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１．はじめに 

 地方都市を中心として，現在少子高齢化や人口減少が深

刻化してきている．これに伴い，自治体の財政規模も縮小

せざるを得ない状況が発生し，これまでは維持することが

可能であった都市サービスをすべて維持することは困難と

なっている．実際に，商業施設や公共交通が撤退した地域

は数多く存在し，それにより，日常生活が困難となってい

る．このような「都市構造の問題によって居住者の生活が

困難になる危険性」を「都市構造リスク」と定義し，これ

までにも研究が進められている． 
 上記のような都市構造リスクに対して，都市の縮退とい

う議論が進められている．実際の都市においても，都市計

画マスタープラン等で，人口や都市機能等の集積を企図し

ている地域（以下，都心地域とする）の周辺部において，

施策等によって計画的に都市を縮退させている事例が報告

されている．なお，都市の縮退を考えるうえで，都市全体

としての取り組みに焦点があてられており，居住者目線で

の取り組みに関する事例報告は非常に少ない．一方で，居

住者が日常生活の中で行う転居も，都市の構造を変化させ

る可能性がある．換言すると，都市構造リスクと転居の両

者には，関連性があることが予想される． 
 なお，様々な施設は必ずしも都心地域に立地しているわ

けではない．また，都市地域外の施設が撤退した場合に，

必ずしも都心地域に人口や機能が集約するわけではない．

そのため都市の縮退と転居について検討する際，全ての転

居が都市の縮退と関連するわけではない点には留意する必

要がある．ただし，先述の通り，実際の都市計画マスター

プラン等では人口や都市機能を都心地域に集約することを

目的としている事例は多くみられる．そのため，都市の縮

退を議論するうえで，居住者の転居の影響も考慮しなけれ

ばならない1つの要素であると考えられる．  
 以上を踏まえ本調査報告では，今後都市の縮退が更に議

論されていく中で，転居に着目し，今まで議論されること

のなかった都市構造リスクと転居の関連性を踏まえ，潜在

的な転居意向の要因を明らかにしていくことを目的とする． 
 
２．既存研究のレビューと本調査報告の位置づけ 

 都市構造リスクという観点に着目すると，商業施設・公

共交通・医療施設撤退に関するリスクは十分に認識されて

いないことが指摘されている 1)．更に，自分が将来運転で

きなくなることで，自らの買い物活動が困難になってしま

うことが，十分に認識されていないことも指摘されている
1)．また要因分析を通じ，居住地周辺の公共交通等が都市構

造リスク認識に大きな影響を与えていることが分かってい

る．その一方，実際の公共交通における運行頻度や駅から

の距離の違い等によって都市構造リスク認識にどの程度の

差異が発生しているのかまでは十分に検討されていない． 
 都市の縮退という観点に着目すると，近年は様々な観点

から多様な地域において取り組まれており，特にコンパク

トシティと関連づけられた研究が多く進められている 2)．

また，実際に行われた市街地形成時における整備手法の違

いによる都市撤退の実態等も分析されている 3)．人口等の

データを活用することで，都市の縮退そのものについて定

量的な分析・評価している研究も進められている 4)5)．更に

都市の縮退と交通網をはじめとした，縮退と他サービスと

の関連について明らかにしている研究も存在する 6)．なお，

縮退のパターンによってはその効率が悪化してしまうため，

コントロールする必要があるとされている 7)．また，海外
8)9)においても，実例を紹介する中で，どのような要因によ

って縮退型の都市計画が行われてきたのか，その実例が報
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告されている． 
 転居という観点に着目すると，個人属性等の違いによる

