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101．小規模都市活性化に寄与するイベントまちづくりの現状 ―北海道中川町のなか

がわ秋味まつり― 

鶴岡 宝・田巻修平・野尻 宝（学部 3 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。年間を通し

て季節ごとに特色のあるイベントを行っている。道北の中心の旭川から最北の稚内ま

での観光空白地帯とも言われる地域にあり，近隣自治体と競って観光戦略を展開して

いる。このうち 9 月に開催される「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などのイベントを開催し，集客や知名度向上に力を入れイベ

ントまちづくりを推進している。結果として，道内外から多くの観光客を集めている。 

本研究では，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

場者及び出店者の参加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。 

 

102．愛媛県における製塩業と土地利用の現状 

岡本祥吾・金久保晃太郎・小池杜季・三浦壮真（学部 2 年） 

全国における製塩量が上位である愛媛県において，かつて製塩業で使われていた塩

田廃止後の土地利用や，科学技術が発展した現代における製塩方法の変化について明

らかにした。調査方法は主に聞き取り調査や資料収集である。愛媛県今治市の大三島・

伯方島，波止浜や新居浜市多喜浜の 4 地域にて企業や自治体から得た情報をもとに，

かつての製塩方法や地域住民とのかかわり，また塩田廃止後の土地利用を地理的条件

と結びつけて検討した。 

その結果それぞれの地域では，塩業への認識において違った捉え方をしていること

が分かった。例えば，島嶼部では製塩業を継続しているのに対し，波止浜では造船業へ

と切り替わっている。また多喜浜では，市が塩田跡を買収し工業団地を建てる一方，塩

田についての資料館を建設しこの地に塩田があったことを伝えることにも注力するな

ど，土地利用の変化はその地域の方針や行政の関わりに影響されると考えられる。 

 

103．京都市における漬物製造業の特色 

近江恵利奈・杉村瑞夏（学部 2 年） 

京都市は，わが国を代表する漬物産地のひとつであり，なかでもシバ漬，千枚漬など
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の生産は有名である。そこで本研究では，左京区の大原地区を中心として，京都市にお

ける漬物生産の特色と抱えている課題について検討した。その結果は以下の通りであ

る。 

京都市とその周辺地域では，古くから聖護院大根や賀茂ナスなどの京野菜の産地が

形成されており，とくに赤シソは昼夜の日較差が大きい盆地の特徴を受けて色と香り

に優れている。赤シソ栽培の盛んな大原地区では，そのほかの材料野菜は京田辺市な

どの府内や,近隣府県から仕入れて製造している。主な製造工程は，野菜の選別，スラ

イス，塩漬，発酵から袋詰，ラベル貼など約 6 工程に及び，手作業が多く残るがスラ

イスなど機械化されている工程もみられる。経営は，代々技術伝承を許された実子男

子に受け継がれている。近年，漬物離れによる需要の減少が大きな問題であることが

判明した。 

 

104．堺市における和菓子産業の現状と課題 

木又爽七・加藤有理（学部 2 年） 

堺市は戦国時代以前から貿易で栄えた港町で千利休のふるさとであり，和菓子の老

舗が多く存在している。本調査の目的は，堺市における和菓子産業の現状と課題につ

いて考察をすることである。調査の方法として創業 100 年以上の店舗のうち，5 店舗

を抽出し，製法の変化などについて聞き取りを行い，その内容に基づく，堺市の和菓子

産業の課題を明らかにする。その結果，基本的な製法は昔から変化していないことや

人手不足であること，売り上げに関しては自店舗以外に出店している店の売り上げは

増加傾向でそれ以外は減少傾向であることが分かった。近年和菓子の需要が減少して

おり，従来の伝統的な製法や販売方法を維持していくことを重視している店に関して

は新規客を獲得する工夫も必要であると考えられる。しかし従業員の人手不足が深刻

な問題であり，現状維持で手一杯なのが実情である。 

 

105．京都市における和菓子製造の特色 

冨永真未・武川茉由（学部 2 年） 

京都市は，伝統的に和菓子の消費量が多く，多数の和菓子製造業者の立地をみる。そ

こで本研究では，京都市における和菓子製造の特色について現地聞き取り調査に基づ

き考察した。その結果は，次の通りである。 

和菓子製造業者の多くは家族経営であり，代々親から子へと製造技術とともに受け

継がれている。現在，和菓子職人の多くは，和菓子製造組合が設置した専門学校で学ん

だ後，各業者へ就職，弟子入りしている。日々の作業は，かつては前日から小豆を水に
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浸し，当日 3 時～5 時頃から餡作りを始め，開店までに菓子作りを行っていた。現在で

は時間を要する餡は作り置きに転換し，6 時 30 分～7 時 30 分頃に取り掛かるのが多

くなっている。また近年商品も若者や外国人などの志向に合わせて，伝統的な餡に加

えて，チョコレートや果物・野菜等を練りこんだものを使用するなどの工夫を凝らし

ていることが判明した。 

 

106．埼玉県における酒造業の展開と経営形態の変化 

窪田陽太郎（学部 4 年） 

埼玉県は日本を代表する酒造地域として発展したが，近年の酒造業における産地・

蔵元の再編下で，存続のための経営対応を迫られている。そこで本研究では，近年の埼

玉県における酒造業の経営形態の変化について考察した。その結果は次の通りである。 

埼玉県の酒造業は，江戸期に近江，越後，地元資本により，それぞれ番頭制，オーナ

ー直営，農家の副業経営として発達した。しかし近年，酒造業界では消費者の日本酒離

れ，産地・蔵元間の競合激化が進み，産地では杜氏の高齢化，後継者不足などの問題が

生じている。ほとんどの蔵元が機械化と社員杜氏化を図り，経営の合理化，経費の削減

を進めた。その結果，かつての出身資本による経営形態の違いは不明瞭化している。ま

た産地としては，酒造組合が試飲会の開催，県産酒販売コーナーの増設，海外輸出の強

化などを実施しているが，全国規模に成長した 1 社を除き，大部分の蔵元は低迷状況

にあることなどが判明した。 

 

107．パキスタン北部ゴジャール地区における産業の変容 

落合康浩（日本大・文理） 

 パキスタンのフンザ地方はカラコラムやパミールの山岳地域にあり，その最北部に

位置するゴジャール地区は，少数民族ワヒの生活舞台となっている。彼らは元来，自給

的な灌漑農業と移牧により暮らしてきたが，地域開発が進んだことで，その生活様式

が大きく様変わりしてきている。今回の発表では，地域を取り巻く社会環境の変化と，

ゴジャール地区における生業・生活の変容の実態について報告する。 

ゴジャール地区では，カラコラムハイウェイ（KKH）の開通によって物流と観光客

の流入が拡大し，AKF や他の NGO の支援に基づく開発によって，1990 年代から 21

世紀初頭には，産業，生活面に急激な変化をみた。その後 2010 年にゴジャール地区南

部で発生した斜面崩壊の影響により，開発は一時的な停滞を余儀なくされたものの，

KKH の新ルート開通やパキスタン国内経済の発展にともなって，地区内の農牧業と観

光関連産業は一変してきている。 
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108．アユの利用と家畜化の進展 

井村博宣（日本大・文理） 

報告者は，これまで環境論的立場からアユ養殖業に関わる地理学研究を進めてきた。

その一環として 2017 年からは，国立民族学博物館の共同研究「もうひとつのドメステ

ィケーション―家畜化と栽培化に関する人類学的研究」に地理学の立場より参加して

きた。今回の報告では，これらの成果を踏まえたうえで，わが国におけるアユの利用と

その家畜化の進展について考察した。その結果は，次の通り要約される。 

アユの利用は概ね食用に限られ，その痕跡は縄文早期に遡り確認される。アユの生

態への本格的な介入は，昭和初期のコアユの全国的な移殖に始まる。昭和中期には養

殖が急成長し，後期になると，それが完全養殖，さらには「半天然アユ」や三倍体を生

産するまでに大きな発展を遂げた。また全国の主要河川では，人工孵化や養殖された

種苗の放流が常套化し，天然魚と養殖魚の区別の概念が通じない状況にあること等が

判明した。 

 

201．清水寺と天龍寺周辺の商業地区土地利用の地域差 

竹中駿太・樋口愛弥・廣川智也・水落裕太・梅村達哉（学部 2 年） 

清水寺と天龍寺周辺の商業地区を実際に現地で 2019 年の住宅地図を使って土地利

用調査し,また現地の方々にインタビューを行った。そしてその結果を 1980 年，2000

年の住宅地図を使い，土地利用の変遷を調べていった。その 2 つの調査結果から清水

寺と天龍寺の門前町の参道の特徴を比較分析し，地域差を考察した。 

清水寺は店舗構成においてはこの約 40 年間で変化は少ない。しかし観光客の多様化

により清水坂，二年坂，産寧坂ではそれに対応した店舗が増加している。天龍寺は 1980

年では現地住民向けの土地利用である。これが 2000 年，2019 年になると観光客向け

の土地利用に変化している。清水寺は昔からの観光客向けの土地利用となっているが，

天龍寺は比較的最近になって観光客向けの土地利用という違いが分かった。また観光

客の多様化によりどちらの地区もより観光客向けの土地利用になってきていると言え

る。 

 

202．伏見桃山・中書島地区における商業中心地の移動 

荒金 豊・北田幸太・山本修平・平野 薫（学部 2 年） 

明治以降，鉄道開通によって多くの都市が鉄道中心の都市構造へと変容した。そこ
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で本研究は，京都市伏見区を事例として，河川交通から鉄道交通への移行に伴う，商業

中心地の移動について，古地図類の判読や現地土地利用調査に基づき考察した。その

結果は次の通り要約される。幕末まで幕府の直轄地，また京都の外港であった伏見は，

河港近くの南浜，京橋を中心として栄えていた。明治になり輸送機関が鉄道へと移行

していく中，明治 43 年に京阪本線が開業すると，伏見を支えた舟運は衰退していき，

商業の中心地は鉄道駅に接する大手筋へと移動していく。現在大手筋には様々な業種

の店舗が立地している。地価が高いためチェーン店が多く，商業地としての高度な土

地利用も多く見受けられる。一方，かつて栄えた地区を含め，その他の地区では個人経

営の店舗が多く立地し，チェーン店は少ない。また，地価も安く商業地としての高度な

土地利用はあまり見受けられない。 

 

