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市町村が主体となって拠点の形成が目指されている．拠点には階層性があり，都市部の都市型拠点と中

山間地域の小さな拠点は別々に計画されている．今後，市町村域を超える広域での拠点間連携が考えられ

るが，広域的観点から一体的な拠点階層の整理がされていない．そこで本研究は，各市町村計画における

拠点について広域的な観点から施設数や集中トリップ数を把握する．これら拠点に関する計画と実態の乖

離分析等を通じて広域的な拠点階層設定に寄与することを目的とする．分析の結果，計画で都市型拠点で

あっても小さな拠点に判別されるケースがあることや，小さな拠点でも公共交通を有する拠点によっては

中心拠点に判別されることが明らかとなった．以上より，計画と実態の間で乖離が生じており，広域的観

点での拠点階層の見直しの必要性が示唆された． 
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1. はじめに 

 

現在日本では人口減少社会を迎えており，それに伴い

都市機能を有する施設(以下，施設)の撤退が進行してい

る市町村も多い．それに対応し，施設を集約した拠点の

形成が目指されている．拠点といってもその規模や密度

は様々である．都市部では，都市圏の中枢的な役割を担

う大都市拠点や都市の核となる中心拠点，地域の中心と

なる地域拠点，比較的施設集約や集住性の高い生活拠

点1)などが存在する．それらの拠点計画は地方分権によ

り，市町村が主体となって策定しており，大都市拠点か

ら生活拠点までは，都市計画マスタープラン(以下，都

市マス)で設定されてきた．近年では，居住機能や医

療・福祉・商業等の様々な都市機能の誘導を目的とした

立地適正化計画(以下，立適)においても拠点が設定され

ており，拠点への都市機能誘導施設(以下，誘導施設)な

ども設定されている．本研究では，この大都市拠点から

生活拠点までを都市型拠点と定義する． 

一方，非都市部では内閣府や国土交通省などにより，

最低限の生活を維持するための小さな拠点2)の形成が目

指されている．このように拠点にはそのものの規模と，

都市圏や都市，地域における役割によって，階層性が異

なる．しかし，小さな拠点の形成は取り組みが始まって

から日が浅く，内閣府や国交省などによって推進されて

いるものの，市町村が主体となって取り組まれているケ

ースは多くない． 

今後，更なる人口減少や施設の撤退が進むことが予想

され，特に地方都市では拠点としての施設の確保が困難

になることが懸念される．そこで，市町村域を超えた広

域で連携することで，施設を確保していくことが望まれ

る3)．広域で連携するにあたっては，各拠点はより上位

の拠点階層，特に都市の核となる中心拠点とネットワー

クでつながり，連携することが考えられる．しかし，各

市町村が独自の基準で拠点を設定しているため，都市型

拠点を設定する都市マスは市町村間で整合していないこ

とが既に明らかになっている4),5)．そのため，広域的に自

市町村の拠点を見た際にその拠点がどのような位置付け

にある拠点階層なのか把握できないのが現状である． 
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また，各市町村が自市町村の判断だけで拠点階層の設

