的に紹介されていたが，

近年は人気の高い観光スポットが個別具体的に説明されるようになった。特に，世界

遺産登録以降，グラバー園周辺地域についての説明が強調された。現地の観光パンフ

レットでは，世界遺産関連の観光スポットが紹介される一方，基幹産業である造船業

の紹介が多くみられる。すなわち，地域の外と内では，長崎市に抱く観光イメージに温

度差があるといえる。 

 

 

110．iPhoneによるバリア情報の 3D地図化 ―東京都千代田区白山通りを事例に― 

松本萌花・梅津高龍・八巻優太・蛭沼祐貴（経済学部 2年） 

 日本では「バリアフリー新法」に基づき，交通施設等においてバリアフリー化が進め

られている。また「観光立国基本法」では，高齢者や障害者，外国人といった配慮が必

要な人々が円滑に旅行を実施できるように施設や情報提供サービスについて整備する

必要性が示され，「障害者の権利に関する条約」では，障害者が文化的な生活に参加す

る権利を認めるものとし，障害者がレクリエーションや余暇等の活動に参加できるよ

うに適切な措置をとるべきとされている。このように法制度から徐々にインフラ整備

されつつある。 

 そこで本研究では，障害者，高齢者の移動支援のひとつとして，歩行空間のバリア情

報（道路の段差など）を簡易的に取得し可視化する方策を提案する。取得ツールとして

「iPhone」を用いた。iPhone は操作性が高く，また国内の所有者も多いため，複数地

点の計測も可能であるメリットもある。これら取得した情報は無償でダウンロードで

きるよう検討している。 
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111．長崎市におけるバリアフリーの現状と課題 ―長崎電気軌道の沿線を中心に― 

 津江健太郎・伊藤淳太・近藤史絃・永原侑弥 

 村上拓生・横関 晃（文理学部 2年） 

 近年，日本では障害者や高齢者等，多様な利用者に対するバリアフリー整備の重要

性が指摘されており，国土交通省を中心に，公共空間のバリアフリー化が進められて

いる。本研究では，坂の多い港湾都市である長崎市において，「市民の足」として市街

地を走る路面電車を対象に，その電停におけるバリアフリーの現状と課題を明らかに

する。調査は，長崎市バリアフリーマスタープランおよびバリアフリー法に基づくガ

イドラインを基に，電停と観光施設までの歩道においてバリアフリー化がなされてい

るかを調査した。また電停のバリアフリー状況については，2001 年の先行研究と 2022

年現在の電停の状況を比較した結果，電停は，狭い道路幅の中でも 72.4％はバリアフ

リーに適した構造が見られた。一方で，歩道の模様がモザイクであるのが２箇所あり，

バリアフリーが不十分であった。これらより，行政と長崎電気軌道，バス会社が連携し

ていくことの重要性が指摘できる。 

 

 

112．地域を紹介するシアター映像展示の分析と可能性に関する考察 ―堺市百舌鳥古

墳群ビジターセンターを事例として― 

井内麻友美（理工学研究科・後期） 

 大阪府南部に位置する堺市は，古代の古墳群から中世の海外貿易の拠点とした自治

都市の形成を経て，わが国の経済・文化の中心地として栄えてきた都市である。同市は

重点戦略施策として，堺の文化資源の伝承および都市ブランド力の向上と新たな誘客

や交流の促進に取り組んでいる。令和 3 年には文化観光拠点の一つとして仁徳天皇陵

拝所東側に「百舌鳥古墳群ビジターセンター」を開館した。同施設は観光案内所や物

販・休憩コーナーに加え，壁面・床面に映像を投影するシアターを設置し古墳群や堺の

歴史文化を紹介する映像を公開する。本発表では，地域を紹介するシアター映像展示

の可能性を探ることを目的とし，シアター映像展示で見学者が体験する情報を整理し，

見学後に映像に登場する観光スポットへの移動の難易を分析した結果と考察を報告す

る。 
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113．東京大都市圏における鉄道定期利用者の通勤・通学流動の特徴とその要因 

梅村達哉（理工学研究科・前期） 

 東京大都市圏では居住地の郊外化が進み，居住地と就業地が分離し，毎日巨大な通

勤流が発生している。加藤ほか（2000）は，高齢化の急速な進展や近年国民の価値観，

生活様式の変化などにより，鉄道利用「シームレス化」を求める社会ニーズが高まって

おり，こうしたニーズに対して首都圏では，年々，自社・他社路線問わず相互直通乗り

入れや，同一ホーム・同一方向乗換化が行われ，鉄道利用のシームレス化が進められて

いる。本研究では，国土交通省の大都市交通センサスを用いて，東京大都市圏での鉄道

の通勤・通学定期利用者の，最終降車駅や初乗り路線，経路を GISで分析し，通勤・通

学流動の傾向を駅レベルで明らかにする。また，鉄道利用のシームレス化に伴い，同一

駅への所要時間の変化や，初乗り駅の利用者数などの変化なども明らかにする。研究

の結果，新宿駅と東京駅の比較では，新宿駅には新宿駅より西部から，東京駅には JR

の幹線からの利用が多くみられた。 

 

 

114．東京都 23区における公共交通の現状と課題について 

遠藤有悟（理工学研究科・後期） 

 都市における公共交通は，誰もが公平に公共交通を利用できる「交通権」が，SDGsの

11.2 の内容とともに注目されている。日本の都市では，徒歩や自転車，公共交通機関

の利用を促進するものである公共交通指向型開発（TOD）を進めているが，自動車主体

であることや，法律の改正により公共交通事業者の経営状況が悪化している状況であ

る。さらに，行政主体で進められたコミュニティバスの参入により，既存の路線バスと

の競合問題が発生し，路線の廃止や運行路線の縮小，運行頻度の低下などのサービス

の水準がコミュニティバス・路線バスともに低下している。日本の都市で起きている

公共交通の問題を解消していくためには，現在の公共交通が提供する近接性のレベル

を公共交通事業者に関係なく，地域全体で測ったうえで総合的に考察する必要がある。

本研究では，東京都 23区における公共交通の近接性を測定し，現在抱えている公共交

通の課題を明らかにしていく。 
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【第 2会場:3407】 
 