203．松山中央商店街における商店街の潜在性と漸弱性 

森山健太・長島凌大・武良海斗・高橋敦紀（学部 2 年） 

松山中央商店街は江戸期に旧松山城下町の古町に変わる町人町として成立し今でも，

銀天街と大街道，二つの中心商店街を中心に栄えている。しかし，1980 年代後半から

郊外の大型商業施設の乱立などにより「シャッター街」と呼ばれるような商店街も発

生した。松山中央商店街でも，主要な店舗の撤退や空き店舗数の増加などにより厳し

い局面を迎えていたが,統計面では年間消費額や通行量で横ばいの推移を示しているも

のもある。この，統計データの傾向に関する調査方法として，郊外商店街である八幡浜

市や今治市との比較や，商店街内の店舗属性と空き店舗分布さらには周辺の公共交通

機関の状況とアクセス条件による交通手段の分析をおこなった。その結果として，商

店街内の店舗属性の中でも飲食店・アパレル店などの立地場所や立地数さらには，空

き店舗の所有形態の違いによる影響やアクセス手段により商店街内の漸弱性と潜在性

が指摘できた。 

 

204．堺市都心部の土地利用と「堺市景観計画」の整合性について 

大塚日菜子・田中竜晏（学部 2 年） 

堺市では「堺市景観計画」を作成し，地域固有の街並みに合わせた景観形成を行って

いる。そこで本研究では「堺市景観計画」で「都心」と示されている地区にある大通り

沿いの土地利用を調査し，その結果に基づいて景観計画との整合性について検証する

ことを目的とする。調査方法としては，「都心」地域のうち，フェニックス通り・大小

路筋・大道筋に絞り，景観計画や住宅地図を基に現状把握や計画との整合性について

調査を行った。各通りの特徴として，フェニックス通りでは商業施設と業務施設，大小
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路筋では業務施設，大道筋では商業施設の割合が多いということがわかった。また各

通りに共通して，歩道が広く歩行者空間が重視されているということが読み取れた。

しかし，景観計画では「都心」とされていた地域においても空きテナント・ビルが複数

見受けられ，街の景観・活気を削いでいるなど，必ずしも計画はうまくいっているとは

言えない現状が明らかになった。 

 

205．東京都 23 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,飲食店における喫茶

店の占める割合が東京 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。 

駅周辺には一般的に通勤者などのニーズに対応する低価格で回転の速い,比較的新し

い店舗が立地しており,特に大手町や丸の内に顕著である。神保町には長年変わらぬ営

業形態を維持し,ゆっくり滞在することができるタイプの店舗も多くみられる。外神田

にはコーヒーや軽食の提供も行うが漫画喫茶やメイドカフェ,ネットカフェなどの飲食

以外のサービスを主とする娯楽施設としての性格の強い店舗が集中している。 

 

206．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，スーパーマーケットチェーン店の京王グループの店舗を対象に，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

視化して圏内の人口特性を明らかにするとともに，人口特性や公共交通機関などとの

関係を分析する。分析の結果，京王ストアとキッチンコートでは，配達圏の面積や圏内

の人口の質に地域的差異がみられた。特に，高齢者人口割合には大きな地域的差異が

みられ，高齢者人口割合と実施店舗数との間には関係があることが明らかになった。

さらに，鉄道駅の近くに立地する店舗で宅配サービス実施店が多く，宅配サービスは

鉄道利用者を想定しているとも考えられる。 



7 

 

207．スーパーマーケットの集客圏分析と立地評価 ―東京都小金井市を事例として― 

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や世帯から分析した。さらに，8 店舗に対して現地調査を実

施し，店舗面積やレジ台数などを評価点法で点数化し各店舗を評価した。その結果，小

金井市では武蔵小金井駅の南北と南西の道路沿いに市場規模があること，8 店舗の中

でオーケー小金井店が一番評価が高いことが明らかになった。 

 

301．高島市針江地区の川端の特徴と観光資源化 

岡野紗季（学部 2 年） 

滋賀県高島市の針江地区は，川端と呼ばれる伝統的な湧水施設の残存するところで

ある。近年，地域住民の実用性は低下しているが，そのもう一方で観光資源として注目

される存在となっている。そこで本研究では，川端の分布や残存形態の特徴を把握す

るとともに，観光資源化の過程やその問題点について考察した。その結果は，次の通り

である。 

針江地区は，安曇川扇状地の扇端付近に位置し湧水の多い場所である。川端は一般

的に元池，壺池，端池から構成され，それぞれ飲料，食材洗，水の浄化に使用されてき

た。水道の普及に伴いこれらの伝統的な利用形態は衰退し，川端の数も減少した。しか

し，テレビ放送を機に外部から観光資源として注目されると，住民も川端の価値を再

認識し，その保存・修復や，新たな川端の建築を図っている。さらに川端を活用した住

民による見学ツアーが実施された結果，帰属意識の向上や一定の経済効果がみられる

ことが判明した。 

 

302．熱海市の公衆浴場の現状 

佐々木悠雅・大久保郁也・杉本玲緒奈（学部 3 年） 

熱海市は古くから温泉保養地として有名で，市民の生活も温泉と深く結びついてい

る。市内にある公衆浴場は安い料金で利用できることから，市民の地域交流の場とし

ての役割も果たしてきた。しかし，観光地化の進展や近年の少子高齢化の影響もあっ
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て，市内の公衆浴場は減少傾向にある。そこで本研究は熱海市の公衆浴場の現状を調

査し，今日の市民による温泉利用の実態を明らかにすることを目的とした。 

市内に現存する公衆浴場で聞き取り調査を行った結果，廃業が相次いだ原因として，

①管理の難しさ，②若年層の減少にともなう後継者不足，③ニーズ（利用機会）の低下

などがあげられた。一方，存続している公衆浴場は，地元住民の利用が頻繁であるのに

加えて，市外からの観光客も，多く利用していることがわかった。そうした施設は観光

客利用のさらなる拡大を図りたいと考えるが，付属の駐車場を整備できないなどの課

題を抱えている。 

 

303．百舌鳥・古市古墳群における観光利用の現状と課題 

内田悠斗（学部 2 年） 

2019 年 7 月に世界遺産に登録された百舌鳥古市古墳群は，世界三大墳墓のひとつに

数えられ，大阪府で初の世界遺産である。堺市は古墳群を巡る観光ツアーなども行い，

観光客の増加と地域活性化に期待をしている。そこで本研究では，観光客層や古墳周

辺の様子などから古墳群の現状と，観光地としての課題を明らかにすることを目的と

する。調査の方法として，実際に各古墳を訪れて交通アクセスの利便性を調査し，観光

客の様子を調べた。その結果，仁徳天皇陵を望む堺市役所の展望ロビーや，古墳などの

歴史的な資料を展示する堺市博物館には多くの観光客が訪れていたが，全ての古墳の

前には観光客の姿がほとんど見られなかった。アクセスの面では，駅から離れている

場所が多く，古市エリアでは歩道が整備されていない場所もあった。実際に訪れてみ

て，観光客数が増えない原因は外から眺めた際の景観の乏しさや，各古墳の距離的な

問題によるものであると考えられる。 

 

304．阿蘇神社の被害と観光客の訪問状況 

金野佑紀・榊 崇志・佐藤祥多（学部 2 年） 

阿蘇神社は阿蘇山との関係が深く，阿蘇を代表する観光資源の一つである。2016 年

の熊本地震では楼門や拝殿が倒壊するなど甚大な被害を受けた。そこで，8 月 8 日に現

在の阿蘇神社の被害を確認するとともに，観光客の動向を調査するため，聞き取り調

査をした。拝殿の倒壊部分の復旧は，進んでいなかった。また，楼門の瓦礫は撤去され

ていたものの，更地のままであった。聞き取り調査では，観光客の居住地，阿蘇神社ま

での交通手段，阿蘇神社を訪れた理由，次に訪れる場所の 4 項目を 70 組に質問した。

その結果，福岡県や熊本県など九州地方内からの観光客が 5 割以上を占めていること

が分かった。交通手段は自動車が 9 割以上を占めていた。日常的な参拝だけを目的と
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した観光客だけでなく，復興状況の確認や知名度の高さから訪れた観光客も見られた。

訪問後は，熊本県内や熊本県外の九州を訪れる人，阿蘇神社で観光を終えて帰宅する

人が見られた。 

 

305．初島におけるリゾート開発に伴う土地利用の変化 

神田美咲・百目鬼優輔・武田佑鶴（学部 3 年） 

地方自治体では良好な景観の形成に関する条例を制定する事例もあるが初島はその

対象外である。そのため 1994 年にリゾート地が開発されたこの島では，その影響によ

り今日までに土地利用と就業形態が大きく変化してきている。そこで本研究はリゾー

ト地開発前と現在の初島における土地利用を比較することで変化の実情とその要因に

ついて明らかにすることを目的とする。調査では住宅地図にもとづいてリゾートの開

業前と現在，二時点の土地利用図を作成し，土地利用別の面積割合を比較した。また，

現地では土地利用状況の確認と聞き取り調査を行った。 

島の住民は自給的農業と水産業，民宿による観光業で暮らしてきた。リゾート地開

発に伴い，民宿は 37 軒から 6 軒にまで減少する一方，飲食店が増加した。農地はリゾ

ート地の付随施設として開発されたほか，住民の家屋増築のため宅地へと転用された

ことで減少しており，耕作放棄地も目立っている。 

 

306．中国人観光客の増加に伴う新宿駅周辺地域の商業業態の変化 

呉 咏楠（院・前期） 

近年，中国人観光客数と消費額が急増し，インバウンド需要が高まっている。1 日平

均乗降客数 347 万人と言われている新宿駅に着目し，インバウンド観光の実態調査及

び分析をする。本研究では，新宿三丁目を研究地域として調査を行う。研究対象地域

は，JR 線と私鉄，地下鉄の複数の路線が含まれる結節点である。住宅地図を用いて地

域内の店舗の転入と転出をまとめ，商業業態の変化について基礎研究をした。次に，

GIS を用いて新宿三丁目地域建物 1 階における業種を調査し，ベースマップを作成し

た。それに基づいて外国人観光客の利用実態の分布図を作成し，分析を行う。現地調査

には，建物 1 階の業種，建物の外観と外国人観光客に向ける標識，免税サービスの利

用と表示，決済方法表示，中国人観光客向けの店舗等について，現地での歩きや聞き取

り調査，アンケート調査等を行う。これらの要素の関係性を求め，対象地域におけるイ

ンバウンド観光の実態を明らかにする。 

 

307．箱根町における宿泊施設の特徴と外国人宿泊客との関係 
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劉 佳玥（院・前期） 

本研究では，箱根町内における宿泊施設の特徴について整理し，宿泊客の利用状況

とあわせて分析することで，町内にある宿泊施設それぞれの特徴と外国人の利用傾向

との関係について考察する。分析では，町内の全宿泊施設 203 軒それぞれの特徴と，

アンケートが回収できた 70 軒については外国人観光客への対応の実態についても整

理し，外国人宿泊客の傾向との関係をみた。 

アンケートの回答があった 70 軒のうち，外国人宿泊客数について回答があったもの

は 60 軒である。その中で年間の外国人宿泊客数が 1000 人を超える宿は 28 軒，200 人

以下の宿が 20軒である。この 20軒のうち 19軒は客室数が 30室以下であることから，

外国人宿泊客数の多寡は宿の規模と関係が深いことは確かである。しかしながら，外

国人宿泊客数が 1000 人を超える宿にも小規模のものが 11 軒あることから，宿泊料金

や，客室の種類，その他サービスの特徴が外国人宿泊客数に影響していると考えられ

る。 

 