定と機能配分を行うと，周辺市町村と機能が重複したり，

抜けが発生する恐れが高く，極めて非効率な圏域構造を

招きかねない．特に市町村の人口減少が進む中で，他市

町村の拠点より拠点性の高い拠点を整備しようと自市町

村本位な基準で設定すると，拠点間で機能の重複が生じ

る可能性がある．この逆に周辺市町村にとっても必要な

特定のサービス機能が欠如してしまうことで，居住者の

生活利便性が広域的に低下してしまう可能性も危惧され

る． 

以上のことより，拠点で都市機能を分担し，拠点間で

連携することで過当競争やサービス機能の欠如を緩和す

ることができるよう，広域的な観点から拠点階層の整理

を行うことが求められる． 

市町村間で整合した計画を策定するにあたって，拠点

設定する際に参考となる基準を示すことが考えられる．

しかし，都市型拠点から小さな拠点までの拠点階層に関

する統一的な基準はなく，広域での拠点階層に関する研

究や検討は不足しているのが現状である． 

そこで本研究は，各市町村の計画における拠点階層

(図-1)を整理する．その上で，広域的な観点から拠点の

実態を明らかにすることで，計画において実態に即した

拠点階層が設定されているのか把握を行う．その際の拠

点階層を決定づける要因は様々な考え方がある．本研究

では拠点に都市機能の集約が望まれている1)ことから，

施設の量やその種類に着目して拠点階層の実態を把握す

る．その際の種類については，拠点に求められる施設を

考慮する必要があり，立適における誘導施設を参照する

ことなどが考えられる． 

また，拠点階層の計画と実態が乖離していた場合は，

どういった拠点で乖離しているのか把握を行うことが重

要である．ここで拠点は単に施設があっても利用されて

いなければ，拠点としての役割を十分に果たしていると

は言い難い．そこで，上位の拠点階層ほど拠点が利用さ

れているとの仮定のもと，トリップの観点を加えて，拠

点階層に関する計画と実態の乖離の特徴を把握する．  

また，施設があっても利用されない拠点は，偏った位

置に設定しているなど，拠点配置による問題の可能性が

ある．例えば，同程度の施設数を持つ拠点であっても集

中トリップ数に差が生じる場合は，拠点同士が近接して

いるなどの拠点配置による問題が集中トリップ数の差と

して顕現している可能性もある．そのため，拠点階層と

拠点への集中トリップ数を合わせて把握することで，拠

点が利用される位置に設定されているか否かをある程度

把握できると考える．そこで，計画と実態が乖離してい

る拠点階層の特徴を集中トリップ数から把握する際には，

拠点配置の観点も加えて考察を行う． 

 

図-1 拠点の階層性イメージ 

 
 
2. 研究の位置付け 

 

(1) 既往研究の整理 

拠点やその階層性に関する研究として，肥後ら5)は拠

点設定が過剰であり，集約でなく拡散化政策になる可能

性や圏域レベルで拠点を集約する必要を示している．ま

た石原ら6)は都市マスにおける拠点の役割と階層化の状

況をエリア特性毎に明確化している．小澤ら7)は都市機

能立地と核間公共交通がどのような状況の場所に拠点設

定されているかを商業・医療機能に着目し横断的に明ら

かにしている．尹ら8)は都市マスと立適の目標都市構造

の変化の実態と意義を明らかにしている．また，拠点の

配置に関する研究として，鈴木9)は拠点と路線は相互に

影響を及ぼし，同じ拠点数でも路線の有無や形状により

様々な配置が現れることを明らかにしている． 

さらに小さな拠点に関する研究も行われている．谷口

ら10)は小さな拠点の俯瞰的な整理を行ったことにより，

拠点間で特徴的な差異の存在と，設定の主体が異なって

も類似した傾向を示す拠点の存在を明らかにしている．

森尾・河上11)は小さな拠点の数や分布，成立人口規模を

把握し，人口動態と維持機能などについて全国的に分析

を行っている． 

一方で，拠点を介する交通面での研究も存在する．後

藤・中村12)は目標旅行時間を用い，拠点階層ごとの道路

ネットワークの望ましい階層の検討を行っている．森本

ら13)は拠点間公共交通の利便性に着目し，各都市におけ

る相対的なコンパクト＋ネットワークの現状を明らかに

している．  

今後市町村が主体となった市町村間連携が望まれてい

ることを踏まえると市町村を超えた広域で，拠点階層に

ついて計画と実態が乖離していないかを把握する必要が

あると考える．しかし多くの既存研究が市町村単位であ
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り，広域的な観点から計画における拠点階層の実態を把

握した研究はみられない． 

そこで本研究では，都市部から中山間地域までの広域

を対象とし，市町村計画における拠点階層の実態を明ら

かにすることで，広域的な拠点階層の設定の一助となる

ことを目的とする．その際の実態については，どの拠点

階層においても施設の集積が望まれていることから施設

に着目する．また施設に加え拠点への集中トリップ数を

みることで，計画と実態が乖離する拠点階層の特徴の把

握を行う． 

 

(2) 研究の構成 

まず3章で分析対象や分析方法を説明する．次に4章

で拠点計画における実態を施設の量及び種類の観点から

明らかにする．続いて5章で施設に加えて拠点への集中

トリップ数をみることで，どのような拠点階層において

計画と実態の間で乖離が生じているのか把握を行う．最

後に6章で結論を述べる． 

 

(3) 研究の特長 

 本研究における特長は以下の通りである． 

1) 拠点階層を考慮した広域的な連携が求められている

中で，都市部から中山間地域を対象として市町村計

画における拠点階層の実態を明らかにした新規性の

高い研究である． 

2) 計画と実態における乖離を明確化することにより，

広域的な拠点階層の設定に関する参考情報を提供し，

広域的かつ詳細に拠点を見ることの重要性を示した

有用性の高い研究である． 

3) 従来の町丁目データでは詳細な把握が困難であった

拠点の実態について，緯度経度情報を有する施設及

びトリップのデータを用いることで高い信頼性を有

する．  

4) 市町村を超えた広域でのコンパクト+ネットワーク

に向けた取り組みが始まっている現在において，広

域的な拠点階層を検討しているという発展可能性の

高い研究である． 

 