201．ドローンによる栽培方法の異なる水稲のモニタリング 

佐藤翔太・鳥居寛太・古屋 睦・前田紀香（経済学部 2年） 

 日本の農業は，農業従事者の高齢化や後継者不足，耕地面積の減少などによって衰

退という事態に直面している。食料自給率（カロリーベース）でみると 38%であり，多

くを海外に頼っている状況である。そのため，刻々と変化する海外の動向によって国

内の食料供給に影響を及ぼす可能性もある。そのような解決策の一つに，国は新技術

を社会実装するスマート農業の成長産業化に向けて推進している。 

 そこで，本研究では今後のスマート農業の一役を担うと期待されているドローンを

用いた水稲モニタリングを実施した。本研究の目的は，イネ（コシヒカリ）の栽培方法

の違いを上空からのモニタリングで捉えることができるか明らかにすることである。

慣行栽培（機械導入）と減農薬栽培（手作業）の圃場を対象とし，田植え～収穫までの

NDVI の変化を計測した結果，栽培方法によって NDVI に違いが生じることがわかった。

さらに，収穫後の品質診断でも違いが生じる結果となった。 

 

 

202．コシヒカリの生産地にみる地理的特徴とその傾向 

前田浩希・中村俊介・森本健介・大隈璃子・荒井幹太（経済学部 2年） 

 近年，日本農業の基幹作物である米の生産量・消費量ともに低迷し続けている。特に

１人当たりの米の消費量は 1962年の 118.3kgをピークに，2020年では 50.8kgと約 40%

も減少した。このような状況を打破する対策の一つに，「ブランド米」といった付加価

値のある米の栽培に各地が力を入れるようになった。令和４年産の米の銘柄数は 921

あり，前年から 31 銘柄も増加している。 

 そこで，本研究ではブランド米で有名な新潟県魚沼産とその他の栽培地域を対象と

して分析を行った。調査対象地域の米の品種は同じ「コシヒカリ」であるが，米の食味

試験（日本穀物検定協会主催）では魚沼産は特Ａランク，その他の栽培地域においては

Ａランク以上を獲得している。生産地域によって違いが生まれる要因の一つとして，

ブランド米が栽培される地域の自然環境が影響していると考えられるため，国土数値

情報（気温，日照時間など）を用いて，これらの地域的な特徴を明らかにした。 
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203．富山県黒部川扇状地における米づくり 

清水大樹・東谷梨央・中武碧唯（文理学部 2年） 

 通常，扇状地は砂れき質土壌で稲作に適さないが，黒部川扇状地においては，稲作が

盛んにおこなわれている。そこで，なぜ黒部川扇状地では稲作が盛んにおこなわれて

いるのかを現地の農家に聞き込み調査を行い，調査した。事前調査では，黒部川扇状地

は稲作に適していない環境であることを指摘していたが，現地調査の結果，流水客土

事業を行い，田の水温が上昇し，水稲の収量が増加し，米質も改善されたことから，稲

作に適した環境整備が行われていることが分かった。また，現代においてはスマート

農業が行われ，農業の効率化を図っているなど，黒部川扇状地固有の農業形態を明ら

かにすることができた。コシヒカリの他に「富
ふ

富
ふ

富
ふ

」といったブランド米を確立してい

ることからも黒部川扇状地で稲作が盛んにおこなわれているといえる。 

 

 

204．山梨県丹波山村における農業関連法人の多業経営の実態と地域的役割 

 須藤健介・水村 望（経済学部 2 年） 

 関根まりあ・斉藤 蒼（経済学部 3 年） 

 1990 年代以降，中山間地域問題が深刻化した。近年では，中山間地域の振興の方向

として「半農半Ⅹ」のような多業の経営が推奨されている。そこで本研究は，山梨県丹

波山村における農業関連法人の設立を通した多業経営の実態とその地域的役割につい

て明らかにすることを目的としている。 

 その結果，次のことが明らかとなった。①丹波山村で設立された農業関連法人は，農

業生産のみならずその加工品（舞茸・ジビエ）の生産と販売だけでなくキャンプ場の経

営，企業の研修や大学生の実習の受け入れ，体験型イベント等，多業の経営によって経

営上のリスク分散や関係人口の創出につなげている。②法人設立によって I・Uターン

者や村内居住者の雇用の場（若手が中心）となっている。以上から，農業関連法人の設

立は，地域特産品の創出のみならず若手の雇用の場，キャンプや体験型イベント等を

通した関係人口の創出の場になっていると指摘できる。 
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205．山梨県丹波山村における高齢者農業と在来種じゃがいも生産の実態 

 谷泉礼珠・住吉透八・中島悠斗（経済学部 3 年） 

 安藤瑞希（経済学部 2年） 

 日本農業の高齢化や縮小が進んでいる。その一方で世界的に「小農」に対する再評価

も進みつつある。小規模零細を特徴とする日本農業は，価格競争力に乏しいため，地域

の独自性をどのように構築できるかが問われることになる。その点で在来種の栽培は

注目すべき取組みである。本研究は，山梨県丹波山村において継続されてきた在来種

じゃがいも生産の実態と課題について明らかにすることを目的とした。 

 多摩川の最上流部に位置する丹波山村では，赤いも（落合いも）とつやいもと呼ばれ

る 2 つの在来種が継承されてきた。しかし，2009 年に 23 戸いた生産農家は 2022 年に

8 戸へと減少し，その 8 割は 60 歳以上の農家である。しかし，地域おこし協力隊の任

期終了後に起業した事業者が，大学生との連携や地域特産品の生産を通して種の継承

を目指している。若者や他地域との事業者との連携を通した特産品開発は，丹波山村

における農業の存続に重要な取り組みであると考えられる。 

 