転居に対する傾向の違いを把握している研究は多く存在す

る 10) ．なお，転居と都市構造との関連性を分析した研究
11)もあり，特定の都市，特定の政策に対しての分析は数多

くなされている．転居と交通という観点からは，自動車利

用傾向の差異が居住地選択に影響を及ぼすことを，住み替

えの実態を時系列的に把握した上で分析している研究等が

存在する 12)．また，自動車利用だけではなく，鉄道運行頻

度等，交通手段全般と転居の関連性を明らかにしている研

究も多く存在する 13)．更にライフスタイルに着目し，今後

の転居意向について把握している分析も行われている 14)． 
以上のように，既存研究では個人属性，都市構造，交通手

段等と居住地選択行動について様々な知見が得られている． 
 以上を踏まえ本調査報告では，まず潜在的な転居意向に

影響を与えていると考えられる，居住者の都市構造リスク

認識を把握する．その上で，リスク認識以外にも個人属性

や地域属性を用い，どのような地域や要因が潜在的な転居

意向に影響を与えているのか，その傾向を統計的に明らか

にしていく．以下に具体的な本稿の構成を示す． 
1) まず３章では調査概要について記載する．対象地を設

定した上で，本調査報告を行う上で把握する必要のあ

る居住者の意識調査のために実施したアンケート・ヒ

アリング調査について説明を行う． 
2) ４章において，居住者の転居に影響を与えていると考

えられる「居住者の意識」に着目し，その中でも特に

居住者の都市構造リスクに対する認識を把握する．ま

た，詳細な 寄り鉄道駅までの距離別に，都市構造リ

スク認識に差異が発生していないか検討する．その上

で，意識の上では も転居する可能性の高い都市構造

リスク認識ができている者の中で，どの程度の者が潜

在的な転居意向を持っているのか，その傾向について

も把握を行う． 
3) 以上を踏まえ５章では，実際に潜在的な転居意向の要

因について，統計的手法を用いて分析する．また，分

析から得られた結果を直感的に把握しやすい地図に示

し，潜在的な転居意向の地域的な傾向を把握する． 
 なお本調査報告において，アンケート調査を基に，あく

まで「潜在的な転居意向」のみを分析対象として把握し，

その要因分析を実施している．したがって，「転居の実態」

については考慮することができておらず，その点が本研究

の限界であることを留意する必要がある．  
 また本調査報告では，都市構造リスクに関するこれまで

の既存研究と同様に，それぞれ「商業施設撤退」「公共交通

撤退」「医療施設撤退」の危険性を，都市構造リスクの項目

としてアンケート調査で把握している．更に，いわき市の

ように地方都市においては，自動車を使用することが生活

の前提となっていることが多く，自動車を考慮したまちづ

くりが行われ，都市構造にも影響を与えていることが予想

される．そのため，従来の3つの危険性の他に「自動車が

運転できなくなる」危険性も都市構造リスクの1つとし，

アンケート調査内でその認識について把握を行っている． 
 なお，本調査報告で設定した上記の4つの危険性は，互

いに独立しておらず，因果構造を持っていることが予想さ

れる．特にいわき市においては先述の通り自動車に強く依

存している．実際に過去の PT 調査を見ると，自動車分担

率が7割程度，公共交通分担率が1割未満となっており，

自動車に依存して生活している者が多く存在する 15)．その

ため，「自動車が運転できなくなる」危険性は認識されやす

い可能性が高いことが考えられる．一方で，「公共交通撤退」

の危険性は，公共交通が全く使われておらず，高齢であっ

ても自動車を使うことが前提となっている地方都市におい

ては， も認識されにくい可能性が高い．同様の理由で，

自動車を利用することで，自由なタイミングで，自由な施

設に訪問することができるため，自動車を利用している者

は「商業施設撤退」「医療施設撤退」の危険性を認識するこ

とも難しいと考えられる．ただし，「商業施設撤退」「医療

施設撤退」の危険性を比較すると，より利用頻度が高いと

考えられる「商業施設撤退」の危険性が認識されている可

能性が高い傾向にあると予想される． 
 一方数は少ないものの，公共交通を利用している者は，

他の居住者が公共交通を利用しておらず，今後公共交通を

維持することが難しいということを肌で感じている可能性

が高い．そのため，公共交通利用者は「公共交通撤退」の

危険性を認識している傾向にあると思われる．また，地方

都市においては公共交通の運行頻度は一般的に低くなる可

能性が予想される．そのため公共交通利用者は，日常生活

の移動に不便を感じている可能性が高い．したがって，移

動の目的である商業施設や医療福祉が撤退してしまうこと

で，日常生活がより不便になってしまうと感じやすくなり，

「商業施設撤退」「医療施設撤退」の危険性も認識しやすい

傾向にあることが予想される． 
 本調査報告の特長を以下にまとめる． 
1) 都市の撤退の中でも，これまで議論されることが少な

かった転居という観点から，潜在的な転居意向に着目

し，居住者の意識を踏まえた転居の傾向を明らかにす

ることで，都市の撤退を議論するうえで有用な情報を

提供している． 
2) 居住者の潜在的な転居意向において，居住者の意識（特

に，都市構造リスクに対する認識）を考慮した上でそ

の傾向を把握する等，転居を的確に説明するための工

夫を行っている． 
3) 地域や行政の協力を得た網羅的な調査を行っており，

様々な状況の居住者をカバーする信頼性の高い分析を

実施している． 
 
３．調査概要 

（１）調査対象地 

 本調査報告では福島県いわき市全域を分析対象地域とし

て選定し，居住者の都市構造リスク認識や今後の転居意向
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を調査した．いわき市は2011年3月11日に発生した東日