 

3. 分析概要 

 

(1) 分析対象地域 

本研究では，中山間地域から都市部まで様々な特徴を

持つ地域を対象とすることで広域的な階層性について扱

うため，群馬県全域を分析対象とした．群馬県は東京都

市圏には入らないが，都内に新幹線通勤する比較的都市

部の関東平野に属する市町村から，標高約2,000mの山々

に囲まれた中山間地域まで存在し，多様な地域属性を対

象として分析可能である． 

 

(2) 拠点設定方法 

本研究では，地方分権により市町村が主体となってい

ることから，市町村の拠点設定に関する意向から拠点を

抽出する．しかし現状，都市型拠点と小さな拠点を統一

的に設定した計画は存在しない．そこで，都市型拠点は

既存研究5)に倣い，立適や都市マスにおける将来都市構

造図(以下，将来図)から判断して設定する．小さな拠点

は「小さな拠点の形成に関する実態調査14)」にて，各市

町村が既に形成されている小さな拠点及び今後形成が予

定されている小さな拠点と回答した地区名から設定する． 

また，本研究では拠点の実態を把握するため，拠点の

範囲を決める．そのためにはまず拠点の中心施設を決め

る必要がある．そこで都市マスの将来図から拠点の中心 

施設を設定した肥後ら5)の方法を用いて中心施設を設定

する．具体的には，拠点内に含まれる鉄道駅を基準とし，

鉄道駅が存在しない場合は記述から判断し，記述がない

場合は生活利便施設から中心施設を設定する．その際の

生活利便施設は，山根ら15)の定義に従い，表-1に示す宇

都宮市民を対象とした住民アンケート16)の居住区周辺に

必要な施設のうち，5%以上の回答者を得た施設種別か

つ，施設利用の目的が移動である交通結節点(バス停，

鉄道駅)を除く16施設を生活利便施設とした． 

また本研究では拠点範囲は，拠点内を徒歩で利用でき

る範囲，つまり徒歩圏が妥当であると考え，中心施設か

ら徒歩10分圏(半径800mの円)を設定した． 

 

表-1 居住地周辺に必要な施設 

 

施設種別 割合[%] 回答者数[⼈]
スーパー・ドラックストア 76.2 690

銀⾏・信⽤⾦庫 46.7 423
診療所・医院・クリニック 46.6 422

病院 43.0 389
バス停 36.8 333

コンビニエンスストア 34.5 312
郵便局 27.2 246

⼩・中学校 23.1 209
鉄道駅 19.1 173

百貨店・ショッピングセンター 16.9 153
ガソリンスタンド 14.3 129

市役所・市⺠センター等 14.0 127
公園 12.8 116

飲⾷店(⾷事提供有) 11.7 106
警察署・交番・消防署等 10.8 98

幼稚園・保育所 7.8 71
図書館 5.5 50

鮮⿂・⻘果店等商店 5.4 49
地域内交通 4.5 41

デイケア・デイサービス施設 3.8 34
集会所等コミュニティ施設 3.5 32

飲⾷店(軽⾷のみ) 1.5 14
⽂化ホール 0.7 6

体育館 0.6 5
その他 0.8 7

注)宇都宮市アンケート16)より筆者作成,18歳以上市⺠2千⼈
     対象,回答905⼈(回収率45.2％),複数回答形式(上限5)
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(3) 都市型拠点の階層設定方法 