 

206．都市近郊地域におけるさつまいもを通した農商工連携の構築とその要因 

有坂友樹・齋藤菜々海・鈴木絵美・山内大誠（経済学部 3 年） 

 地産地消と地域創生へ向けた取り組みの一つとして農商工連携がある。今日，この

取り組みは経済連携に関わる事業者間の取引関係のあり方が問われている。本研究は，

埼玉県三芳町における「富の川越いも」を生産する農家と食品加工業者の連携の実態

を明らかにするとともに，両者における連携の意義について考察することを目的とし

た。 

 さつまいも生産農家の多くは，生産物を直売所や直販で販売しているが，少なから

ず加工用へと仕向けている。演者らが確認した限りでも加工向けの取引業者は 10社に

及ぶ。これら業者との取引関係は 2010年代に入ってから始まったものが多い。食品加

工業者は埼玉県内に本社や生産工場を置く企業が多く，それら企業が地域連携事業の

一環としてさつまいもの加工事業を位置づけている。農家は商品率の向上による売り

上げの増加が，加工業者は新商品の開発効果とともに「地元企業」としての存立基盤を

強化する意義をもっている。 
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207．埼玉県三芳町におけるさつまいもを活用した 6次産業化の実態と課題 

斎藤蒼瑚・河口 誠・木村愛梨・村瀬 僚（経済学部 2年） 

 近年，農産物価格の低迷などを背景に農業従業者の高齢化や減少，農業生産の縮小

などの問題が現れている。そこで農産物の価値を高め，農業所得の向上を図る 6 次産

業化を行う事業体が全国的に増加している。本研究では，埼玉県三芳町におけるさつ

まいもを活用した 6 次産業化事業の取り組みの実態と課題について明らかにすること

を目的とする。 

 「川越いも振興会」に加入する農家の内，3戸の農家で 6 次産業化事業が取り組まれ

ている。それぞれの農家は，6 次産業化事業を始めたことで「売り上げの向上」，「規格

外なものが使えるためロスが減るとともに商品化率があがる」ことを評価している。

カフェやレストランの開業は，この地域への来訪者の増加につながり，直売所での農

産物販売にも好影響をもたらしている。その一方で，人手不足の問題や，土地利用規制

の問題により，新たに施設を設置して新商品を製造・販売することができないなどの

問題が指摘されている。 

 

 

208．宮城県の清酒製造業における企業間連携の形成とその要因 

上原脩也（経済学研究科・前期） 

 近年の地域経済の伸び悩みの中で，古くから地域に根づいている地場産業の実態や

新たな取り組みの方向性について検証していく必要がある。清酒製造業は，典型的な

地場産業の一つで中小零細企業を中心とした産業である。本研究は，革新性の一つで

ある高付加価値化を実現している宮城県の清酒製造業を研究対象として，蔵元の経営

実態とその連携を通した革新的取り組みの意義について考察することを目的とした。 

 日本では，1970 年代の全国的な清酒生産のピークを境に清酒生産量は減少してきた。

そうしたなかで，宮城県は 1980年代には他県に先駆けて，特定名称酒に特化した酒造

りを宮城県酒造組合が主導する形で全県を挙げて行ってきた。近年では酒造組合を介

さない県内の蔵元同士の連携がオープンイノベーションの場として機能しており，蔵

元の技術向上と製品の価値づけの両方を実現していると指摘できる。 
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209．富山県高岡市における銅器産業の構造の変化 

二口未菜（理工学研究科・前期） 

 富山県高岡市の特産産業である銅器産業は，全国唯一の美術銅器の産地である。江

戸時代より金屋町を中心に発展し，郷土性が高い高岡銅器は，1975 年に国の伝統的工

芸品に指定され，1970 年代以降，全国シェア 9 割を占めている。しかし，高岡銅器に

関する研究は，明治時代における産地の比較研究の他，近年の産業支援事業による新

製品開発に関するものであるため，蓄積が遅れている。そこで本研究では，聞き取り調

査を基に，立地と構造の面から高岡銅器の構造の変化を明らかにしていくことを目的

とする。 

 銅器工場の立地は，かつては河運で出荷していたため千保川沿いに多く立地してい

たが，モータリゼーションの発達や，工業団地の出現により郊外へ移動し，バブル以降

はその数は減少し続けている。構造はかつて，商社や消費地問屋の影響力が強かった

が，現在は，エンドユーザーや工場の力が強く，産地問屋を経由しない流通経路が増加

している。 

 

 

210．土岐市土岐津町における陶磁器産業の歴史的展開 

笠原茂樹（理工学研究科・後期） 

 土岐市土岐津町は，美濃焼産地の中央部に位置し，同町内に埋蔵する陶土資源を背

景に陶磁器産業が発展し，1980 年代には 130 社以上の窯元が操業していた。しかし近

年は，中山鉱山の閉山や土岐津西部陶磁器工業協同組合の解散など同内の陶磁器産業

を取り巻く環境は著しく変化した。そこで本発表では，土岐津町を対象に，陶磁器産業

の歴史的展開を明らかとした。その結果は，以下の通りである。 

 土岐津町は，最盛期には出荷額に対する輸出割合が 4 割を超えるなど輸出への依存

度が高く，輸出先は南北アメリカ，アジア，欧州と広範囲に広がっていた。そのため，

為替相場の変動による輸出不振の影響を強く受け，内需向けへの市場転換を図ったが，

1990 年代以降の不況により，窯元数は減少し，2020 年には 19 社となった。解散した

西部組合では素地・上絵付を外注に依存していたが，現存する窯元の多くでは内製し

ており，外注の有無が存続を分けた条件であると考えられる。 
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211．福岡市における副都心構想に基づく再開発の地域差 