308．愛媛県松前町における水産加工業の現状 

柴田朋彦・中田泰紀・小野綾子（学部 2 年） 

愛媛県伊予郡松前町は伊予灘に面し,松山市の南に位置している。当地は珍味加工業

が集積しているが,そこで水揚げされた海産物の利用業者が極めて少ない。そこで,その

流通様式を代表的な産品であるしらすを例として明らかにした。方法として,松前町漁

業協同組合に漁獲量と漁期,漁法,仲卸業者へ取引量と取引先などの聞き取り,および

GPS を用いての漁獲域調査を行った。このことから,しらすの漁期は 6 月から 8 月の夏

季で,漁獲域は松前港からおよそ半径 30km 圏の近海であるという結果が得られた。ま

た,一次加工場は漁港に極めて近接しているのに対し,二次加工場では相容れない結果

であった。一次加工場では水揚げ後,加熱処理と冷凍の段階までを行い,松山市に位置す

る仲卸業者がそれらを二次加工し愛媛県を中心とする四国地方及び全国へ出荷してい

た。一次加工場と二次加工場の立地は,鮮度保持の観点から差異がみられると考えられ

る。 

 

309．愛媛県における手漉き和紙産業の現状と課題 

丹羽潤一郎・衛藤隆将・二口未菜（学部 2 年） 

明治期以降,手漉き和紙産業は,機械漉き和紙や洋紙の登場で衰退し,原材料の入手と

もに日本国内での生産量が減少傾向にある。本研究では手漉き和紙産業が伝統的に行
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われている愛媛県内の手すき和紙業者について，その現状と問題点を明らかにした。

方法は,現在も産業として成立している中予・東予地域の手すき和紙業者に聞き取り調

査を行った。その結果,一般的な製品から専門的な製品へと生産,販売方法を変化させる

ことで特定の需要を保っていた。しかし，全国区と同様に県内においても和紙自体の

需要は減退の一途をたどっている。また,原材料の国内生産の衰退によりそのほとんど

が東南アジアを中心とする海外からの輸入に頼っている。そのため,ほかの地域で見ら

れるような，新規顧客獲得のための伝統文化を生かしたマーケティング戦略や，伝統

産業の保存として小・中学生などに向けた地域教育の実施が求められる。 

 

310．愛媛県今治市におけるタオル生産業の変化 

間中真王・岡本聡司・上浦拓哉（学部 2 年） 

現在国内で流通しているタオルの約 8 割が外国産で国産は約 2 割となっている。国

産とは原料を加工したものまでを指し，その生産量の経年変化とその背景を明らかに

した。その方法として最も生産量の多い愛媛県今治市の旭町及び鳥生両地区を対象と

して，市役所でのデータ収集とともに，両地区の立地環境や土地利用の変化を調査し

た。その結果，今治市は明治頃まで水田が広く分布し，それに伴う水路が多く水が豊富

であったが，バブル崩壊による海外製品の大量輸入によって工場を閉鎖されたところ

もあり，跡地は住宅や駐車場になった。しかし，近年は国のブランド育成事業を活用す

ることで知名度が上昇し，安全で高品質なタオルに対する需要が増加したことにより

生産量が以前に比べ上昇している。その反面，後継者不足や設備投資の費用，近隣住民

による騒音に関しての苦情など様々な問題があり，タオル産業の復活にはこれら諸問

題の解決が必要と考えられる。 

 

311．地場産業「雲州そろばん」の生産の実態と課題 

潘 晨・福井彩華・瀧 彩花（経済学部 3 年） 

嘉田大誠・仙道雄大・横田侑希（経済学部 2 年） 

「雲州そろばん」は江戸時代後期に現在の島根県奥出雲町で作られ始めた。それ以

来，奥出雲町ではそろばん生産が地場産業として栄え，現在では兵庫県小野市と並び

そろばん二大産地の一つになっている。しかし現在の「雲州そろばん」の生産量は最盛

期と比べ大きく減少し，産業の構造も変化している。本研究では，主に現地の聞き取り

調査で得た情報をもとに「雲州そろばん」の生産の現状と課題について考察した。現

在，奥出雲町横田地区にはそろばん製造業者が 3 社のみ存在しており，そろばんの珠･
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芯竹･枠は一部の高級品以外，兵庫県小野市から調達している。そろばんは部品の加工

から組み立てまで 187 もの複雑な工程があり，職人は多くの工程を分業している中，

一人で一貫して手作業で生産できるのが伝統工芸士である。近年は，U・I ターンによ

る他県からの若い職人がそろばん生産を支えているが，新たな伝統工芸士の育成のた

め技術向上や継承が課題となっている。 

 

312．岐阜県土岐市における陶磁器産地の経営形態の特色 

笠原茂樹（学部 4 年） 

岐阜県東濃地方は，わが国を代表する伝統的陶磁器産地の一つである。近年，陶磁器

産地は国際的な産地間競合の激化に伴い，存続に向けた産地対応を迫られている。そ

こで本研究では，生産の中心である土岐市における陶磁器産地の経営実態を把握した

うえで，産地間競争に対する対応形態の特色について考察した。その結果は次の通り

である。 

土岐市では，7 世紀頃から地元陶土を用いて，美濃焼とよばれる廉価な実用食器の製

造業が発達した。近年，陶磁器需要の減少に加えて，廉価な外国産食器との競争激化な

どの影響を受け，生産量は減少傾向にある。その対策として，当該産地では機械化によ

る生産性の向上や独自性の高い新商品を開発するなどの生産の強化を図るとともに，

観光客向けの焼物体験を導入し新たな収入源に加えている。また行政も美濃焼を観光

資源として活用した地域活性化策も進めているが，いずれもその効果は限定的である

ことが判明した。 

 

313．近江八幡市における伝統的保存地区の建造物修復状況 

平井裕次郎・露木歩夢（学部 2 年） 

近江八幡市は，滋賀県中部，琵琶湖東岸に位置する市である。我々はその中の重要伝

統的建造物保存地区に焦点をあてた。調査方法は，近江八幡市の伝統的保存地区に該

当する地域の住宅地図を入手し，それを基に地区内の建物を廻り住人に聞取りを実地

した。調査の結果全体の 48％が内装のみを修復しており 31％が内外装を修復，そして

18％が未修復で 3％が外装のみという結果になった。これらの修復には外観を変更す

る場合，面積が 10m²以下であれば届け出は不要で，それ以上は市への届け出が必要に

なる。この場合，工費が 10 万円を超える場合と居住介護住宅改修費の支給を受ける者

は補助を受けることが出来る。建築物は木造建築のため多くの住人を悩ませていたの

が地震によるゆがみと雨による木の朽ちであった。しかし住人はこれらの風景遺産を

守り継承していくことに熱意を注いでおり，この地域に住むことに誇りを持っている
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ことが我々は調査を通して感じた。 

 

314．「地図や地理情報システム」に関する授業の実践報告 

宇賀村芳太朗（本郷中・高） 

2018 年 7 月，文部科学省は高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説を公表し

た。これを受け，それまでにも増して，「地図や地理情報システム」を用いた授業内容

についての検討が行われてきている。本報告は，「地図や地理情報システム」について

の授業を行う上で，本校の ICT 環境下において可能な教授内容の検討とその課題を明

らかにするために実施した授業の実践報告である。実施にあたっては，本校で例年夏

休みに開講している教養講座を利用した。募集を行った結果，中学生 25 名が申し込ん

だ。授業内容は，地図と GIS についての講義，手書き地図作成の実習，GIS での地図

作成の実習とした。GIS ソフトは，フリーソフトの MANDARA を用いた。授業の結

果，以下のことが明らかになった。①実習に必要なコマ数。②機械トラブルや教室管理

などの対処を教科の枠を超えた担当教員間で行う必要性。③練習段階では使用する属

性データに制限を設けた方が良いこと。 

 

315．埼玉県公立高等学校での地理科のアクティブラーニングの試み 

武士田透（上尾鷹の台高）・狩野 徹（浦和高・定時制） 

埼玉県の公立高校では，初任者，若手・中堅教員を中心に各種アクティブラーニング

の研究，試行が行われている。特に，平成 22 年度より東京大学の Consortium for 

Renovating Education of the Future（略称 CoREF）と埼玉県教育委員会・教育局が提

携した「学力向上基盤形成事業」「未来を拓く『学び』推進事業」「未来を拓く『学び』

プロジェクト」が行われてきた。これはいわゆる「協調学習」プログラムの「知識構成

型ジグソー法」の研究，普及の施策であり，全校に研究担当の教員がおり，発表者も県

内研究員の一員となっている。この一連の活動は新教育課程における「主体的で対話

的な深い学びの実現」のテーマに沿い，高校教育での学習活動の一つのスタイルにな

りつつある。本発表では，発表者による実践例を紹介し，いわゆる「アクティブラーニ

ング」の現場を埼玉県公立高校での教科研究会の活動の一端として，地理教育に携わ

る皆様に吟味していただきたい。 

 

316．屋上・校庭・外周を地理のフィールドにしよう！ ～学校でできる 50 分のアクテ

ィビティ～ 
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小関勇次（創価大・非） 

新しい地理教育では「防災」・「地理情報システム」等をテーマとして「地図」の活用

は今まで以上に強調されたのは結構なことだが，「地域調査の実施」の文言を削除し「生

活圏の調査」とあいまいな表現にしたことは納得いかない。地理を履修している私の

受講生でも typical な地形が切り取られた図幅の地図しか見たことがない。スクールバ

スの景観と地図が一致しない。目の前の景観の成り立ちが分からず地形の理解に乏し

い等，スキルが欠如している。つまり「地図」と「地形」と「景観」が一致しないのだ。

この不一致の原因は「フィールド」に向き合う機会が乏しいというのが自分の見解あ

る。これを改善するために，学校をフィールドとした体験的な学習を実施している。報

告内容は，どこの学校でも，50 分～90 分で実施できる地理のアクティビティとして，

屋上で地図と景観の見方，雨上がりの校庭で侵食・運搬・堆積作用，外周で防災アクテ

ィビティを報告する。 

 

317．「地理総合」「地理探究」の「問い」に関する一考察 

小林正人（東京都教育庁） 

高等学校では令和 4(2002)年度から「地理総合」が始まる。高等学校学習指導要領解

説地理歴史編では，単元など内容や時間のまとまりを見通した「問い」を設定し，考察

したり構想したりする学習を一層充実させるとしている。しかしながら，内容や時間

のまとまりを見通した「問い」は，単純に知っていることを答えさせる「問い」とは異

なり，様々な学習内容からなる単元全体を包含した総合的な「問い」であり，かつ学ん

だことの社会的意味や意義を理解できる「問い」で，教師にとって設定レベルの高い

「問い」になっている。 

ここでは令和 4 年度から学校が「地理総合」を円滑に導入できるよう，高等学校学

習指導要領解説地理歴史編の「地理総合」と「地理探究」の「問いの例」を分析し，そ

の構造を明らかにするとともに，「問いの例」を発問形式によって類型化し，それぞれ

の特徴を考察した。このことで，教師や教材作成者の「問い」の設定の一助になると考

えられる。 

 