拠点の階層を統一的に定義付けすることにより，市町

村によって表現方法が異なる拠点計画を横断的に比較す

ることができる．そこで前節で設定した都市型拠点の拠

点階層についても市町村の意向から設定する．抽出する

都市型拠点の階層は，図-1に示す大都市拠点から生活拠

点までの4階層とする．本節では都市型拠点における大

都市拠点から生活拠点までの4階層を定義する方法を提

案する． 

拠点階層の多くは立適や都市マスにおける将来図にお

ける拠点名から階層性が判断できる．そのため，まずは

将来図における拠点名から判断する．判断が困難な場合

は将来図における拠点階層に関する記述(以下，拠点説

明)から判断する． 

・大都市拠点：都市圏の中枢を担うことから，政令指定

都市を対象に抽出を行い，拠点名かつ拠点説明に「中

心」，「中核」，「都心」などの中心を示す単語を含

む拠点とする． 

・中心拠点：政令指定都市以外の市町村において，中心

を示す単語を拠点名かつ拠点説明に含む拠点とする．

なお，「地域中心拠点」などのように中心を示す単語

よりも先に地域拠点や生活拠点で抽出される単語が存

在する場合は，後述する地域拠点および生活拠点の設

定基準に倣う． 

・地域拠点：拠点名が「地域」から始まる拠点とする．

拠点名が「地域」から始まらない場合は，拠点説明に

「都市機能」や「業務機能」の集約を目指すという記

述を含むものを地域拠点とする． 

・生活拠点：拠点名が「生活」から始まる拠点とする．

拠点名が「生活」から始まらない場合は，拠点説明に

「都市機能」や「業務機能」の集約を目指すという記

述を含まないものを生活拠点とする．なお，拠点名で

は階層が判断できず，かつ拠点説明のない市町村の拠

点については生活拠点とする． 

なお，拠点の中心施設が他の拠点範囲に内包されるほ

ど近接している場合は，階層がより上位である拠点，同

階層の場合は中心施設選定の優先順位が高い方の拠点を

採用する． 

 

(4) 拠点階層の実態の把握方法 

拠点階層の実態については1章で述べたように施設数

と種類の2側面から把握する．種類については拠点に求

められる施設として，群馬県内の市町村が設定する立適

における誘導施設に着目する．具体的には半分以上の市

町村が中心拠点における誘導施設として設定している施

設種類を対象とする．単純な施設数については拠点に求

められる施設以外とした．ただし，その際の施設は肥後

ら5)に倣い，一次産業(農林水産業)は対象外とした． 

それら施設の量および種類を説明変数に判別分析を用

いることで計画における各拠点階層の傾向を明らかにす

るとともに，拠点階層が計画と実態に乖離が生じている

か分析する．ここで，過剰な拠点設定の可能性が既存研

究5)で指摘されており，実際には小さな拠点にも満たな

いような拠点が設定されている可能性がある．そのため，

本研究では小さな拠点の下限値を設定することで施設実

態をみると小さな拠点にも満たない拠点の存在を明らか

にする．なお，この下限値は安易な拠点設定に対する警

告を目的とした試算的なものである．そのため実際には

現在は施設がなくても今後施設の誘導が決まっている場

合などが考えられ，実態からみると小さな拠点未満に分

類された拠点が必ずしも拠点設定から外す必要がないこ

とに留意が必要である． 

本研究では，小さな拠点に求められている施設を有さ

ない拠点が，小さな拠点に満たない拠点に該当するもの

と考えた．具体的な小さな拠点に必要な施設として，内

閣府が行った「小さな拠点の形成に関する実態調査」14)

において，地域住民の生活に必要な生活サービス機能と

している医療・介護・福祉，買い物，公共交通，物流，

燃料供給，教育の 6機能に着目する．これら 6機能の立

地実態を踏まえた上で小さな拠点の下限値を設定し，下

限値を下回ったものを小さな拠点未満として分析する． 

 

(5) 使用データ 

拠点範囲を対象に，拠点の実態を把握を行う．その施

設について，行政施設などの公的施設やガソリンスタン

ドについては国土数値情報17)を用いた．それ以外の飲食

店やコンビニエンスストアといった施設については電子

電話帳201718)を用いた．電子電話帳2017については住所

データで整備されているため，CSVアドレスマッチング

サービス19)とGeocoding and Mappingサービス20)を用いて緯

度経度情報を得た． 

また，拠点階層に関する検討を行うため，現状の拠点

の利用実態について把握する．ここで拠点の利用実態に

ついては，1章で述べたように上位の拠点階層ほど拠点

が利用されているとの仮定のもと，拠点への集中トリッ

プ数に着目して把握する．そのため本研究では，群馬県

パーソントリップ調査(以下，群馬PT調査)のデータを

用いる．なお，利用実態について把握する際には，拠点

の配置も踏まえて考察を行う．群馬PT調査の概要を表-2

に示す．この調査は緯度経度単位でODのデータ整備を

行っており，精度の高い分析が実施できる点に特徴をも

つ．これにより従来の町丁目単位で集計されていたPT

調査の課題であった中山間地域のような一つの町丁目の

面積が広い地域における小さな拠点の実態を詳細に把握

することができる．また，群馬PT調査圏域に住む居住

者の約1/3に配布，約1/4から回収しており，信頼性の高
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い分析を実施可能である． 

 

 
4. 拠点計画における施設立地の実態分析 
 

(1) 拠点階層設定数 

群馬県内において将来図を収集することができたのは， 

県内全 35市町村中 23市町村であった．なお大都市拠点

は群馬県には抽出されなかった．各市町村の拠点階層数

を整理した結果(表-3，図-2)から以下のことが分かった．  

1) 中心拠点から小さな拠点までの 4 階層を設定する市

町村から，1 階層の拠点が存在する市町村によって

大きな差異が生じている． 

2) 2階層を設定する市町村が最も多い． 

 