宮川貴久（理工学研究科・前期） 

 高度経済成長期以降，日本の多くの都市では都心部での人口急増や諸都市機能の集

中により，様々な都市問題に発展した。福岡市では郊外での急速な市街地の拡大が進

行していたため，1976 年の福岡市基本構想で天神・博多を都心としてＹ型に 3 つの副

都心を構築するマスタープランを策定した。福岡市の副都心開発に関する研究は飯田・

村木(2007)が地方中核都市における政策上での副都心開発に着目した研究や，加藤

(2012)が福岡市副都心 3 地区の地域商業の動向を交通量や地域人口の変化から 3 地区

の現状と課題を明らかにした研究等が挙げられるが，副都心開発の土地利用の変化に

関する研究事例は少ない。そこで，本研究では福岡市が 1976年に副都心と位置付けた

香椎・千早地区，大橋地区，西新・藤崎・シーサイドももち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と各地域の副都心開発

前の時点での比較・分析を行った。 

 

 

212．横浜市の中心部における都市機能の特性 ―横浜みなとみらい 21 地区を事例に

― 

大石治憲（理工学研究科・後期） 

 本研究は，横浜市の中心部における，建築物ごとの用途とテナントの規模や建築物

内の用途別の構成割合を整理し，時系列で変化を追いながら，地区別の特性を明らか

にすることを目的とする。今回の報告では，みなとみらい 21 地区（以下，当地区）を

事例として，都市機能の特性を明らかにする。 

 当地区では，中央東部と北西部において，20 階建て程度のオフィスビルが多く，低

層階には，飲食店やコンビニエンスストア，医療機関等がテナントとして入っている

ものの，中層階から高層階にかけてはオフィス専用の空間になっている。一方で，中央

部から南東部にかけては，低層階が連続し，専門店やレストラン等で構成されるショ

ッピングモールとなっており，その上部が数棟の独立したビルとなり，オフィスや，ホ

テルの専用空間となっている。なお，横浜駅東口周辺は，高層階のレストランを含め

て，商業機能が大半を占めている。 
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213．栃木県宇都宮市におけるアクセシビリティ指標を用いたコンパクトシティ政策の

検証 

宮川康佑（理工学研究科・前期） 

 近年，日本の多くの地方都市は，コンパクトシティ政策を取り入れつつある。本研究

では，コンパクトシティ政策を行っている栃木県宇都宮市を研究対象地域とし，居住

地から施設への近接性を明らかにして，コンパクトシティ政策の有効性を検証するこ

とを目的とする。方法としては，2015 年国勢調査のメッシュデータそれぞれの中心点

から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。対象施設は，コ

ンビニエンスストア，スーパーマーケット，病院・診療所（内科），駅・バス停として，

立地状況を近接性の観点から考察した。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，平均値は駅・バス停以外の施設で 10 分を超えた。10 分以内

で到達できる人口を合計すると，スーパーマーケットは総人口の 11.3%であった。宇都

宮市のコンパクトシティ政策では，施設へ歩いて移動できる距離を 10 分としており，

現状の近接性は低いことが明らかになった。 

 

 

214．地理総合での地図と GISの活用における課題，小中学校の地図教育との連携につ

いて 

黛 京子（理工学研究科・前期） 

 本研究は，高等学校での「地理総合」の必修化に伴う，地図と地理情報システム（GIS）

の活用での課題と，現場へのサポートのあり方や，教材化の方向性を明らかにするも

のである。教育現場では，地理専門教員の少なさや，GIS の扱いに不慣れな教員も多く，

ここにも大きな課題が存在する。また，自然災害や防災の内容では地図の使用が多く

見られるが，それ以外の内容での地図や GIS の活用は進んでいない。研究では，高校

生へのアンケートから地図の見方に困難さを感じていることが分かった。そこから高

等学校の地図の活用の課題には，小学校から始まる地図教育のあり方から考えていく

必要があるが，今までの地図学習が行われている小・中・高等学校では，地理的な見

方・考え方の定着は難しい。小学校の地図教育，中学校での地域調査や，世界と日本の

地域構成の学習内容をもとに，日本の地図教育の内容を整理し，地図教育がどのよう

な内容で行われているのかを発表する。 
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215．高等学校「地理総合」における地理情報システムの活用に向けた学習内容の検討

と授業実施にあたっての課題 

宇賀村芳太朗（本郷中・高）・清水和明（神奈川大） 

 2022 年度より高等学校において「地理総合」が必履修科目となった。「地理総合」の

大項目の１つである「地図や地理情報システムで捉える現代世界」において地理情報

システム（GIS）を活用した授業のあり方が模索されている。本報告では「地理総合」

における GIS を活用した学習内容について提示するとともに，授業実施にあたっての

課題を検討する。 

 教員の授業準備や，授業における生徒の操作性を踏まえると，政府統計の総合窓口

（e-Stat）で公開されている「j Stat Map」や，地域経済分析システム「RESAS」とい

った Web GIS を活用することが望ましい。合わせて，実際に GIS を活用する単元とし

て，「生活圏の調査と地域の持続的な発展」における地域調査の準備学習を設定するこ

とで学習効果も高まると考える。その一方で，生徒が利用する端末の確保をはじめ，教

員 1 名で GIS の操作を教えつつ，机間巡視や質問対応にあたることが可能であるのか

といった課題がある。 

 

 