本大震災（以下，「本震災」と記載）は，居住者の転居に対

して非常に大きな影響があったと考えられる．本震災にお

いては，地震の揺れ等の直接的な被害のみならず，物流の

遮断等，間接的な被害も多く存在した．その結果，本震災

被災地は，他地域と比較して相対的に都市構造リスクに対

する意識が高くなっている可能性が高い．また同様に，転

居に対しても考える機会が増えたことにより，その意識が

高くなっている可能性が考えられる．なお，いわき市は面

積がおよそ1,231km²と広く，中心地市街地から中山間地域

まで，性格の異なる多様な地域を内包しており，幅広いニ

ーズを網羅的に調査することができる．また，いわき市の

人口は32.7万人（平成26年2月現在）となっている． 
 
（２）アンケート調査 

 居住者の転居に関わる意識を把握するのに際し，居住地

周辺の環境も大きく影響することが予想される．そのため，

よりミクロレベルで対象地を選定し，アンケート調査を実

施する必要があると考えた．そこで，2013年9月～10月に

アンケート調査可能の 小単位である町丁目レベルでA．
町丁目アンケート調査を実施した．なお，対象町丁目を選

定するにあたり，町丁目の「人口密度」の他に，日常生活

の利便性に関わる「 寄り商店までの距離」や「公共交通

の利便性」を考慮し，83町丁目を選定し，それぞれの町丁

目に 17 部アンケートを配布した．なお，いわき市 HP で

発表されている東日本大震災における津波被害地域は，精

度ある郵送調査が困難であると考えられるため，対象から

除いている． 
 一方で，A.町丁目アンケート調査は対象であるいわき市 
の一部町丁目にしか配布しておらず，いわき市全体の傾向

を把握するには適していない．しかし，本調査報告では対

象地の中で，潜在的な転居意向の地域的な傾向を把握する

必要がある．そのため，いわき市全土の居住者の意識の傾

向を把握しなければならない．そこで，2012 年 10 月～11
月に，いわき市全 229 町を対象として実施した，B．全町

アンケート調査の結果も適宜用いる．表－１にそれぞれの

調査の概要を示す． 
 
（３）ヒアリング調査 

 転居を議論する際，居住者の意向が深く反映されること

が予想される．そのため，アンケート調査だけでは把握し

きれていない要因が転居に影響を与えていることが考えら

れる．そこで，より精度の高い分析を行うために，ヒアリ

ング調査も併せて実施し，より詳細な居住者の実態を把握

した．具体的には，アンケート調査項目の中で，転居に影

響を与えていると考えられる「都市構造リスクへの認識」

の他に，独自に調査した「 寄り商店までの距離」や「

寄り公共交通の運行頻度」等の地域属性をそれぞれ大きく

2 分類し，実験計画法に基づいて対象者を抽出した．その

結果 A.町丁目アンケート調査から 14 名を抽出し，30～60

分程度のヒアリング調査を実施した．ヒアリング調査によ

り，アンケート調査だけでは把握しきれなかった買い物環

境，交通環境の現状や転居に対する意識等を詳細に把握し

た．ヒアリング調査で得られた結果は，本分析を行う上で

説明変数を設定や分析の考察を行う上で活用している． 
 
４．居住地による都市構造リスクに対する認識の把握 

（１）居住地による都市構造リスクの認識 

 まず，対象地であるいわき市の都市構造リスクに対する

認識を，B.全町アンケート調査を用いて把握した．その結

果を図－１に示す．図－１の中で，周辺公共交通撤退にお

いては， 寄り鉄道駅からの距離別に公共交通撤退発生の

危険性を把握しており，その結果を図－２に示す．なお図

－２において，一般的に高齢者でも歩けると言われている

距離を参考に，各項目を作成している．図－１・図－２と

もに独立性の検定と残差分析を実施している．以下に図－

１・図－２の考察を記載する． 
1) 図－１において，都市構造リスクの中でも自動車の運

転ができなくなる危険性が も認識されている傾向が，

独立検定の結果からも有意であることが示された． 
2) 一方で，公共交通撤退・医療施設撤退に関する危険性

の認識に関しては，撤退により日常生活が「とても困

難である」・「困難である」と回答している者を合計し

ても 4 割程度しか存在しない実態が明らかとなった．

これは先述の通り，現在は多くの者が自動車を運転し

ていることにより，公共交通を利用せず，また，簡単

に遠方の医療施設に訪問することができているため，

それぞれの危険性の認識が低くなっている可能性が考

えられる．自動車に依存している状態においては，公

共交通撤退・医療施設撤退という危険性が発生する可

能性が，対象地全体において認識されていない傾向に

あると考えられる． 
3) なお商業施設撤退においては，公共交通撤退や医療施 
 

表－１ 各アンケート調査概要 

調査名 A.町丁目アンケート調査 B.全町アンケート調査

調査対象 いわき市内83町丁目
いわき市各町17世帯
への無作為抽出

配布・回収 郵送配布・郵送回収 郵送配布・郵送回収

実施時期
2013年9月26日

　　　　　　　～10月14日
2012年10月26日

　　　　　　　～11月10日

配布部数 1,411部 3,840部

回収部数
(回収率)

478部
(33.9%)

1,539部
(40.0%)

質問項目

Ⅰ.日常的買い物活動について
（商業施設利用頻度・満足度など）

Ⅱ.交通行動について
（各交通手段利用頻度・満足度など）

Ⅲ.居住環境について
（周辺環境の都市構造リスク認識や転居など）

Ⅳ.個人属性について  
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周辺公共交通撤退
(N=897)

周辺医療施設撤退

(N=901)

自動車が

運転できなくなる

(N=905)
とても困難である

困難である

どちらともいえない

あまり困難でない

困難でない

χ2値 有意判定自由度

671.4 1%有意8
**：1%有意
*：5%有意

独立性検定結果 残差分析結果
P値

0.00

*

*

*

**

*

 
図－１ 各危険性認識の割合 
0% 20% 40% 60% 80% 100%

～300[m]
(N=106)

300～1,000[m]
(N=197)

1,000～3,000[m]
(N=204)
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(N=390)