(2) 拠点階層に関する判別分析概要 

拠点階層について，計画と実態に乖離が生じているか

分析する．計画における拠点階層を目的変数，拠点内の

施設数や種類を説明変数として判別分析を行った(表-4)．

分析の結果，以下のことが分かった． 

1) 関数1より，その他の施設数が多い程中心拠点に分

類される傾向にある． 

2) 関数2より，診療所や子育て施設が多い程生活拠点，

その他の施設が少ない程地域拠点に分類される傾

向にある． 

3) 関数3より，高齢者福祉施設が多い程地域拠点，市

町村役場が少ない程小さな拠点に分類される傾向

にある． 

 

 表-2 群馬PT調査概要 

 
 

表-3 市町村計画における拠点階層設定数 

 

(3) 小さな拠点に必要な施設の検討 

前節で判別分析を用いることで実態からみた拠点階層

を把握した．しかし3. (4)で述べた通り，実際には小さ 

 

 

図-2 計画拠点の設定状況 

 

表-4 拠点構成値に関する判別分析結果 

 

調査⽇
調査圏域
対象
回収結果

グロス原単位 2.48
ネット原単位 2.98
全トリップ数 5,746,718
緯度経度情報ありトリップ 4,182,072

トリップ
状況

2014年10⽉〜2016年6⽉のいずれか1⽇(平⽇)
群⾺県内全35市町村
調査圏域に住む約86万世帯から無作為抽出した約25万世帯
約6.5万世帯から調査票を回収(回収率:約26.6％)

内容 個⼈属性(性別,年齢,居住地など),出発地,到着地(施設,時刻など),
移動⽬的,交通⼿段,移動所要時間,など

階層数 市町村名(n=35)

0
神流町・南牧村・⽢楽町・嬬恋村
草津町・東吾妻町・川場村・昭和村・みなかみ町

1
上野村・下仁⽥町・中之条町
⽚品村・⻑野原町・⾼⼭村・千代⽥町

2
みどり市・伊勢崎市・沼⽥市・渋川市・藤岡市・安中市
榛東村・吉岡町・⽟村町・板倉町・⼤泉町・⾢楽町

3 桐⽣市・明和町・前橋市・⾼崎市・太⽥市・館林市
4 富岡市

関数1 関数2 関数3
⾼齢者福祉施設 0.13 0.46 0.41
障害者・
⽇常福祉施設

0.27 -0.51 0.33

病院(⻭科除く) 0.06 0.03 -0.31
診療所(⻭科除く) -0.10 1.45 -0.39
市町村役場 0.38 0.34 -0.64
中央公⺠館・
⽂化施設

0.00 0.27 0.08

図書館 0.03 -0.49 0.29
⼦育て施設 -0.18 0.81 0.14
スーパー
(⼤型商業施設除く)

0.23 0.05 0.35

銀⾏・信⽤⾦庫 -0.03 -0.14 0.12
その他の施設
(1次産業除く)

0.69 -1.54 -0.22

⽬的変数
中⼼拠点 1.88 -0.05 -0.20
地域拠点 -0.17 -0.35 0.29
⽣活拠点 -0.19 0.51 0.09
⼩さな拠点 -0.73 -0.19 -0.54
累積寄与率 72.85% 88.82% 100.00%

50.72%

判別係数

n=138 正準相関0.60
判別的中率

重⼼の位置

変 数
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な拠点にも満たないような拠点が設定されている可能性

があるため，本研究では小さな拠点の下限値を設定を試

みる．そこで3. (4)で述べた6機能が各拠点に立地の有無

の把握を行うことで拠点における機能の存在確率を算出

した(表-5)．この結果から以下のことが分かった． 

1) 存在確率をみると，上位 3機能が下位 3機能の 2倍

程度の確率を示している． 

2) 小さな拠点(計画)の方が小さな拠点(計画かつ実態)

の方が存在確率が高い．これは計画の中の機能数が

比較的多い拠点が，より上位階層に判別されたこと

に起因する． 

ここで，国交省のサービス施設の立地する確率 21)では

80%を一つの閾値としている．そこで，本研究では小さ

な拠点の下限値設定の試算として実態において 80%を超

える医療，買い物，公共交通に着目する．具体的には，

判別分析で判別された小さな拠点(実態)のうち，医療，

買い物，公共交通のいずれか 1機能でも存在しない小さ

な拠点を小さな拠点未満として扱うこととする． 

 