216．鎌倉幕府「政庁」跡をめぐる保全策の混迷 

永野征男（日本大名誉教授） 

 鎌倉の世界遺産登録は，国内初の落選（2013 年）となった。その事由として調査機

関イコモスは，幕府地が不明であることを指摘した。頼朝以降の三代の政庁「大蔵幕

府」跡は，文書・字名・周辺遺構から推定できても，私有地のために考古学的な調査は

未了であった。2018年になると同地点に大型マンション計画（敷地 2,000 ㎡，４階建）

が浮上した。ここは「埋蔵文化財包蔵地台帳（県）」に記載され，また用途区域（建蔽

/容積率）の規制も厳しく，長く開発の困難な場所として認識されてきた。 

 しかし，同計画を検証すると，土地の歴史的な重要性の他に，都市計画上の問題が見

えてきた。つまり，世論が「史実」を注視している間に，業者は法的な「建蔽率緩和」

の特例措置を延用した。古都における歴史的風致の保全問題では，つねに埋蔵文化財

と開発行為が対岐する。したがって，研究面でも法制度や行政指導の変更に着目する

ことが肝要である。 
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【第 3会場:3408】 
 

301．堺駅及び堺東駅周辺の土地利用について 

小俣優斗・山田彩夏・中川侑大・佐藤友香（文理学部 2年） 

 堺市では，鉄道網が南北に偏在しており，東西方向の交通はバスに依存している。南

海線の堺駅，高野線の堺東駅と二つの中心点を形成されている。この二つの駅は，1980

年代から 90年代にかけて土地利用の再開発が進んだ。再開発された時期は同じである

が，臨海に位置する堺駅周辺と内陸に位置する堺東駅周辺とでは環境が異なり，２つ

の地域の業種の広がりには違いが見られる。２つの地域を調査することで，それぞれ

の駅の特性を明らかにし，それらを分析することを目的とする。そこで本研究は，堺

駅・堺東駅をそれぞれ中心とした半径 350mの範囲内で，９つに分類しながら土地利用

調査を行い，土地利用と商業の側面から分析した。堺駅周辺では，西側に商業地や工場

が立地し，東側に商業地，住宅地が広がっていた。堺東駅周辺では，西側に商業地が，

東側に住宅が多く分布していた。両駅を比較すると空き地や駐車上の数，商業地の広

がり方にもそれぞれ特徴が見られた。 

 

 

302．堺市における商店街の土地利用と業種構成の実態 ―山之口商店街と堺銀座商店

街を中心に― 

大西一巧・大山虎之介・長井 尊・沼田健汰・佐知亮太（文理学部 2 年） 

 日本の地方都市では，中心商店街の衰退が深刻化している一方，繁栄している商店

街も存在している。そこで本研究では，行政指定都市である堺市において，かつての商

業の中心地であった山之口商店街と現在の商業の中心地である堺銀座商店街の 2 つの

商店街の店舗の土地利用状況と業種構成に着目し，その現状を考察する。調査方法と

しては，9 月時点における 2 つの商店街の土地利用状況と業種構成を現地調査し，それ

ぞれの商店街の実態の把握と，その結果を比較する。調査の結果，山之口商店街の土地

利用では住宅併用施設が 37％と最も高い割合となっており，業種構成では衣類品店・

装飾品店が 23％で最も高い割合となっている。堺銀座商店街の土地利用では専用商業

施設 67.7％と最も高くなっており，商業構成では歓楽が 31％と最も高い割合となって

いる。このことから，2つの商店街では土地利用・業種構成ともに，最も高い割合のも

のが異なることが分かった。 
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303．堺市の中心商業地における土地利用と業種構成 ―紀州街道とフェニックス通り

を事例として― 

鷺山惟織・植松大貴・藤田遥香・南 玲音・山本菜穂子（文理学部 2 年） 

 紀州街道は江戸時代に紀州と泉州の交易ルートとして重要な役制をもち，堺・大道

筋から和歌山に至る経路は参動交代の大名や商人で賑わった。フェニックス通りは大

阪市から堺市，岸和田市を経由し，和歌山市に至る国道 26 号の一部である。本研究は，

堺市における 2 つの主要道路の両側を対象として土地利用状況と業種別構成による商

業立地の特徴を明らかにすることを目的とする。その方法として，2022 年 9 月に実施

した現地調査をもとに調査範囲の土地利用と業種構成を考察し，両地域の比較を行っ

た。その結果，紀州街道沿いには自営業の店舗が多くありチェーン店は少なく，オフィ

スが集積したビルはフェニックス通りに多い傾向にあることがみられた。また，調査

範囲の交差点には銀行やチェーン店が立地している傾向にあることや，各店舗の専用

駐車場がないため，小規模な有料駐車場が分散して立地していることなど土地利用の

特徴が明らかとなった。 

 

 