とても困難である

困難である

どちらともいえない

あまり困難でない

困難でない

**

**

**

χ2値 有意判定自由度

19.5 －8
**：1%有意
*：5%有意

独立性検定結果 残差分析結果
P値

0.11

* *

 
図－２ 寄り駅からの距離別： 

公共交通撤退による日常生活への影響 
 
設撤退と比較すると，その危険性を認識しやすい傾向

にあると考えられ，残差分析の結果でも，「困難である」

と回答した者が5%で有意という結果が示された．商業

施設撤退の危険性は，自動車に依存した状態であって

も認識されやすい傾向にある可能性が示唆された． 
4) 図－２において， 寄り駅からの距離が も遠い

「3,000[m]～」に居住している者が，公共交通撤退によ

る危険性を も認識できていない傾向が示された．実

際には公共交通の撤退により日常生活が不便になると

考えられる地域であるにもかかわらず，公共交通撤退

に関する危険性の認識はなされていない可能性が明ら

かとなった． 
5) 一方図－２において， も 寄り駅に近い者よりも，

「1,000～3,000[m]」程度 寄り駅から離れている者に

おいて「とても困難である」と回答している者が多く，

残差分析の結果，統計的にもその差が5%有意であるこ

とが示された．換言すると， も 寄り駅に近い者よ

りも，「1,000～3,000[m]」程度 寄り駅から離れている

者の方が，より公共交通撤退に関する危険性を認識し

ている傾向が明らかとなった． 

6) なお，「商業施設撤退」「医療施設撤退」「自動車が運転

できなくなる」というそれぞれの危険性においても，

図－３同様に 寄り駅までの距離別に傾向を把握した．

その結果，独立性の検定等により統計的に有意な差は

生まれなかったものの，上記 4)5)とほぼ同様の傾向が

示された．  
 
（２）潜在的な転居意向の要因 

 次に，どのような要因によって潜在的な転居意向が決ま

るのかを分析するために，まずA.町丁目アンケート調査を

対象に，それぞれ「商業施設撤退」「公共交通撤退」「医療

施設撤退」「自動車が運転できなくなる」ことが実際に顕在

化した場合において，転居する意向があるかについて把握

した．その結果を図－３に示し，以下に考察を記載する．

なお，図－３においても，独立性の検定と残差分析を実施

している． 
1) 全体の傾向として，本調査報告において都市構造リス

クと設定した 4 つの危険性がそれぞれ実際に顕在化し

てしまった際には，約 1 割程度の者がその影響によっ

て転居する意向があると回答している． 
2) も転居の意向に影響を与える項目としては，自動車

が運転できなくなることがあげられており，約 1.5 割

の者が，転居する意向があると回答している． 
 
５．潜在的な転居意向を持つ者の要因とその分布 

（１）潜在的な転居意向に関する要因分析 

 本節では，どのような要因が潜在的な転居意向に影響を

与えているのか，A．町丁目アンケート調査を用い，定量

的に把握する．具体的には，図－３の中で，転居する可能

性が「大いにある」・「ややある」と回答した者を「転居す

る意向がある」と判断し，数量化Ⅱ類分析によってその要

因を明らかにする．実際の分析結果を図－４に示し，以下

考察を記載する． 
1) 大分類「リスク認識」において，公共交通撤退によっ

て日常生活が困難になる危険性があると感じている者 
 

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

周辺商業施設撤退

(N=383)

周辺公共交通撤退

(N=358)

周辺医療施設撤退

(N=356)

自動車が

運転できなくなる

(N=365) 大いにある

ややある

どちらともいえない

あまりない

まったくない

**

*

χ2値 有意判定自由度

19.8 －12
**：1%有意
*：5%有意

独立性検定結果 残差分析結果
P値

0.25
 

図－３ 各危険性顕在化による転居可能性 
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大分類 項目 カテゴリ N レンジ
有 128
無 201
有 123
無 206
高 111

122
低 96

個人 285
家族 28
非保有 16
高 246
低 62
無 21
高 113

98
低 118
高 130

98
低 101
高 126

105
低 98
高 168

74
低 87

増加 34
268

減少 27
有 152
無 177
高 220

73
低 36
高 39

164
低 126
高 173

91
低 65
男 141
女 188

～39歳 38
40～49歳 46
50～59歳 62
60～64歳 64
65～70歳 46
70歳～ 73
農林水産 16
自営業 22
公務員 12
会社員 70
主婦 67
パート 46
無職 96
高 96

114
低 119
高 79

126
低 124

～300 13
300～1,000 71
1,000～3,000 92
3,000～ 153

転居意向 転居意向

なし あり

最寄り駅
からの
距離[m]