(4) 実態からみる拠点階層 

前節で設定した小さな拠点未満に該当する拠点を抽出 

した．4. (2)の判別分析結果に小さな拠点未満を加えた

結果を図-3に示す．この結果から以下のことが分かった． 

1) 実態からみた際に小さな拠点に分類された数は，

小さな拠点未満も含めると計画上の小さな拠点数

26の2倍以上となっている． 

2) 計画で都市型拠点であっても，実態からみると小

さな拠点や小さな拠点未満となる拠点が存在する． 

 

表-5 小さな拠点における機能別の存在確率 

 
 

 
図-3 計画における拠点階層別の実態からみた拠点階層の割合 

3) 計画上で小さな拠点の中には，実態からみると中

心拠点に判別されるものが存在する．  

以上のことから，計画上は都市型拠点であっても，実

態は伴っておらず，小さな拠点レベルのものが複数存在

するなど，拠点階層に関する計画と実態の間に乖離が生

じていることが明らかになった． 

 

 

5. 施設・集中トリップ数からみる計画と実態が 

5. 乖離する拠点階層の特徴あいうえおかきくけ        

 

(1) 施設と集中トリップ数の関係からみる計画と実態

の乖離 

本章ではどのような拠点階層において計画と実態の間

で乖離が生じているのか把握を行う．ここで，実際には

施設数が多く存在していても，利用されていなければ拠

点としての役割を十分に果たせていない可能性が考えら

れる．一方で，拠点における施設数が少なくともよく利

用されていれば拠点としての役割を果たしている可能性

も考えられる．これらの可能性より，前章までに考慮し

てきた施設数だけではなく，拠点の利用実態(集中トリ

ップ数)も合わせて把握することで，計画と実態の間で

拠点階層に乖離が生じている特徴を把握する．その際に

は，拠点の配置も踏まえて特徴について考察を行う．本

節では，拠点における施設数および拠点への集中トリッ

プ数の関係をみることで，各拠点階層の乖離実態との関

係を把握した(図-4，図-5)．この結果から以下のことが

分かった． 

1) 小さな拠点(計画)であっても中心拠点(実態)とな

るものも存在し，下仁田町の1拠点のみ該当した

(図-5)．下仁田町は小さな拠点のみ設定している．

拠点の中心となる下仁田駅は終着駅であり，町内

の複数のバス路線が集積する公共交通結節点であ

る．中山間地域でも地域を支える交通の便がよく

集中トリップ数や人，施設が集積しているため中

心拠点(実態)となる可能性がある． 

2) 一方で，中心拠点(計画)でも小さな拠点(実態)と

なる拠点は大泉町や榛東村，明和町などの比較的

行政区域の小さい町村が該当する．それらの拠点

は施設数，集中トリップ数が比較的少ない傾向が

ある．このことから，自市町村の基準ではなく広

域的観点から拠点階層を決定する必要性が示唆さ

れた． 

3) また，地域拠点(計画)であっても小さな拠点(実

態)となるものも存在する．例えば安中榛名駅は新

幹線駅であっても駅前には駐車場があるのみで施

設がないため小さな拠点(実態)となっている． 

4) 小さな拠点未満となる拠点の3割は，鉄道駅を含む

医療・福祉 88.7 % 92.3 % 90.5 %

買い物 83.0 % 76.9 % 71.4 %

公共交通 94.3 % 92.3 % 90.5 %

物流 49.1 % 46.2 % 42.9 %

燃料供給 49.1 % 38.5 % 42.9 %

教育 54.7 % 50.0 % 42.9 %

実態(判別後)
(n=53)

計画
(n=26)

計画かつ
実態(判別後)

(n=21)機能名

⼩さな
拠点の
種類

10

4

2

1

3

18

8

1

2

12

21

3

2

11

12

13

2

3

2

8

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

中心拠点

(n=19)

地域拠点

(n=48)

生活拠点

(n=45)

小さな拠点

(n=26)

実態から⾒た拠点階層
計
画
に
お
け
る
拠
点
階
層

中⼼拠点

地域拠点 ⽣活拠点

⼩さな拠点

⼩さな拠点未満
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拠点である．それら拠点は施設数・集中トリップ