401．二本松市東和地区における過疎問題の深化と移住者の生活意識 

鍋谷 桜・島岡亜美・鎌田晴匡・福島 樹（経済学部 2 年） 

人口減少社会にある今日，中山間地域における過疎問題の深刻化は一層顕著なもの

となっている。そうしたなかで，近年では移住促進政策を実施する自治体も少なくな
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い。しかし，移住者がどのような経緯や生活意識をもって農村居住を送っているのか

については，必ずしも解明されていない。本研究は，過疎問題の実態と地域の新たな担

い手として注目されている移住者の生活意識について考察することを目的とする。 

二本松市では，人口減少や財政状況の悪化が進行している。そうした中で移住者の

受け入れを政策課題としてきた。市内のなかでも東和地区では，NPO 法人を窓口とし

て 2000 年代半ば以降，新規就農者を中心に 30 名の移住者を受け入れてきた。こうし

た住民は，年齢ごとに地域生活の課題を指摘しているが，地域での諸活動に積極的に

関わる意向を示しており，地域づくりの新たな担い手としての役割を果たす可能性を

もっているといえる。 

 

402．菅平高原における若年層の定着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スポーツ合宿地として知名度が高く，農業と宿泊業の兼業

農家も多い。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，若い世代の人口が定着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，地元への人口定着との関係に

ついて明らかにすることを目的とする。 

菅平高原は山間部にあり，傾斜地にはスキー場が設置されている一方で，比較的平

坦な土地も多く，農地やグラウンドとしても開発されている。また，高冷地として夏冬

それぞれのスポーツを行うのに適した環境にあり，様々なスポーツの合宿・教育の場

として利用されてきた。そのため，農業と観光業に就業機会を安定的に確保すること

が可能となり，この地に若年層の定着を促すことにつながったと考えられる。 

 

403．ベトナム中部高原ダラットにおける高品質コーヒー生産の持続可能性 

三井優紀（学部 3 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高原におい

て嗜好品として高品質のコーヒーの栽培が始まった。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。2019 年の雨季

（農閑期）に，農園及びその周辺の土地利用調査や農園主への聞き取り調査を実施し

た。コーヒーの生産は 1 年に 1 度の収穫期に限定され，天候や労働力によって収穫量

が大きく左右される。コーヒー農園の周辺では農地が促成栽培用のグリーンハウスに
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転換されており，土地利用効率の低いコーヒー栽培から，効率が良く安定した収入が

得られる野菜や花卉の栽培へと変化が進行している。今後，コーヒー農園が持続的に

発展するためには，農園ツアーを拡充して観光客を受け入れるなど，生産以外の部門

を強化することが必要だと考えられる。 

 

404．愛媛県における石鎚黒茶の現状と課題 

髙橋寛太・早川 誠・加地修大・奥田知哉（学部 2 年） 

愛媛県の後発酵茶である石鎚黒茶の生産は，一時は 1 軒にまで減少したが，現在は

地域団体の支援により復活を遂げ注目を集めている。そこでその現状と展望を，同県

内の新宮緑茶と高知県の碁石茶と比較し明らかにする。そのため製造場では製造に関

しての工夫や変化について，販売所では客層や印象についてそれぞれ聞き取り調査を

行った。黒茶は碁石茶と違い古くから自家用として作られ続けていたが，近年の健康

ブームに乗り販売用として製造を始めた。しかし，いまだに地域に馴染めておらず地

域ブランド化が必要であることが分かった。また，新宮茶で行われているような 2 次

製品の開発・製造にも力を入れているが，黒茶そのものの製造量が足りず難航してい

る。よって，元来自家用である黒茶は生産・流通がうまくいっておらず，地域ブランド

化と 2 次製品による人気向上は現段階では難しい状況にあると考えられ，その打開策

についても検討していく必要がある。 

 

405．島根県奥出雲町における「仁多⽶」のブランド化と生産体制 

小野巧貴・池田亜久里（経済学部 3 年） 

倉田仁美・中村吉伸・和田 響・尾崎正大（経済学部 2 年） 

島根県奥出雲町は中国山地に囲まれた中山間地域であり，かつて行われていた「鉄

穴流し」 の跡地を利用した棚田で栽培される「仁多⽶」は，新潟県魚沼市のコシヒカ

リと並ぶブランド⽶として，地位を確立している。しかし，他の中山間地域同様，当地

域でも少子高齢化の傾向が見られ，農業生産にも影響が出ていると思われる。本研究

では，統計データの分析 や現地の行政，農家，法人への聞き取りで得た情報をもとに，

「仁多⽶」の生産の現状を調査した。 調査の結果，奥出雲町は奥出雲仁多⽶株式会社

を設立し，⽶の流通までを独自に行い，農家の所得向上を目指していた。農家では，集

落営農組織を構成することで，生産体制を強化し，また，政府からの補助金を活用し，

集落営農組織単位で農業機械を購入・共有して，経費削減を図る動きが見られた。た

だ，集落営農でも高齢化へ有効な対策にはなっていない場合もあり，農家の減少によ
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る生産力の低下が懸念される。 

 

406．二本松市東和地区における耕作放棄地の拡大実態と対策課題 

荒井通子・北島亜々斗・山田大翔・渡辺 彩（経済学部 2 年） 

本研究は，次の 2 点について明らかにすることを目的とする。第 1 は，日本の中で

もとくに耕作放棄地問題に直面している阿武隈高地を研究対象地域とし，耕作放棄地

の拡大実態と要因を明らかにする。第 2 は，耕作放棄地対策の実態を二本松市東和地

区西谷集落での事例調査から明らかにするとともに，その対策課題についても明らか

にする。 

阿武隈高地では，1980 年代以降，耕作放棄地が顕著に拡大してきた。その背景には，

桑園や葉タバコ，水稲作等の生産条件の悪化が関わっていた。この状況下で，二本松市

東和地区では，中山間地域等直接支払制度や多面的機能支払交付金などを活用して対

策を実施してきた。とくに西谷集落では，集落協定に基づいた農地の保全活動を大学

生との交流も含めて行ってきた。しかし，生産者の高齢化等のなかで，交付対象農地が

減少する状況にある。そのことが交付金額の減額と，集落内での諸活動の縮小につな

がりかねない状況にある。 

 

407．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） 

フィリピン・ルソン平原は雨季と乾季のある熱帯モンスーン気候に属し，乾季の農

業は灌漑の有無により左右されてきた地域である。灌漑設備の整備は他の地域と比較

して早くから整備されてきたが，北部では 2000 年代に入り漸く灌漑水路の整備が行わ

れた。また，同時期に北部地域まで延長された高速道路は，マニラ首都圏への近接性を

急速に高めている。本研究では，これらの変化によって急速に変容している地域農業

の実態を明らかにするため，ヌエバ・エシハ州ギンバで行った聞き取り調査の結果を

報告する。2000 年代に入り灌漑水路が導入されたものの有料であったため水路を利用

しなかった。コメの乾季作を行っていた農家では，2010 年代に入り無料化となったこ

とで，二期作に転向する農家も多くみられた。1990 年代まで，灌漑ポンプを利用して

乾季にスイカ栽培を行ってきた農家では，コメよりも高値で取り引きされるタマネギ

を主体とする栽培の傾向がみられた。 

 

408．仮設住宅における現状 
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田中洸希・近藤健人・榊 崇志・山口哲史 

長谷雄喜・滝代海堂・佐藤祥多（学部 2 年） 

熊本地震被災者のためのテクノ仮設住宅を訪問し，NPO 法人「益城だいすきプロジ

ェクト・きままに」の吉村静代代表に，地震後の避難生活の聞き取りをした。小学校の

避難所での生活では，吉村代表は自主運営を進め，プライバシーやコミュニティの形

成を重要視した。例えば，段ボールで壁を作成してプライバシーを確保しつつ，内部の

状況が分かりコミュニティが形成されるように，昼間は出入り口のカーテンを開ける

よう申し合わせをしていたそうである。他にも避難者同士での得意分野を生かした役

割分担や，食事や学習に使えるコミュニティスペースを作成したそうである。テクノ

仮設住宅には小さな商店街があり，仮設住宅の居住者向けのスーパーマーケットがあ

った。他にも子供の遊び場を作るために県などの協力の下，荒れ地の整備をした。今回

の避難所生活での経験をこれからの災害に生かしていくことが必要であると語ってい

た。 

 

409．安永地区における熊本地震による建物被害の現地調査 

秋澤孝輝・金木壱成・齊藤 隼・濱口太一・生井大二郎（学部 2 年） 

8 月 8 日に益城町安永地区において，熊本地震による家屋の被害状況を調査した。そ

の状況を 3 色 3 段階に分類した。①赤色は家屋の修復無し，②青色は家屋の修復あり

（新築家屋も含む），③緑色は空き地（家屋の瓦礫撤去跡）とした。判断基準について，

①では，屋根がブルーシートで覆われているが修復工事に着手していない家屋を分類

した。また，修復工事もされておらず空き家と思われる家屋もこれに分類した。さら

に，窓ガラスをガムテープで応急処置しているなどの家屋も分類した。②では，どの地

域でも比較的多くの軒数が確認できた。新築の家屋については迷わず分類できた。こ

の新築家屋は，安永地区北部では 2 階建て，南部では 1 階建てといった特徴があった。

また，壁や屋根などが一部，恒久的に補修された家屋もこれに分類した。③では，建物

の土台の痕跡の有無に関わらず，空間が空いていればこれに分類した。③の分類に迷

う事例はなかった。 

 

410．阿蘇を取り巻く交通状況 

稲村平祐・滝代海童（学部 2 年） 

熊本地震の被害を受けた阿蘇市の交通の現状を調査した。調査は阿蘇市の交通機関

の運航調査と道路の復旧状況の 2 つに分けて進めた。まず前者については，JR 豊肥本
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線と特急バス，阿蘇市内を走る路線バスの現在の運行状況を調べ，地震前後の阿蘇市

民の足の変化をまとめた。代替バスダイヤの不便さから高校生の進学先にも変化が見

られ，また自家用車での移動にも時間が掛かるなど，鉄道の利便性の良さを訴える住

民がいて，鉄道の利便性を再発見した。後者については，阿蘇周辺地域を熊本市街，大

分県へと繋ぐ国道 57 号と国道 325 号，またミルクロードなどを用いた自動車によるア

クセスが，震災前とその後では交通量の変化を軸としてどのように変化をしたのかま

とめた。現状では，交通量は震災前の水準に回復したことが分かった。その一つの要因

は，阿蘇長陽大橋の全線開通による，熊本市街と大分県へのアクセスルートが復旧し

たためである。 

 