0.95

0.62

自動車
運転不可

0.21

性別 0.89

年齢 0.69

職業 1.55

地域 0.46

商業施設
密度

0.47

公共交通
撤退

1.21

医療施設
撤退

人口密度 0.07

自動車
利用変化

0.49

転居・避難 0.02

1.16

利用頻度 0.41

自動車

商店
撤退

0.77

個人・
居住地
属性

リスク
認知

満足度

認知度 0.12

公共交通 0.26

利用有無 0.17

運行頻度 0.59

公共
交通

商業施設 0.79

自動車
保有タイプ

震災

‐1.5 ‐0.5 0.5 1.5

N=329 相関比：0.30

る意向があることが示唆された．一方で，商業施設撤

退・医療施設撤退においては，公共交通撤退で見られ

た傾向はなかった． 
2) また，大分類「公共交通」において，周辺の公共交通

の存在を認識し，実際に利用している者の方が，転居

する意向があることが明らかとなった．周辺公共交通

に関する利用実態や意識が，潜在的な転居意向に大き

な影響を与えていることが示唆された． 
3) 大分類「自動車」において，自由に使用することので

きる自動車を持っている者の方が，潜在的な転居意向

が低い傾向にある結果が示された．先述の通りPT調査

の結果として，自動車の分担率は全体で約 7 割程度と

なっている 15)．そもそも自動車に依存しているため都

市構造リスクを認識することができていない可能性が

ある点には十分に留意する必要がある． 
4) 大分類「震災」では，本震災前後で自動車利用が減少

した者は，潜在的な転居意向が高い傾向が見られた． 
5) 大分類「満足度」において，地域そのものへの満足度

が低い者は，転居する意向があることが示された． 
6) 大分類「個人・居住地属性」において， 寄り駅から

の距離が遠い者が，転居する意向を持っている傾向が

示された．特に，「3,000[m]～」の者より，「1,000～
3,000[m]」程度の者の方が転居する傾向が強いことが明

らかとなった．なお図－２より， 寄り駅からの距離

が「1,000～3,000[m]」程度の者は，都市構造リスクを

認識できている傾向にあった．公共交通撤退の危険性

を認識することは，潜在的な転居意向に大きく影響を

与えている可能性が考えられる． 
7) また，職業において農林水産業以外の従事者は転居す

る意向があまりない傾向が明らかとなった．実際に農

林水産業の方を対象にヒアリング調査を実施したとこ

ろ，「現在居住している地域は日常生活を送る上で非常

に不便なため，転居したい気持ちはある．しかし，先

代から所有している田畑等の土地があるため，今後も

転居することはない．」と回答する者が多かった． 
 
（２）潜在的な転居意向を持つ者の分布 

 前節までに，潜在的に転居意向を持っている者の傾向と，

その要因について把握を行った．次に本節では，その結果

を踏まえ，それぞれの地域属性等を考慮した上で，どのよ

うな地域において潜在的な転居意向が高いのか，地図上に

示した．その結果を図－５に示す． 
 なお地図化するに際し，ArcGISの加重オーバーレイとい

う手法を適応した．加重オーバーレイは他の手法と比較し，

構成している項目の1つずつを重み付けした結果を反映す

ることができる特徴がある．具体的には，要因分析に使用