数ともに少ない傾向にある．このことから，鉄道

駅があるからといって安易に拠点設定することに

対する危惧が示唆される． 

5) 施設数と集中トリップ数に強い正の相関がある．

一方で，計画及び実態共に地域拠点にあたる，鬼

石総合支所(藤岡市)拠点と大久保地区(吉岡町)に

ついて，施設数は同程度あるが，集中トリップ数

には6倍以上の差(図-5)がある．以上のことから，

今後は施設集積だけでなく利用実態(集中トリップ

数)などを考慮し，拠点配置の見直しも含め，拠点

階層を整理することが重要である可能性が考えら

れる． 

6) 前橋市と吉岡町の境界に存在し，拠点範囲が重複

する群馬総社駅(前橋市)と大久保地区(吉岡町)に

着目すると，実態の拠点階層は共に地域拠点とな

る．しかし，集中トリップ数では大久保地区(吉岡

町)が約5,000トリップ以上多い(約2.4倍)こと(図-5)

から，より集中トリップ数の多い拠点に統一する

などの拠点の配置も含め再考することが考えられ

る．その際には，より集中トリップ数の多い吉岡

町が主体となり拠点形成に取り組むことなどが想

定される． 

 

(2) 拠点階層別の施設数・集中トリップ数の実態値 

続いて，拠点階層別に施設数および集中トリップ数の

平均値を算出した(表-6，表-7)．この結果から以下のこ

とが分かった． 

1) 地域拠点と生活拠点の平均値が同程度である(表-6，

表-7)．このことから地域拠点と生活拠点の名称の

使い分けができていないことが明らかになった． 

2) 施設と同様に集中トリップ数から拠点階層をみて

も，小さな拠点ほど少ない傾向にある(表-7)． 

続いて，実際に乖離が生じている拠点を詳細に把握す

ることで，どのような拠点階層において計画と実態の間

で乖離が生じているのか把握を行った．この結果から以

下のことが分かった． 

1) 都市型拠点(計画)であっても小さな拠点(実態)に

分類される拠点においても一定程度の集中トリッ

プ数を確保する拠点が存在する．それら拠点は大

型商業施設や倉庫型店舗C等，単一施設で広域から

の集客力を持つ施設が立地する傾向にある．これ

らのことから，広域的な観点から拠点階層設定す

る際には，単純な施設数だけでなく，施設の種類

や規模，サービスの質などを考慮することが重要

であると考えられる． 

2) 小さな拠点未満となる拠点を見ると，駅や役所を

有しているものの施設集積が比較的少ない．加え 

 

図-4 施設数・集中トリップ数と拠点階層の乖離の関係 

 

 

 

図-5 施設数・集中トリップ数と拠点階層の乖離の関係(図-4 

拡大) 

 

 

表-6 施設数にみる拠点階層の計画と実態の差 

 

 

 

表-7 集中トリップ数にみる拠点階層の計画と実態の差 

 

群馬藤岡駅

(藤岡市)

館林駅

(館林市)

太田駅

(太田市)

高崎駅

(高崎市)

高崎問屋町郵便局

(高崎市)

前橋駅

(前橋市)

桐生駅

(桐生市)

渋川駅

(渋川市)

沼田市役所

(沼田市)

新前橋駅

(前橋市)

市民病院周辺

(伊勢崎市)

伊勢崎市役所

(伊勢崎市)
藤岡市役所

(藤岡市)

北高崎駅

(高崎市)

前橋東郵便局

(前橋市)0

500

1,000

1,500

2,000

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

施
設
数(

⼀
次
産
業
除
く)

集中トリップ数

□:計画より⾼い
○:計画と同階層
△:計画より低い

計画の拠点階層 実態の拠点階層
中⼼拠点
地域拠点
⽣活拠点
⼩さな拠点

中心
拠点

(m=17)

地域
拠点

(m=30)

生活
拠点

(m=38)

小さな
拠点

(m=38)

小さな
拠点
未満

(m=15)

平均
(小さな

拠点未満
を除く)

中心拠点(n=19) 887 216 331 110 49 611
地域拠点(n=48) 399 144 189 116 25 172
生活拠点(n=45) 493 252 165 77 38 172
小さな拠点(n＝26) 213 45 89 37 18 56
n:計画での拠点数,m:判別(実態)での拠点数

　　　　判別後の
　　　　　　拠点
計画に　　　階層
おける
拠点階層

施設数(平均)

中心
拠点

(m=17)

地域
拠点

(m=30)

生活
拠点

(m=38)

小さな
拠点

(m=38)

小さな
拠点
未満

(m=15)

平均
(小さな

拠点未満
を除く)

中心拠点(n=19) 20,175 4,801 9,577 3,379 1,924 14,239
地域拠点(n=48) 13,418 4,847 5,387 3,854 579 5,510
生活拠点(n=45) 11,164 7,428 5,612 2,384 1,960 5,307
小さな拠点(n＝26) 4,778 1,016 2,224 569 327 1,104
n:計画での拠点数,m:判別(実態)での拠点数