411．堺市大小路交差点における交通結節点としての利用状況について 

中野 匠（学部 2 年） 

堺市中心地である堺区において，大阪市内を発着する鉄道が南北方向に 4 路線が運

行されているのに対し，東西方向には鉄道路線が運行されていない。堺市中心部を東

西に移動する公共交通は路線バスのみである。本研究では，大道筋を運行する路面電

車の阪堺線との結節点の大小路(堺警察署前)交差点に注目し，堺市の交通の要である

堺駅と堺東駅間を運行する堺シャトルを中心とした路線バスの利用実態を明らかにす

ることを目的とした。調査方法として目視によるバス停・路面電車駅の利用者数調査

を行った。その結果，大小路(堺警察署前)交差点を結節点として利用する乗客は少なか

った。また利用客の客層を見ると通勤客や買い物客は多く見受けられたが，通学者は

調査時間帯では少ないことが分かった。さらに通勤客の輸送手段として企業が委託運

行するシャトルバスも散見された。 

 

412．堺市の観光地に対するアクセス方法の実態 

伊井宏太・田嶋優哉・杉村尚哉（学部 2 年） 

大阪府堺市では百舌鳥・古市古墳群の世界遺産の登録が決定し，観光産業の発展が

期待されている。しかし，堺市では以前から東西の移動の不便さなどの交通の問題が

みられ，様々な対策を行ってきた。そこで本研究では，GIS を用いて観光地や公共交通

機関の分布を示し，観光地としての交通の整備の実態について考察した。現地では，事

前調査で抽出した観光地に行き，公共交通機関の利便性や観光客の公共交通機関の利

用状況を明らかにした。その結果，南海バス・阪堺電車・レンタルサイクル・観光割引

タクシーなどの様々な公共交通機関が整備されていることがわかった。しかし，目的

地まで乗り換えが必要となる場合も多く，こうしたアクセス面の問題によって観光客
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にとって不便であることが明らかになった。また，世界遺産に登録された百舌鳥・古市

古墳群においても観光客は少なく，公共交通の利用者も少ないことから，さらなる整

備が必要であると考えられる。 

 

413．北海道中川町におけるエコモビリティ事業の受容と展開 ―スイスモビリティと

の比較から― 

佐藤遼門・高橋竣也・青木佑樹（学部 3 年） 

北海道中川町ではスイスで生まれた「スイスモビリティ」を手本にしたエコモビリ

ティ事業を推進しています。そこで設立経緯や観光政策などを整理・比較することで，

両者の共通点と相違点を明らかにすることを目的とし調査をしました。そしてこの，

研究の背景には中川町は豊かな森林や河川に恵まれつつも観光開発が進んでない地域

であるという事実があります。中川町の観光協会に行き，ヒアリング調査で確認しま

した。その結果，「スイスモビリティ」とは異なる点が多く，中川町のエコモビリティ

には経済面・観光面など多くの課題が見受けられた。 

 

414．公共交通空白地域の抽出と分析 ―東京都杉並区を中心とした 7 市区を事例とし

て― 

遠藤有悟（学部 4 年） 

本研究は，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」の定義をもとに，東京都杉並区を中心とした 7 市区において，公共交通の利

用しにくい（公共交通空白）地域と利用しやすい地域を抽出して，それらの地域の特徴

や差異を明らかにすることを目的としている。 

研究では，鉄道のみ，バス路線のみ，鉄道とバス，の 3 つのケースで分析を行った。

鉄道のみの場合では,渋谷駅と研究地域外ではあるが新宿駅を中心として路線が東西方

向に整備されているが,南北方向には路線がないために空白地域が多い。バス路線では，

自治体のコミュニティバスの影響で利用しやすい地域が多いことが分かった。鉄道と

バスでは，研究地域の 90%が利用しやすい地域であった。公共交通空白地域が 0％に

近い自治体もあれば 10%を超える自治体もあり,公共交通空白地域内では，利用しやす

い地域よりも年少人口や老年人口の割合が高いことが分かった。 

 

415．福島県会津坂下町における路線バス利用の実態 

吉澤広介（院・前期） 
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近年地方の路線バスの廃止や本数の削減が顕在化している。これまでの研究では，

路線バスを維持するための方策について取り上げられてきたが，通学での活用という

観点における研究は少ない。そこで，本研究では，地元公立小中学校の生徒を通学目的

で路線バスに乗車させることで，路線バス存続を可能とした事例を取り上げる。研究

対象地域とした福島県会津坂下町は，2000 年代後半から小中学校を段階的に統合する

ことにした。既存のバス路線に加え，新たにバス路線を運行することにし，路線バスの

維持及び新たな地域での運行を可能とした。また，会津坂下町の農村部の住民に対し

行った利用実態把握のためのアンケートの結果から，以前より路線バスが走っていた

地域と学校統合時に運行が開始された地域との間で，路線バスの利用及び維持に対す

る意識が異なるのではないかという推測に至った。 

 

416．木更津市におけるアクアライン開通後の交通システムと商業の特徴 

牛垣雄矢（東京学芸大） 

久保 薫・坂本律樹・関根大器・近井駿介 

原田怜於・松井彩桜（東京学芸大・学部 4 年） 

木更津市と川崎市を結ぶ東京湾アクアラインは，料金の値下げによって通行量が増

加し，木更津市では人口数が回復するなど，様々な影響をもたらしている。本研究で

は，アクアライン開通後における木更津市の交通システムと商業の特徴について考察

する。 

アクアライン開通に伴い，路線バスを利用した東京都心部や京浜地域への通勤者数

が増加し，それを支えるパークアンドライドシステムも確立された。中心市街地のイ

オンタウンは，市役所が入居し無料送迎バスを整備することで，女性を中心に利用者

を獲得し，彼女らの集いの場となっている。自家用車での来客を想定している大規模

なイオンモールは，行政と連携してイベントを実施することで，幅広い層の市民に利

用されている。木更津市では，イオンの存在と車の利用を前提とした地域の構造が形

成されつつあるが，イオン以外の小売企業の誘致が難しく，買物弱者対策が進まない

などの課題を抱えている。 

 

417．国内の世界文化遺産に対する地理学研究の意義 

永野征男（日本大・名誉教授） 

「世界遺産」と地理学の接点については，多くの論文や巡検等で扱われてきた。それ

らは，世界遺産条約に関わる専門用語や，登録後の地域変容（地域活性化・観光地化）
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に偏し，遺産“登録”そのものについて，地理学的なアプローチが不充分である。 

登録地域にとって重要なことは，登録前後の計画立案にある。なかでも，登録後の

「保護管理計画」の妥当性，とくに「バッファゾーン」の画定が最重要課題である。コ

アゾーン（構成資産の集中地区）を保守する同地区の線引きは，範囲・圏域を研究対象

としてきた地理学にとって，また他分野との議論においても有効な視点となろう。 

さらに条約では，文化遺産の“定義”が明示され，まず国内の関連法規とのスリ合わせ

を経て，地理学の「文化景観」につながる思考が多く含まれている。したがって，立案

過程の段階で，今後，地理学の積極的な発言が重要であることを再認識したい。 

 

501．益城町寺迫地区における地震被害と家屋の現状 

夏 和也・平塚大智・近藤健人・リントウガク（学部 2 年） 

2016 年 4 月 14 日・16 日に発生した熊本地震により，熊本県益城町では建物に大き

な被害が生じ，特に町内の西側に位置する寺迫地区では，建家被害が集中した。その被

害の状況を 8 月 8 日に現地で調査した。熊本地震発生から 3 年以上が経過しており，

倒壊などの被害を受けた建物は基盤地図情報と照らし合わせると，解体されていると

判断された。そこで建物が存在していたにもかかわらず，空き地や建物が改築されて

いるところは，被害の大きかった場所と推定された。また，寺迫地区を東西に走る断層

と被害の大きかった場所が一致していることから，断層付近で建物被害が大きくなっ

たと考えられる。建物の復旧状況は地区内で差があることが分かった。復旧が遅れて

いる場所は，断層運動で土地にずれが生じた場所か，現在，益城町で進められている区

画整理事業（今後 10 年かけて整備される）の進捗状況が影響していると考えられる。 

 

502．熊本地震により指定された益城町の天然記念物について 

味原健太郎・田中洸希・澤 諒（学部 2 年） 

熊本県中部に位置している益城町は，平成 28 年熊本地震で 2 度の震度 7 を観測し

た。熊本地震は 4 月 14 日 21 時 26 分頃に前震（Mj6.5），4 月 16 日 1 時 25 分頃に本

震（MJ7.3）が発生しいずれも益城町では震度 7 を観測した。この地震は布田川断層帯

を震源断層とする内陸型の地震だった。今回の巡検では天然記念物に指定された，杉

堂，堂園，谷川（たにごう）地区について調査した。堂園地区では堂園池に隣接する圃

場にクランク状に表出した断層を調査した。2.5m 右横ずれしたことが，現地に植栽さ

れている作物によって視覚的に伝えられていた。谷川地区では全国的にも珍しい共役

断層が V 字型に表出していた。この地区では，構造物の変位から左横ずれと右横ずれ

を同時に調査できた。杉堂地区では，潮井水源公園内に断層が表出していた。お堂に続
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く階段が右横ずれしていることを現地で確認した。 

 

503．1993 年北海道南西沖地震(M7.8)による斜面崩壊の分布特性 

宇佐見星弥（学部 4 年） 

1993 年北海道南西沖地震(M7.8)により多数の斜面崩壊が発生した奥尻島を対象地

域とし，先行研究では用いられていない面積率を用いて崩壊の分布特性を調査した。

まず，地震前後の空中写真を判読・比較した結果，地震で発生した 460 箇所の崩壊を

抽出した。崩壊は奥尻島の北西部及び中央部の東側に集中し，DEM と重ね合わせた

GIS 分析の結果，崩壊斜面の方位は震央の方向に面する北西から北東向きに集中が認

められた。崩壊の面積率は，凹部と凸部の双方に集中し，約 50 度～60 度の比較的急傾

斜の斜面に集中が認められた。地質図と重ね合わせた結果，白亜紀前期の花崗岩及び

第三紀，第四紀の堆積物の分布域に集中が認められた。以上から，崩壊の発生要因とし

て従来から指摘されている軟弱な地質や地震で崩壊しやすい凸部の地形の関与だけで

はその分布特性は説明できず，地震動に影響する地震断層の走向や破壊過程も今後考

慮する必要がある。 

 

504．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。本研究では干渉

SAR を利用し，2015 年 4 月 25 日にネパール中部Barpak 付近において発生した Mw7.8

の地震（ゴルカ地震）に起因する地震後の継続的な地すべり性地表変動の検出を試み

た。使用したデータは，PALSAR-2 データにより 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で撮影された計 16 枚の SAR 画像である。