304．長崎新地中華街における土地利用の経年変化 

嶋田龍之介・森本翔也・小島直樹・鹿間颯人（文理学部 2 年） 

 長崎新地中華街は，横浜中華街，神戸南京町とともに日本三大中華街として知られ

ている。そのはじまりは 1868 年であり，元々は大浦外国人居留地の一画であったが，

1986 年に中国門が建設され，より中華風の外観に改装した店舗が軒を連ね，現在の長

崎新地中華街が完成した。本研究では，長い歴史をもつ長崎新地中華街がどのような

変遷を経て，現在の形になっているかを明らかにする。調査は，1990 年から現在まで

の中華街における土地利用を 10 年ごとに調べ，経年変化をみる。その結果，店舗数を

みると，1990年は 78 軒であったが，2000年 84 軒，2010年 85軒，2022 年現在は 93 軒

と経年的に増加傾向にある。土地利用の経年変化をみると，中華料理店の割合は全体

の約 20%を維持し続けている。一方，駐車場が占める割合は，1990 年から 2010年まで

は約 5％であったが，現在では 10%に増加した。また， 業務が占める割合は，1990 年

は約 18%だったが，2000 年約 2.5%，2010 年約 1%，2022 年現在は約 3%と大きく減少し

た。 
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305．富山県宇奈月町下
おり

立
たて

における災害危険性と住民の災害への意識の地域差 

吉武稜太（文理学部 3年）・大窪悠斗（文理学部 2 年） 

 災害危険度に応じて住民の意識に差があるのかを明らかにするために，昭和 44 年の

水害で被害を受けた富山県宇奈月町下立を対象として，災害への認識や防災意識の差

を調査した。現地住民へは，点数化できるよう作成したアンケートをもとに実際に水

害が起きた当時の記憶やそれに関する認識を聞き取りまとめ，また，自治体の水害に

対するハードおよびソフト面での対策，対応，例えば，地域独自のハザードマップや連

絡網の有無，インターネットの活用などについて実際に黒部市役所への聞き取り調査

を行いとりまとめた。その結果，意識の差はないという結果が得られたが，アンケート

の母数が少ないことなどから差はないと結論づけるのは困難であった。しかし，場所

に関係なく当時のことを覚えている住民が多かった。また，自治体によってハザード

マップの作成，配布や避難訓練，緊急情報メールなどの多くの対策が実施されている

ことが明らかになった。 

 

 

306．房総半島中央部における縄文時代のシカ狩猟について 

鬼崎 華（理工学研究科・前期） 

 千葉県は，縄文時代の貝塚が多く検出されており，日本全国の 3 割を占めている。

特に房総半島の中央部，大網白里市と東金市にまたがる台地上には，当時の主要な狩

猟対象動物であったシカの出土数が突出した養安寺遺跡が位置している。中期に繁栄

した集落であり，狩猟適地であった可能性が指摘されている。本研究では，当遺跡を中

心とした，房総半島中央部における動物資源利用にかかわる生業活動の特徴を明らか

にすることを目的として，立地環境の比較と，シカの骨歯に対する肉眼観察及びノギ

スによる計測分析を行った。当時の狩りは，地形とシカの習性を巧みに利用した追い

込みなどの方法がとられていたとされる。検出数の少ない西側の遺跡と比べて，入り

組んだ谷が多く，より捕獲に適した地形条件であったと考えられる。また，体格の傾向

や年齢構成が部位によって異なることから，特定の部位や個体を選択的に集落外へ持

ち出していた可能性が示された。 
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307．鹿児島県悪石島における植生変化と人為が与えた影響 

江藤 直（理工学研究科・前期） 

 琉球列島や南九州の植生は，主に照葉樹林から構成されている場所が多い。しかし，

一部の島ではリュウキュウチクが優占しており，他の島や南九州とは異なる。一般的

にリュウキュウチクは焼畑により広がったとされているが，竹島においてそれは植物

珪酸体と微粒炭の分析によって否定されている。悪石島においては同様の研究はされ

ておらず，現在の竹林が大部分を占める植生となった要因は不明である。本研究では

悪石島の植生に人為が与えた影響を明らかにすることを目的とする。 

 現地で土壌を採取し，それを用いた植物珪酸体分析・微粒炭分析を行った。その結

果，主に焼畑に使われていた場所はリュウキュウチクの珪酸体と微粒炭の増加は一致

していない。それに対して，焼畑にあまり利用されていない場所と，比較的最近に行わ

れたと推測される場所では珪酸体と微粒炭の増加が一致しており，一部の地域では焼

畑によって竹林が広がったと考えられる。 

 

 

308．西日本豪雨における倉敷市真備町の被害分析 

田畑 天・小倉彪睦・遠竹良汰（経済学部 2年） 

 西日本豪雨（平成 30年 7 月豪雨）において岡山県倉敷市真備町では，高梁川支流の

小田川とその支流である末政川，高馬川等が次々と破堤したことにより，甚大な洪水

被害が発生した。その浸水範囲は真備町の 4分の 1 にあたる 1200haに及び，浸水深は

南北 1km，東西 3.5km の範囲で 5m を超え，最大で 5.4mに達した。真備町だけで死者 51

人，住宅全半壊計 8195 棟，床上・床下浸水計 7058 棟という被害を生んだ。死者のう

ち 42 人が 1階で発見され，70 歳以上の高齢者の割合が高いのが特徴である。 

 真備町は大小含め過去に何度も洪水被害が発生している水害常襲地であるが，1976

年 9 月台風 17 号による洪水を最後に大きな災害は発生していない。今回，多くの死者

が生じたのは 1976年以降に新しく住宅開発された地域であった。そこで，本研究では

同地域の多時期にわたる土地利用の変遷と死者が生じた地域との関係を GIS を用いて

分析し，被害を拡大させた要因について検討した。 
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309．大田区南久が原地区の地価に与える台地・低地・傾斜地の影響 

大淵 拓（文理学部 4年） 

 大田区南久が原地区の住宅地は低地と台地が入り組んでおり，台地には比較的区画

の大きな宅地があり，低地には区画の小さい宅地が分布する傾向がある。そこでこの

ような区画の大小と地価の高低を低地と台地に分けて可視化しようとした。地価につ

いては国税庁が発表する単位面積当たり路線価図を用いて調査地域の宅地価格を計算

した。路線価を用いたのは，国土交通省が発表する公示地価では情報が空間的に疎な

ため，区画一つ一つの地価を求める際には不適だったためである。基盤地図情報の建

物の外周線データを基に，重ね合わせた空中写真や現地調査を参考にして区画ポリゴ

ンデータを生成しそれらのポリゴンデータから面積を計算して地価から宅地価格を

ArcGIS Proで可視化した。その結果，台地は宅地価格が高く低地は安い結果となった。

しかし，低地か台地かという違いだけではなく傾斜角の大小の条件も宅地価格に影響

を与えていることが分かった。 

 

 