　　　　判別後の
　　　　　　拠点
計画に　　　階層
おける
拠点階層

集中量(平均)

I_305



 

 

て，多くの小さな拠点で有している機能(表-5)であ

る医療，買い物，公共交通の機能のいずれか1つ以

上が存在していない拠点である．これより，単に

役所や駅があるから拠点設定するのではなく，今

後の計画では，生活利便施設などの機能も有して

いる地域・地区を拠点として設定するなど，拠点

階層や配置を見直すことが想定される．なお，拠

点としての機能が現状不足していても今後の居住

や都市機能誘導等の計画・施策次第では拠点たり

うる可能性もある．しかし現状，計画と実態が大

きく乖離している拠点については，人口減少下に

おける各拠点を維持・形成することの困難さを認

識し，拠点設定の過剰性も指摘されている5)ことを

鑑みると拠点の取捨選択を実施することも重要で

あると考える． 

 
 
6. おわりに 

  

本研究では，市町村を超えた広域的な連携が求められ

ていることから，都市部から中山間地域を含む群馬県を

対象として市町村計画における拠点階層の実態を明らか

にした．その際の実態については，どの拠点階層におい

ても都市機能を有する施設の集積が望まれていることか

ら，施設に着目した．加えて，拠点への集中トリップ数

をみることで，どのような拠点階層において計画と実態

の間で乖離が生じているのか把握を行った．その際は，

従来の町丁目データでは詳細な把握が困難であった小さ

な拠点の実態について，緯度経度情報を有する施設やト

リップのデータを用いることで精度の高い結果を示して

いる．主な研究成果は以下の通りである． 

1) 計画上は都市型拠点であっても実態は伴っておら

ず，小さな拠点や小さな拠点未満のレベルのもの

が複数存在するなど，拠点階層に関する計画と実

態の間に乖離が生じていることが明らかになった． 

2) 約8割の小さな拠点において医療施設，買い物施設，  

公共交通を有する．その一方でそれら施設を有さ

ない拠点の存在が示唆された． 

3) 計画上は小さな拠点であっても実態としては中心

拠点と判別される拠点が存在する．下仁田駅を中

心とする拠点は，施設および公共交通が整備され

ており，施設数および施設種類，集中トリップ数

が比較的多い． 

4) 地域拠点と生活拠点における施設数と集中トリッ

プ数をみると，各変数の平均値が同程度である．

このことから地域拠点と生活拠点の名称の使い分

けができていないことが明らかになった． 

以上のことから，拠点階層に関する計画と実態で乖離

が生じている拠点の存在や，地域拠点と生活拠点の名称

の混在などが明らかになった．これらのことから広域的

な観点から拠点階層を詳細に見直す必要性が示唆された．  

今後拠点の階層と配置の更なる分析を進めていくこと

が望まれる．その際には既存研究15),22)において存在が示

唆されている，小さな拠点よりも下位にあたる拠点階層

を加えた分析が考えられる．また，広域的な観点から計

画を策定する際には，施設の種や規模，サービスの質を

考慮することも考えられる．さらに，将来的な人口分布

との対応関係，拠点数などの評価，分析方法についての

検討は今後の課題である．また，東京などの大都市拠点

との関係性に関する分析の実施も必要である．加えて，

計画における交通軸とトリップ数の関係性や拠点へのト

リップの発生地を考慮した後背圏に関する分析が課題と

して挙げられる．最後に，本研究では拠点ごとの相対的

な関係性の観点でしか，階層実態を評価していないこと

に留意が必要である．  
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HIERARCHY OF CORE AREA PLAN FROM A WIDE AREA PERSPECTIVE 

—EMPHASIZING FACILITIES AND TRIPS— 
 

Yu SHIMOYAMA, Eiji MORIMOTO, Jun MORIO and Mamoru TANIGUCHI 
 

Municipalities are taking the lead in forming core areas. The core areas are tiered, with separately planned 
urban and rural areas. In the future, although cooperation between core areas in a wide area exceeding the 
municipality area is considered, integrated organization of the core area hierarchy is not done from a wide 
area perspective. Therefore, this study ascertains the number of facilities and the number of trips from a 
wide area perspective for the core area in each municipality plan. The purpose is to contribute to a regional 
setting of regional hierarchy through analysis of divergence between plans and actual conditions of these 
regional core areas. Analyses have revealed that urban core areas are identifiable as small core areas in the 
plan. Even small core areas are identifiable as central ones depending on which ones have public 
transportation. From the above, a divergence exists between the plan and the actual situation, suggesting 
the necessity of reviewing the core area layer from a wide-area perspective. 
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