「RINC0.41」を使用して生成した 2 つの異なる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，観測日が直近して隣接している組み合わせでは 14 枚のう

ち 6 枚の画像で変動が確認されることが分かった。また，観測日がひとつ隔てて隣接

している組み合わせでは 13 枚のうち 2 枚の画像で変動が確認されることが分かった。 

 

505．武州御岳山における御師集落の変化 

三浦 樹（学部 4 年） 



24 

 

近世以降，武州御岳山山頂付近では，武州御嶽神社の御師集落（鳥居前町）の発達を

みた。近年，宗教観光形態は変化しており，当然ながら宿坊経営や講中分布等も変化を

余儀なくされている。そこで本研究では，当該地域における御師集落の変化について

考察した。その結果，御岳山山頂付近の武州御嶽神社参道前には，現在 25 軒の御師が

営む宿坊が集まる（ほか山下に 6 軒）。明治期講社台帳の講員記録と現地聞き取り調査

を比較すると，御嶽神社の信仰圏は，かつての関八州全域から南関東地域に縮小して

いる。各御師では，それぞれの講員圏が競合しないよう，地域の調整が行われている。

講員は講中を組織し集団参詣するが，近年は減少傾向にある。御師は，参詣形態や宿泊

志向の変化に対応し，部屋の個室化等を図っているが，その効果は限定的である。そし

て講中の存続には，構成員の職業，講中内交流の濃淡や早期講元後継者の有無等が影

響していることが判明した。 

 

506．「しながわ宿場まつり」における運営形態の変遷 

藤田彩己（院・前期） 

東京都品川区品川地区は，東海道の宿場町を起源に栄えてきた。当該地域では，近年

その歴史を背景に「しながわ宿場まつり」を開催し，地域の活性化を図る動きがみられ

る。本研究では，同祭りがどのように地域と関わりながら存続・拡大してきたのかにつ

いて時代的・空間的に特徴づけることで明らかにすることを目的とする。品川宿は成

立過程の異なる地域であった北品川宿と南品川宿が合同で運営をしていた。各宿にそ

れぞれの鎮守社が存在し，南北の交流は希薄であった。この当該地域で初めて 1 つに

まとまり開催した行事が「しながわ宿場まつり」である。同祭りは，パリ万博で行方不

明になった品川寺釣鐘が発見・返還されて 60 周年を迎えたのを機に 1990 年に始めら

れた。祭りの運営上の特色から，牽引者の代替わりによって祭りの構成要素が変わっ

ていったこと，イベント構成の特色から徐々にイベントを取捨選択しながらその規模

を拡大してきたことが明らかになった。 

 

507．長野県における“ひとりもんジャンケン”の地域的特色 

遠藤なつみ（院・前期） 

ジャンケンは，世代を問わず身近な遊戯である。特に子どもが用いるジャンケンの

種類やその掛け声は多様であり，その分布には顕著な地域差がみられる。長野県は，全

国的にみて掛け声が多様性に富み，特に“ひとりもんジャンケン”については，全国で唯

一県内に複数の掛け声の種類がみられる（加古，2008）。そこで本発表では，長野県に

おける“ひとりもんジャンケン”の地域的特色について考察した。その結果は，次の通り
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である。 

県内小学校における“ひとりもんジャンケン”の使用は中南信地方に集中しており，

おもな掛け声が「ひとりだし～」の飯伊・上伊那地域と，「あいてのないもの～」の諏

訪・松本地域との 2 地域に大きく分かれている。飯伊・上伊那地域は，使用者が全世

代に及び，用いる相手や目的も多様性に富み，高い使用率を示している。一方，諏訪・

松本地域は，使用者が 60 歳代以下，用いる目的も鬼決めに限られており，使用率も低

いこと等が判明した。 

 

508．沼津市におけるアニメ作品を取り入れた地域活性化の取り組み 

矢作健登・猪島 翼・片平礼音・三富丈太郎（学部 3 年） 

2016年に沼津市を舞台にしたアニメ『ラブライブ!サンシャイン!!』が放送されると，

沼津市にいわゆる「聖地巡礼」を目的としたアニメファンが訪れるようになった。そこ

で本研究では，新たな観光資源となったアニメのコンテンツに関わる取り組みについ

て調査を行った。市の統計データなどに基づいて沼津市の観光動態を把握するととも

に，現地では主に市役所観光課，商工会，商店街の店舗などへの聞き取り調査を実施し

た。 

市や商工会は商店街の協力のもと，アーケードにアニメの旗を並べたり，路上にあ

るマンホールのふたをキャラクターデザインのものに変えるなどアニメに関わる表示

を市内各所に配置したほか，商店の入口や商品にもキャラクターをデザインしている。

これらが話題となって，アニメファンはもとより，沼津市の観光客数全体が増加して

いることから，いまや「ラブライブ!サンシャイン!!」は沼津市で最も重要な観光資源の

一つになったといえる。 

 

509．島根県奥出雲町における「横田小そば」による地域振興 

竹村憲幸・佐藤眞雄・山川 愛（経済学部 3 年） 

池上俊太・内澤航汰・松本寛太（経済学部 2 年） 

島根県奥出雲町では在来品種である「横田小そば」を核とした地域振興が行われて

いる。先行研究により，そばは転作作物として奨励されている点や 6 次産業化しやす

い点，手間がかからないため高齢化した農村で栽培しやすい点などがあり，各地の農

村で地域振興策として活用されている。本研究では島根県奥出雲町を対象とし統計分

析，現地調査をもとに，生産・加工・消費の現状を明らかにし，奥出雲町のそばによる

地域振興について考察する。調査結果として奥出雲町は一時，そばの生産がない状態
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から生産量を増加させ，それに伴ってそば店も増加した。「横田小そば」は町内で生産・

加工・消費され，町外からの客も多い。したがってそば産業は，地域の産業として強く

根付いていることが確認できた。しかし「横田小そば」は他地域の主流である改良品種

に比べ，収量が低く採算が取れない。そのため供給量が足りておらず，生産面に課題が

ある状況が明らかになった。 

 

510．二本松市東和地区における民泊事業の展開とその地域的意義 

田中晴雅・井上武尊・福田峻也・福岡瑞紀（経済学部 2 年） 

中山間地域の振興策として交流事業が注目されている。本研究で対象とする二本松

市東和地区は，そうした事業を積極的に実施してきた地域として知られている。本研

究は，NPO 法人を中心に実施されてきた地域づくり活動を整理するとともに，その中

心的な事業として実施されてきた民泊事業の実態とその地域的意義について考察する

ことを目的とする。 

東和地区では，2005 年の NPO 法人ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会の発足以

降，交流事業とくに民泊によるグリーンツーリズムの実践が継続してきた。2019 年現

在 24 軒の民泊が開業し，年間で約 1,000 名をこえる宿泊客を得ている。これらの経営

者は農業＋α の収入を得ているが，その効果は経済的なもの以上に非経済的（生きが

いや地域住民同士の会話の増加，地域への誇り，都市住民からの学びなど）なものにあ

る。その一方，農業と民泊事業を両立することの負担が経営者の高齢化の中で進行し

ている。 

 

511．中山間地域における中心市街地問題と地域商業振興策の展開 ―二本松市東和地

区針道商店街を事例として― 

坂本寛太朗・藤井雄太・秋元祥歩・岩田賢美（経済学部 2 年） 

地方の中心市街地では，1990 年代から段階的に進んだ大店法の規制緩和等の影響も

あって，空洞化問題が深刻になっている。本報告は，中山間地域に位置する二本松市東

和地区針道商店街における小規模商店街の衰退要因と地域商業振興策の実効性につい

て，各種の統計分析，自治体や商工会での聞き取り調査，商店街の店舗構成調査から考

察することを目的とする。 

本研究の結果は，次の 3 点にまとめられる。1 点目は，小規模商店街の衰退要因が地

域の人口減少や高齢化，店舗の後継者不足，顧客の地区外流出などの複合的なもので

あったことである。2 点目は，今日なお営業を継続する店舗に，身近なサービスや最寄

り品を提供する美容室やガソリンスタンド，薬局，食料品専門店などがあったことで
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ある。3 点目は，地域商業振興策が小規模商店街の衰退の歯止めに必ずしもつながって

はおらず，高齢化する住民生活の消費機会の利便性低下が懸念される。 

 

512．北海道中川町における化石と地域博物館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） 

日本の多くの自治体は人口減少や高齢化といった課題を抱えている。こうした課題

に直面した地域では，地域独自の自然・人文環境等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。しかしながら，地域特性は地域ごとに異

なるため，地域づくりのあり方にも違いが生じる。そのため，さらなる事例研究の蓄積

が必要である。本研究では，北海道中川町における化石と地域博物館を活用した地域

づくりを事例に，そこに生じる課題を，住民と来訪者の意識に着目することによって

明らかにする。 

中川町では町全体を博物館とみなした「エコミュージアム構想」が推進されており，

地域博物館「エコミュージアムセンター」が構想の中核施設を担っている。調査より，

同施設が中川町来訪の入口として機能していることが確認できた。一方，構想に対す

る地域内の組織間の連携不足も示唆された。 

 

513．日本の公営プラネタリウム施設の活用実態の分析と考察 

井内麻友美（院・前期） 

日本では，高度成長期の第 2 次ベビーブームを経てこどもの数が増加し，応じて各

地方自治体で科学教育を目的としたプラネタリウム施設が設置された。1980～90 年代

に設置のピークを迎えた後，人口構造と社会状況の変化により地方自治体所有の施設

の活用は多様化している。本研究は，公営プラネタリウム施設の活用による地域づく

りへの効果を探ることを目的とする。本発表では，日本における公営プラネタリウム

施設を壮観し，多様化した活用の実態とその可能性を論じる。都市規模ごとに施設所

管をみると，指定都市では生涯学習およびこども・福祉目的が，中核市では市民・文化，

社会教育目的が，その他の市町村では総務，観光・産業目的が比較的多い傾向にある。

各施設では年中行事や人生の記念に合わせた事業や，乳幼児から高齢者まで各ライフ

ステージを対象にした事業が実施されており，施設は人々が集う文化的な空間として

地域に影響するポテンシャルを持つ。 

 

514．沖縄島における少雨の経年変化と季節変化 
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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。この様な背景の中で，渇

水に繋がる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ことが指摘

されたが，長期間における少雨の経年変化や，少雨が発生する要因については明らか

とされていない。そこで本研究では，那覇における 1891～2018 年の日降水量データを

使用し，少雨の発生頻度の季節性と近年における少雨の経年変化を調べ，その発生要

因となる大気総観場との関係を明らかにする。少雨の起こりやすい季節を変動性から

調べたところ，変動係数の大きな季節は夏から秋にかけて存在し，先行研究で指摘さ

れていた台風の多い秋頃に少雨が起こりやすい性質であることと一致した。また，各

旬の降水量下位 20%を少雨と定義し，2 旬以上連続する期間の年積算値を調べたとこ

ろ，1970 年代以降で増加傾向にあることがわかった。 

 