した説明変数を1つずつ内挿図という形で示し，地図的広

がりの傾向を把握した．その後，要因分析で得られたレン

ジを重み付けの数値として使用し，加重オーバーレイを行

った．これにより，要因分析で得られた結果を踏まえた， よ 

図－４ 潜在的な転居意向に関する要因分析 
 
り居住者の意向を反映した地図を作成することができてい

ると考えられる．なお，図－５において，ArcGISで も細

分化することができる32クラスで色分けしており，1が
も潜在的な転居意向が低い地域，32が も潜在的な転居意

向が高い地域を示している．以下，実際のいわき市の地形

等を考慮し，考察を記載する． 
1) いわき市の地形と重ねると，一般的に日常生活におけ

る利便性が低い中山間地域において，潜在的転居意向

が低い傾向が示された． 
2) 一方で，鉄道駅に近く，路線バスも一定水準で整って 
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図－５ 潜在的な転居意向を持っている者の分布 

 
いる地域は，潜在的に転居意向が高い傾向にある．な

お，中山間地域であっても，運行頻度は低いながらも，

路線バスが通っている周辺地域の方が，潜在的な転居

意向が高い傾向が示された． 
3) いわき市マスタープラン内にある将来都市構想図 16)と

重ねると，現在既に整備されている地域よりも，今後

重点的に整備する計画である地域の周辺が，本調査研

究では も潜在的な転居意向が高い傾向が示された． 
 

６．おわりに 

 本調査報告で得られた成果は以下の通りである． 
1) 都市構造リスクの認識に大きな影響を与えていると考

えられる公共交通について鉄道駅からの距離別に都市

構造リスクを認識できている者の割合を把握した．そ

の結果，居住地と鉄道駅からの距離に比例して都市構

造リスクを認識している者の割合が変化せず，鉄道駅

から一定距離にある都心地域周辺部において， も都

市構造リスクが認識されている傾向が明らかとなった． 
2) 潜在的な転居傾向について，その要因を分析した結果，

公共交通の存在を認識し，実際に利用することで，公

共交通撤退によって日常生活が困難になる危険性があ

ると実感している傾向にある者が，潜在的な転居意向

が高い傾向を示すことが明らかとなった． 
3) 本調査結果といわき市の地形やマスタープラン等を比

較すると，現状では も都心地域から遠く，日常生活

が不便な可能性の高い中山間地域は潜在的に転居意向

が低い傾向が示された． 
4) 以上の検討より，公共交通撤退に関する危険性が も

認識されている地域において，潜在的な転居意向が高

い傾向が示された．換言すると，都市構造リスクと潜

在的な転居意向に関連性があることを初めて示してお

り，本調査報告の も重要な成果であると言える．居

住者がまず居住者自身の都市構造リスクの実態を認識

していくことが，地域社会として都市の縮退に取り組

んでいくための第一歩であると考えられる． 
なお本調査実施にあたり，いわき市行政経営部，および

商工観光部商工労政課にご協力を頂いた．また，本研究の

実施にあたっては，JSPS科学研究費助成（26289170）を得

た．記して謝意を表する． 
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