310．ネパール・スンコシ川右岸の地すべり性地表変動の継続性の検出に関する研究 

夏 和也（理工学研究科・前期） 

 雨季末期の 2014 年 8 月 2 日，ネパール中部のスンコシ川右岸・ジュレ地区で幅 900

ｍ，長さ 1,500ｍ，最大崩壊深度 200ｍ（Yagi et al, 2020）の大規模な地すべりが発

生し，一時的に道路を不通にするなど経済活動に大きな影響を与えた。本研究では，本

地区の斜面を対象地域とし，先行研究が対象とした期間よりも後の地すべり性地表変

動を時系列の ALOS-2/PALSAR-2 データを使って求めた。本データから北行軌道右向き

で観測された 2014 年 9 月 6 日から 2021 年 6 月 19 日までの期間，計 21 枚の SAR 画像

を生成し，衛星視線方向の変動量を雨季・乾季に分けて求め，時間・空間変化のグラフ

及び変動分布表を作成した。その結果，雨季・乾季を共に含む期間で沈降（または東向

き）の変動，または隆起の変動が見られ，雨季の方が乾季よりも変動量が大きく，崩壊

源頭部付近で変動が継続していることが分かった。変動量には雨季と乾季で違いが見

られることから，降水量をもとにしてさらに分析を行った。 
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311．佐渡島大佐渡山地西側斜面における風衝地植生の特徴 

 木嶋陸駆・本間美宥・大田和藍人（文理学部 2年） 

 奥村直木（文理学部 3年） 

 島の山頂や稜線部では強風の影響のため風衝地となり，低標高にあっても，高山～

亜高山帯の植物が観られる。佐渡島大佐渡山地においても同様の環境下での風衝地植

生が報告されているものの，一方で山頂や尾根部から外れた場所にも，その存在が報

告されている。そこで本研究では尾根部から外れた場所に形成された風衝地と山頂や

尾根部に形成された風衝地の差異を，植生の観点から明らかにすることを目的として

調査を行った。低灌木と草地に覆われた風衝地において，4m×4m のコドラート調査を

おこない，植物の種類及び分布を明らかにした。また，土壌水分量及び pH，地形の簡

易測量をおこない，植物の分布との関係性を分析した。植生調査の結果は，本研究の調

査地にはハクサンシャクナゲ，ミヤマトウキ等の亜高山植物の存在が確認され，山頂

や尾根部と同様の植生であることを示唆している。また，低灌木の分布する土壌では

pH が低い傾向にある。 

 

 

312．大佐渡山地北部における北西斜面風衝地で見られる植生とその成立要因 

細渕有斗（理工学研究科・前期） 

 日本における気候的極相植生は森林とされるが，島嶼や低山の稜線部では冬季季節

風の影響で長期間の草原の成立が見られ，加えて，標高に関係なく高山帯に類似した

景観が現れる「山頂現象」が確認される。これらは佐渡島大佐渡山地北西斜面でも確認

されており，蒲澤（2021）は該当箇所での植生成立要因は冬季季節風によって左右され

る微地形ひいては土壌条件であるとしたが，その調査は定量的なものであり，具体性

に欠ける。そこで本研究では，大佐渡山地北西向き風衝地における現存植生を把握し，

その成立環境とされる微地形と土壌条件に関しての考察を行った。調査の結果，対象

地域では標高約 810m地点での高山植物の生育が確認でき，裸地・草地含めパッチ上に

分布している様子がみられた。大佐渡山地の山頂現象の指標とされた高山植物，ハク

サンシャクナゲは比高の低い箇所やホツツジの下部に分布していることが確認された。 
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313．鬼怒川源流域に成立する上部温帯林の植生動態と気候変動による影響 

長田強志（理工学研究科・後期） 

 上部温帯林は，日本において，ブナを欠く冷温帯域から亜高山帯域への移行部に成

立する植生帯であり，北海道の汎針広混交林や，本州のウラジロモミ林などが代表的

な例とされる。近年，このような上部温帯林において，林内の落葉広葉樹割合の増加が

報告されている。一般的に日本における樹木の分布は気温によって大きく影響を受け

るといわれる。混交林内の広葉樹増加は近年の温暖化をはじめとする気候条件の変化

が樹木の生育適地を移動させた結果として生じた現象である可能性が高い。そこで本

研究では，本州上部温帯林周辺における植生動態を明らかにするとともに，これに対

する気候変動や土壌環境の影響を解明することを目的とする。2022 年 10 月に栃木県

日光市手白山で植生調査を行った結果，コドラートを設置した標高 1550m 地点と 1650m

地点のいずれでも，胸高直径の小さい落葉広葉樹が数多く生育していることがわかり，

優先的な更新を行っている可能性が示された。 

 

 