515．総観規模擾乱発生によるボルネオ島の降水量の変化 

小西康仁（院・前期） 

ボルネオ島の北西部の降水量は，北半球冬季（DJF)に最も降水量が多くなる季節変

化を示すが，その地域内においても冬季降水量に大きな違いがみられる。この季節に

降水をもたらす要因としてボルネオ島周辺での総観規模擾乱や寒気移流に伴う対流活

動の活発化が指摘されており，これらの現象の影響を強く受けた結果として降水量の

地域差が生じているものと考えられる。本研究の目的はボルネオ島の冬季の降水量の

地域差と総観規模擾乱との関係性を明らかにすることである。今回は降水レジームの

地域差を明確にする為に，Climate Hazard Center により作成された CHIRPS の 1981

年から 2018 年までの月平均降水量データセットを元にしてクラスター分析を行い，冬

季に極大を持つ降水レジームがみられる領域を明確にした。 

 

516．客観解析による前線帯抽出とその北半球における分布の特徴 

大山 駿（院・前期） 

前線帯は特定の期間内に現れる前線の頻度として定義され，降水量分布や気候区，

大気循環との関連と共にその変動性が明らかにされてきた。近年では気象データから

客観的に前線を抽出する手法が考案され，これを用いることにより手作業の集計では

困難であった長期的な前線帯の位置の変動などが解析されている。しかし，先行研究

における前線抽出の基準は，抽出結果から得られる前線帯と天気図の前線帯との類似
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度によって決定するなど，実態である前線の総観場の特徴から直接的に決められてい

ない場合が多い。本研究では，日々の気象庁天気図の前線位置における温位・相当温位

場の特徴を気象データから明らかにし，前線抽出の基準とした。この基準をもとに抽

出した前線から北半球における前線帯の平年的な季節進行を解析した。この結果，先

行研究で指摘された山脈における誤った前線の抽出を抑えつつ，寒帯前線帯と北極前

線帯の分布とその季節進行が示された。 

 

517．南極やまと山脈および昭和基地周辺地域の自然地理学的調査と編年 

小元久仁夫（元日本大） 

発表者は 1968～70 年と 1972～74 年に第 10 次および第 14 次日本南極地域観測隊

員としてやまと山脈内陸調査旅行（地学）および地理・地形担当として沿岸露岩地域の

調査と海底地形調査のため越冬観測に従事した。また 1987 年 12 月～1988 年 1 月には

南極半島のマランビオ島（英名：セイモア島）で行った海外学術調査（研究代表者：福

田正巳北大低温研教授ほか 3 名）に参加した。研究目的は大陸氷床の変遷，やまと山

脈の氷河地形，リュッツオホルム湾の海底地形，沿岸露岩地域に発達する隆起汀線の

地形発達史および周氷河地形現象に関する研究であった。また地形編年の時間尺の基

礎となる 14C 年代は極地域では大陸氷の融解による希釈作用により温帯地域とは異な

るという考えにもとづき，その補正値を求める研究を行った。これらの研究成果は 40

年以上を経た今日でも大きな修正は行われていない。南極で行った自然地理学的な研

究方法と得られた研究成果を報告する。 

 

P601．堺市環濠地区における寺社地の土地利用とその変化 

三井優紀（学部 3 年） 

大阪府堺市北部ではかつて環濠都市が形成され，商人の町として発達し，豪商らに

よって多くの寺社が寄進された。それらの寺社は江戸時代初期の元和の町割りによっ

て環濠内部の防御機能を担わされ，計画的に環濠地区の東側に帯状に集積された。環

濠地区は二度の戦災に巻き込まれたが，約 400 年以上の寺社も現存する。本研究の目

的は，環濠地区の東側に位置する寺町の土地利用を明らかにし，江戸時代との変化を

考察することである。研究の方法は，まず GIS を用いて 1689 年の『元禄二己巳歳堺大

絵図』をデータ化し，江戸時代に寺社が立地していた箇所とその土地利用を調査した。

また現地調査を行い，同じ場所における現在の土地利用を明らかにしたうえ，江戸時

代の土地利用と比較し，その変化を考察する。その結果は，寄進の多かった寺社が土地

利用の変化が少なく，経済的な余裕のない寺社は様々な理由で土地利用が大きく変化
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していることが分かった。 

 

P602．宇治市宇治橋周辺地域における重要文化的景観地区指定に伴う土地利用の変化 

髙山さくら（学部 2 年） 

宇治市の宇治橋周辺地域は，国の重要文化的景観地区に選定されている地域と有名

である。景観条例などによって整備されているが，この法ができる前後では町の保護

の仕方が変化していた。そこで本研究では，重要文化的景観地区の指定経緯と，その中

心地区をなす平等院周辺の特別風致地区と宇治上神社周辺地区の土地利用の変化につ

いて考察した。その結果は，次の通りである。 

2019 年と 1981 年では平等院や宇治上神社に変化はなかったが，住宅と商店の場所

や種類に変化があった。2002 年に景観条例が施行された後，2009 年には国指定重要文

化財「宇治の文化的景観」に指定され，条例を実行していくための様々な計画が制定さ

れたことにより，さらに建築物の色や高さなどが統一され,景観保全が行われた。歴史

的環境が観光資源として現在も活用されている。 

 

P603．清水寺門前町における商業的土地利用の変遷とその特徴 

人見たから（学部 2 年） 

京都市清水寺の門前町は，日本を代表する観光地であり，とくに昭和中頃以降，町並

みの変化が顕著である。そこで本研究では，清水寺門前町における商業的土地利用の

変遷とその特徴について考察した。その結果は，次のとおりである。 

1956 年の土地利用は全体的に住宅が多く，店舗自体が少ない。その後，1960 年代に

なると，新幹線と高速道路の整備やモータリゼーションの進展が起こり，観光客数は

増加した。同期には五条坂の大型バス駐車場が，1980 年頃には自家用車駐車場がそれ

ぞれ整備された。1967 年頃には清水坂東側に，みやげの店舗が急増し，さらにバブル

経済崩壊による一時的観光客の低迷で，1990 年代には旅館が飲食店に変化し，2000 年

以降には，インバウンドの影響で観光客が増加し，みやげを中心とする店舗が増加し

たことなどが判明した。 

 

P604．大中湖干拓地における土地利用の変化 

宮川康佑（学部 2 年） 

琵琶湖の内湖であった大中湖は，戦時中の食糧対策の一環として 1957 年に約 7 か月

をかけ埋め立て工事が行われ，1964 年に入植者によって干拓地農業が展開された。本
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研究では，大中湖干拓地の南西部を対象地域とし，現在はどのような土地利用となっ

ているのかを明らかにしたうえで，現地調査で得られた資料と，2001 年の住宅地図や

衛星画像を参考にそれぞれ土地利用図を作成し比較した。その結果，2001 年では田ん

ぼとなっていたが，現在では牧草地に変化していた場所が存在した。これは 1970 年の

⽶の需要の低下による生産調整の影響と，国産牛の需要が増加したために，田んぼか

ら牧草地に土地利用が変化したと考えられる。一方，ビニールハウスを使った野菜栽

培の土地利用面積の変化は少なかったが，最近は気温が高い傾向であるため，作物が

育ちにくい状況であることが明らかになった。 

 

P605．島根県奥出雲町福頼地区における鉄穴流し跡地の土地利用からみる景観保全の

実態 

林 雅希・太原由実・三浦優希（経済学部 3 年） 

篠田怜緒・高柳祐輔（経済学部 2 年） 

島根県仁多郡奥出雲町福頼地区は 2014 年 3 月，国が定める重要文化的景観（奥出雲

たたら製鉄及び棚田の文化的景観），また奥出雲町では 2019 年 2 月，日本農業遺産（た

たら製鉄に由来する資源循環型農業）に選定された。本研究では，たたら製鉄による鉄

穴流しの跡地が顕著に見られる福頼地区を対象として，現在の跡地における土地利用

を調査し，農家への聞き取り調査の結果も踏まえて景観保全の実態を報告する。福頼

地区の鉄穴流しの跡地には，20 を超える鉄穴残丘が分布し，その上部に墓地や御神木

をのせている。また，跡地の水田（切り田･流し込み田）は，圃場整備されたところも

あるが，山際の狭小な圃場を除き，耕作放棄地はほとんど見られない。また聞き取りの

結果，一部の農家の中には「景観」としての農地保全に対する意識は必ずしも高くな

く，この文化的景観を守るためには今後の高齢化・後継者不足などの問題に対する解

決策を考えることが必要となるだろう。 

 

P606．北海道中川町における家庭菜園の実態とまちづくりへの貢献 

大谷侑民・重岡友佳・高信清人・中村夏樹（学部 3 年） 

北海道の道北に位置する中川町の家庭菜園について調査を行った。商業集積の少な

い中川町では夏に野菜や花を栽培する家庭菜園が多くみられる。中川町の中心部に展

開する住宅地は土地区画によって形成されている一区画が広いため，一戸建ての居住

者は庭を設け趣味や実益として家庭菜園を始めたといわれている。調査から家庭菜園

を行うのは余暇時間がある高齢者が多く，作る目的には一から自身が手をかけて育て
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ることができるのが魅力だとあげられた。家庭菜園が広く行われている成果として，

道路脇の花壇や駅前にも自主的に花を植えるなど住民が自発的に植物を育て町を美し

くすることに大きな魅力とやりがいを感じていることが分かった。この研究では，中

川町の暮らしと家庭菜園は切り離せない関係にあることを明らかにする。そこで，家

庭菜園がある家庭を調査し家庭菜園の実態や傾向そしてどのようにまちづくりに貢献

しているかを分析した。 

 

P607．阿蘇神社の門前町商店街のまちづくりにおける現況 

小倉史也（学部 2 年） 

阿蘇神社門前町は商業活動が衰退していたが，地域資源である地下水を観光向けに

整備した「水基めぐり」や名物グルメの開発など，商店街が地域活性化に取り組み観光

客の誘引に成功した。本研究では実際に商店街を歩き，現況や観光に対する取り組み

の優位性を調べ，課題や今後考えられる取り組みを考えた。その結果，水基めぐりには

十分な滞在効果があることが分かった。サイズが小さく食べ歩きも可能な手軽なグル

メは水基と併せて調査時間を十分に使えた。また夏季には水田に地下水が多く使われ

るため，水基の水量，水質に影響することが分かった。一方で水基の地下水の水質検査

表による情報提供の有無があり，観光客が水基の地下水を飲みづらいと思えた。また，

熊本や大分といった主要駅から阿蘇神社まで公共交通機関で 2 時間近くの時間を要す

るので，滞在効果をより上げるために阿蘇市内に宿泊者を呼び込む必要があるといえ

る。 

 