314．定年退職後 12年間の研究成果 

小元久仁夫（元文理学部） 

 2010 年 10 月に定年退職して以来，12 年間に行った研究成果は，著書（分担執筆を

含む）4 冊，研究論文 48篇，報告書ほか 6 篇，学会発表 24回である。 

 この中から①宮古島市保良海岸の石灰華段丘の形成年代（自然科学研究所研究紀要，

2011），②宮古島のマイバー浜から採取した津波石の年代（地学雑誌，2012），③ハマサ

ンゴの年縞と屋久杉の年輪から見た気候変動（地理誌叢，2013），④ローヌ氷河の後退

と地球温暖化（地学雑誌，2015），⑤宮古島大浦田原海岸におけるビーチロックの成長

速度（季刊地理学，2017），⑥天然記念物宮古島市ボラ海岸の石灰華段丘の TLSによる

精密等高線図の作成（地学雑誌，2017）と，最新の研究成果である⑦慶良間諸島慶留間

島北部のビーチロックの形成年代（地学雑誌投稿中）を取り上げて研究成果の概要を

紹介する。 
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【第 4会場:ラーニングホール】 
 

P401．黒部市生地地区における水資源の豊かさとその背景 

会田梨乃・伊藤さくら・佐藤尚侑・手塚雅空飛（文理学部 2 年） 

 生地地区の湧水（清水
しょうず

）の水質が優れているのか，それがどう活用されているのか。

ここでいう水質とは pH，鉄，全硬度，COD，亜硝酸の値のことである。先行研究では，

水質は安全で安定していることがわかっている。しかし，古いデータのため現在の水

質はあまり明らかになっていない。また，生地地区と清水の関わりについて言及され

ていなかったため活用できているかも確信が持てなかった。そこで本研究は現在の水

質と，人々が豊富な水資源による恩恵を受けていることを確認するため，パックテス

トを用いた水質調査と市民や企業にアンケート調査を行った。その結果，多くの清水

では鉄は検出されず COD や亜硝酸などの汚染物質が極めて少ない軟水であり，酒の製

造に適していることがわかった。またアンケートでは，8割以上の住民が「恩恵を受け

ている」と感じていることもわかった。よって生地地区は豊かな水資源の恵みを受け，

活用していると考えられる。 

 

P402．黒部川扇状地の霞堤 

 宇賀神優華・松本敢太・澤村星輝・友部凛太郎（文理学部 2 年） 

 諏訪 有（文理学部 3年） 

 黒部川は日本屈指の急流河川であり，流域の約 80％が山岳地域を流れている。黒部

川の上流域における年降水量は 4000mｍと多量である。黒部川扇状地では，たびたび洪

水の被害に見舞われてきた。このため黒部川扇状地の下流部では霞堤と呼ばれる不連

続な堤防が作られている。そこで，黒部川における水害の歴史と霞堤の機能について

調査した。その結果，霞堤が建設される明治２４年以前は，洪水のたびに氾濫している

ことが分かった。霞堤は二重に重なった堤防で，氾濫水のすみやかなる河道還元が黒

部川の霞堤の目的である。また霞堤は急流河川以外にも存在しており，緩流河川の一

つである豊川も霞堤が使われている。豊川の霞堤は開口部から一時的に洪水を貯留さ

せ洪水調節効果を発揮させることが目的である。このことから同じ霞堤でも機能が異

なっており，その理由として河床勾配の違いが考えられる。 

 

 

 



- 24 - 

 

 

 

P403．大佐渡山地北部の稜線付近における植生の特徴 

浦岡敬太（文理学部 2年） 

 大佐渡山地北部は 800m から 1000ｍの標高を有する地域であり，この標高帯の植生

は環境省第 6 回植生調査によるとブナ―ミズナラ群落やスギ・ヒノキ・サワラ植林，

チシマザサ―ブナ群団が広がる場所として示される。一方，同山地中央部の妙見山山

頂北側で行われた調査によれば，ブナやミズナラなどが生育する同様の高度帯にイブ

キジャコウソウなどの通常亜高山～高山にかけて分布する植物が生育していると報告

されている。本研究では，標高帯と一致しない植物の有無について，標高 800ｍ～820

ｍの間で草地が広がり，標高 820ｍ～850ｍの間で上述の環境省調査によってブナ―ミ

ズナラ群落が優先するとされる井坪山北部を対象に植生調査をおこなった。その結果，

標高 800ｍ地点の草地では，上述の環境省調査によって示されたブナ―ミズナラ群落と

は異なり，亜高山植物であるハクサンシャクナゲの生育を確認し，標高 830ｍでは山地

帯の植物であるエゾアジサイの生育を確認した。 

 

 

P404．白井駅前商店街の歴史的変遷からみた店舗構成の特徴と商店街の機能変化 

 内藤匡翁（経済学部 3年） 

 植杉太智・岡 亮友（経済学部 2 年） 

 近年ニュータウン地域では大型店の立地が相次いだことにより，計画的に配置され

た近隣センターの商店が廃業を余儀なくされ，中心市街地の空洞化問題が生じている。

本研究は，千葉ニュータウンに位置する白井駅前商店街を事例に，商店構成の歴史的

変遷を追いながら商店街の変化とその特徴を明らかにするとともに，商店街の機能変

化について考察することを目的とする。 

 白井市は，千葉県印旛地域の西部に位置し，隣接する印西市や鎌ヶ谷市などに立地

した大型商業施設の商圏内にある。こうしたなかで，白井駅前商店街では，商店街に存

在していた生鮮食品などの小売機能が撤退している一方で，近年では理容・美容店や

学習塾，保険業などサービス業を中心とした立地がみられる。このような変化を受け

て，白井駅前商店街は小売業集積地としての商店街から，企業誘致をも含めた事業所

集積地の拠点地区としての役割を担い始めていると考えられる。 
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P405．山梨県丹波山村における観光関連事業の現状と課題 

木村洸稀・山口大翔・大橋映子・高山和磨（経済学部 2年） 

 コロナ禍の近年，都市近郊の観光地に再び注目が集まっている。本研究は，山梨県丹

波山村におけるキャンプ場を中心とした宿泊業の経営実態を明らかにするとともに，

都市近郊地域の観光事業の課題について考察することを目的とした。調査対象は，丹

波山村役場をはじめ，キャンプ場，旅館と民宿，山小屋を運営する事業者とした。 

 本研究を通して次の諸点が明らかとなった。①宿泊業では，キャンプ場でコロナ禍

においても来客数が増加傾向にある事業者があった一方で，旅館や民宿のそれは減少

傾向にある点である。前者は「キャンプブーム」が，後者はコロナウイルスの影響以外

に少子化や後継者問題の影響も関わっている。②宿泊業の経営は，常連客の存在によ

って支えられている。③施設の老朽化やオーナーの高齢化，人手不足が顕在化してい

る。観光事業の持続性を高めるうえで，希少性のある観光資源の発掘や事業者間や公

的機関との連携などが課題となっている。 
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