P608．滋賀県沖島における離島生活の不便性とその対策に関する住民意識 

高杉凜太朗（学部 2 年） 

沖島は，日本で唯一の「淡水湖に浮かぶ有人島」であり，現在 250 人の住民が暮ら

している。そこで本研究では，沖島の住民が離島生活において，どのようなことを不便

と意識し，島の環境整備や開発を希望しているのか，現地での聞き取り調査に基づき

考察した。その結果は，次の通りである。 

沖島の住民は，離島生活の不便な点として，運行本数・時間の制約されている連絡船

による本土との交通アクセスの悪さに基づく，病気や災害時等の緊急対応と買い物行

動の悪さを挙げている。環境整備として老人福祉施設の新規建設，開発としては意見

が分かれるものの観光化の進展を希望していることなどが判明した。 

 

P609．堺市堺区の自転車事故と道路環境について 
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藤田侑寛・小林恭介（学部 2 年） 

堺市は古代から培われた鉄加工技術を引き継ぎ，日本で初めて自転車産業を興した

ことで有名な街である。堺市は自転車利用環境計画を策定し，そのなかで自転車関連

事故の削減や自転車を安全に利用できる街にするため，自転車通行環境の整備を行っ

ている。そこで本調査では，堺市堺区における自転車事故の多発地点を調べ，その地点

の道路環境と事故の関係について考察した。調査方法は,大阪府警察が公開している「あ

なたのまちの交通事故マップ」を用いて，堺市堺区における自転車事故の多発地点を

抽出し，実際にその地点の道路の整備状況や周囲の道路環境を調査した。調査の結果

は，大きな道路が交わる交差点は周囲の環境も整備されており視界は良好であった。

しかし，歩道と自転車道が区分けされているところでも自転車と人が入り乱れていて

危険な個所があり,狭い道路では視界が悪く，歩道と自転車道の区分けは均質に整備さ

れていなかったことが明らかになった。 

 

P701．近代日本における女子教育や女性の地位向上に尽力した婦人たち 

山田真理子・蕗澤 夢（学部 2 年） 

明治以降，婦人の自覚，独立，地位向上のために勇敢にたたかった婦人闘志の多くは

熊本県出身であった。男性中心であった日本社会で，婦人大衆が決起を促し，その陣頭

指揮を行ってきた。その中で社会評論家の大宅壮一が熊本の風土人物について幾つも

の評論を残した。熊本の女性たちについては，『熊本の猛婦たち』で論評した。大宅壮

一が熊本の猛婦として挙げた女性 6 人のうち竹崎順子と矢島楫子に，徳富久子，横井

津世子を加えた 4 人は熊本県益城町出身で『四賢婦人』と称される。4 人は矢島家の姉

妹であり，三女の順子は熊本郊外に「日新堂」という私塾を開いた。また，女子教育の

先駆者で明治 22 年「熊本女学校」を創設し多くの人材を世に送り出した。六女の楫子

は婦人矯風運動という禁酒運動に率先して参加し，その後矯風会の全国組織を結成し

日本キリスト教矯風会の会頭となった。四女の久子と五女の津世子は上記二人の女子

教育・婦人解放運動を支えた。 

 

P702．堺市の世界遺産登録前後の観光客の変化とその取り組みについて 

小久保友寿・瀬下浩次郎・宮内直輝・榛沢健太（学部 2 年） 

大阪府堺市には,南宋寺や千利休屋敷跡,仁徳天皇陵などの観光資源があり,百舌鳥古

墳群が世界遺産に登録されたことにより,観光への経済波及効果が大きく期待されてい

る。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実態
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を考察することを目的とする。方法として,ボランティアの方々や施設の方にヒアリン

グ調査を行い，観光の実態を解明していく。その結果,仁徳天皇陵古墳は世界遺産登録

された後から観光客は増え,ツアーや海外からの観光客が増えた。しかし堺市における

他の観光地にはほぼ影響はなかった。堺市には伝統ある観光資源が多いのにもかかわ

らず,百舌鳥古墳群が世界遺産登録された後でも観光客の変化が仁徳天皇陵古墳だけで

あったのが明らかになり,いかに堺市の他の観光資源に波及するのかが現在の課題であ

ると考えられる。 

 

P703．堺における堺打刃物産業の現状と課題 

イ シリン・長友佳音（学部 2 年） 

堺市の打刃物は日本を代表する伝統産業である。職人による優れた鍛冶技術とそれ

を最大限に生かす刃付け技術が堺打刃物の特色である。打刃物は 600 年の伝統を受け

継いでおり，一般家庭やプロの料理人からも高く評価されている。また，和食文化の広

がりにより海外でも需要が高まっている。本調査では，堺打刃物は伝統産業としての

現状と課題を明らかにすることを目的とする。方法としては，事前に堺における刃物

製作所の分布を明らかにしたうえ，その中から特徴のある店舗を抽出し現地で聞き取

り調査を行った。その結果として，現在の堺市では伝統的な技法で堺打刃物を生産す

るほか，同時にステンレス包丁も製造している工場が増加している。その理由として，

一般家庭では錆びやすく手入れの難しい打刃物より，手入れが簡単なステンレス包丁

が求められると考える。また，打刃物産業の長期的な存続のため，販売体制の改革や職

人継承などの課題があげられる。 

 

P704．京都市域における近年の盆行事の変化 

佐藤 樹（学部 2 年） 

先祖の霊を現世に迎える行事である盆行事は，日本において 7 世紀には類似の行事

が『日本書紀』に記録され，それから現在まで続けられてきた。かつて日本の都であっ

た現在の京都市域では他の地域では見られない独自の盆行事が発展し現在まで受け継

がれている。例えば，祖霊の送迎は他の多くの地域では家庭毎に迎え火・送り火を焚く

ことで行うが，京都では迎えの行事として市内の特定の寺院で迎え鐘を撞き，送りの

行事は大文字に代表される五山の送り火が送り火の役割を果たす。これらの他にも六

地蔵巡りや地蔵盆など，かつての都を中心に育まれてきた独自の盆行事は一つではな

い。しかし，これらの文化も近年は人口減少や少子化の影響で衰退の道を辿りつつあ

る。人口減少により迎えられる祖霊が減り，子供が中心になって催される地蔵盆は少
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子化の影響により規模は縮小しつつある。これの問題に如何にして対処していくかが

これからの課題となってくる。 

 

P705．神仏行事からみる阿蘇の自然環境 

山口哲史・長谷雄喜（学部 2 年） 

阿蘇の自然環境と神仏行事の関係について 8 月 6・8 日に現地を調査した。集落が阿

蘇カルデラの中にあり，これらの集落による神仏信仰には，阿蘇の特徴的な自然と関

わりのあるものが多数存在することがわかった。調査対象は阿蘇カルデラ北部の阿蘇

神社，西巌殿寺，風宮社，霜宮神社として，聞き取り調査と文献調査を行った。阿蘇神

社と西巌殿寺は建立の由来や歴史が阿蘇の火山と密接に関係している。集落と気象と

の関わりでは，阿蘇神社には夏の雷を治める雷除祭，風宮社には農作物を風の害から

守るための風祭り，霜宮神社には農作物に大きな被害を与える霜を抑える火焚き神事

があることがわかった。火焚き神事は 8 月の末から 2 ヶ月間絶やさず火を焚き続けて

霜が降りないように祈るものだが，ビニールハウスが作られてからは霜が降りる前に

収穫ができるようになり，霜宮神社でお祈りがされている頃には稲刈りが始まってい

るそうである。 

 

P706．熊本県益城町寺迫地区における地震被害（家屋調査の方法と現地の特徴） 

夏 和也・平塚大智・近藤健人・リントウガク（学部 2 年） 

2016 年 4 月，熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 6.5 と 7.3 の地震が発生

した。この地震で益城町のみ震度 7 を 2 回観測した。益城町では建物に全壊を含む甚

大な被害が出ており，死傷者も出た。今回の現地調査では現地の住宅などの建物の被

害状況を①無補修，②改築，③1 階補修，④2 階補修，⑤屋根補修，⑥空地の 6 つに分

類した。現地の特徴として，地震が 3 年以上経っても倒れている建物やブロック塀な

どがまだ残っており，震災後の復興はまだ続くのが現地の特徴である。また，聞き取り

調査の結果，地震で住宅が倒れて住宅を補修せずに益城町を出た住民が多い。益城町

のホームページによると土地区画整理事業による復興は事業完了まで 10 年を予定さ

れている。 

 

P707．安永地区における熊本地震による建物の被害状況 

齊藤 隼・金木壱成・濱口太一・秋澤孝輝・生井大二朗（学部 2 年） 

8 月 8 日に益城町安永地区において，熊本地震による家屋の被害状況を調査した。安
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永地区は文化会館から西に約 1km に位置し，地震前の建物分布を示す基盤地図情報を

もとに，その状況を 3 色 3 段階に分類した。赤色は家屋の修復無し，青色は家屋の修

復有り，（新築家屋も含む），緑色は空き地（家屋の瓦礫撤去跡）とした。町の復興と密

接にかかわる都市計画図をもとに地域別に分類した。すなわち，①新たに都市計画決

定された安永宮ノ本地区，②準工業地域，③準住居地域，④第一種低層住居専用地域，

⑤第一種中高層住居専用地域である。①は，赤色 0 軒，青色 55 軒，緑色 1 件，②は，

赤色 0 軒，青色 16 軒，緑色 3 件，③は，赤色 2 軒，青色 246 軒，緑色 6 軒，⑤は，赤

色 20 軒，青色 354 軒，緑色 46 軒であった。他地域と比べて③と⑤で緑色の軒数が多

いのは，道路用地にかかる建物が多いためと考えられる。 

 

P708．2018 年北海道胆振東部地震の斜面崩壊地で採取した泥岩試料の X 線分析 

佐藤 浩（日本大・文理） 

北海道厚真町吉野地区では，標題の地震により大規模な斜面崩壊が発生した。先行

研究は，この崩壊の素因として表層を被覆する樽前火山からの降下火砕堆積物（Ta-d；

今から 9,000 年前に噴出）の風化層に粘土鉱物（ハロイサイト）が強く検出され，すべ

り面に関与していると報告した。ところが，その下位の泥岩に関わる粘土鉱物の報告

がないため，2019 年 6 月 14 日に崩壊斜面の中腹で，粘土化した Ta-d 直下の 2 層（上

層は明褐色，下層は灰色で，層厚はそれぞれ 8cm と 10cm 以上）から泥岩試料を採取

し，X 線粉末回折分析した。その結果，両層からスメクタイトが少量検出され，ハロイ

サイトは微量検出された。この結果から，すべり面形成における降下火砕堆積物より

下位の泥岩の関与は，先行研究が指摘しているように低そうである。崩壊斜面の上部

でも泥岩試料を採取したが，その分析結果については稿を改めて，結論をより明確に

していきたい。 
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