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 Ⅰ はじめに 

 

 生活利便施設や公共交通の撤退が深刻化する農村部で

は｢住み続けられる国土｣形成が課題とされる。政府は国

土形成計画 1)で｢コンパクト+ネットワーク｣つまり拠点

とそれらを繋ぐ交通網の形成をキーコンセプトに示した

上で，農村部では｢小さな拠点｣形成を掲げた。これは一

般に，日常生活に必要な機能が徒歩圏に集積するととも

に周辺集落との交通網を確保した地区とされ，生活の持

続性を担保する役割が期待されている。政府は｢2020 年

迄に全国 1,000 か所での形成｣を目標とし 2)制度･財政的

支援(改正地域再生法;2015)を掲げた上で，全国市町村に

対し地方版総合戦略内での拠点設定を求めている。 

しかし小さな拠点の選定基準や方法は示されていない

うえ，様々な考えかたのありうる小さな拠点形成に応じ

ていかような地域構造が実現されるのかについての議論

を十分に経ないまま，島根県は 2020 年迄に 150 か所 3)，

高知県は先進例とされる集落活動センターを 2022 年度

迄に 130 か所 4)で，それぞれ設定を目指す等独自に政策

を進めている。従ってこうした地方自治体をサポートす

る為に，その選定段階に関する議論深化が急務である。

以上より本研究では，小さな拠点への客観的適性を示す

指標の提案と，指標を用いた小さな拠点選定を試行する。

これを踏まえ，後述する着眼点の異なる複数のシナリオ

を具体的に設定することで，小さな拠点の導入により今

後実現されうる地域構造の提示とその検討を目的とする。 

 

 Ⅱ 本研究の位置づけ 

 

 クリスタラー以降の拠点と交通網に関する研究蓄積 5)

の下，都市･郊外部では拠点 6),7)やその階層性 8),9)を扱う

研究が盛んである。農村部でも必要性 10),11),12)は説かれ

るものの研究は不足している。こうした中農村部でも｢コ

ンパクト｣(施設集積性)に着目した研究 13),14),15)が見ら

れるようになった。また｢交通ネットワーク｣からも，拠

点間の道路 16)や後背圏 17)，人口分布 18)の研究が取り組

まれ始めた。しかし小さな拠点の選定段階に関する研究

はその緊急性にも関わらず不足している。 

 また｢コンパクト＋ネットワーク｣は｢モノ｣(ハード面)

政策である一方，既存の小さな拠点には施設集積のない

地区もある 14)。“集落の強靭性と持続性の要因は，そこ

に住み続ける人々の集落に対する強い思い”19)との指摘

のように，あまねく存在する，ソーシャル・キャピタル(以

下 SC)等の｢コト｣(ソフト面)は地域レジリエンス向上に

重要である。前述の拠点もこうした観点での選定と考え

られる。しかしその重要性にも関わらず｢コト｣に基づく

小さな拠点の研究は狭域での事例検討 20)に留まる。 

 以上から本研究では，小さな拠点の重要な要素と考え

られる，｢コンパクト｣と｢交通ネットワーク｣からなる｢モ

ノ｣及び，｢コト｣を考慮した，小さな拠点への客観的適性

の高さを示す指標を提案した上で，指標を用いた小さな

拠点選定を試行する。以上により，小さな拠点がもたら

す地域構造を客観的に検討する一助とする。この実現の

ため，Ⅲで小さな拠点の客観的適性を示す指標を｢小さな

拠点ポテンシャル｣と定義する。Ⅳ-1 では対象地域を選

定し，Ⅳ-2 で拠点選定方法を整理した後，Ⅳ-3 で複数の

シナリオから拠点選定を試行する。Ⅳ-4 ではこの結果を

シナリオ間比較し，Ⅳ-5 で拠点内施設立地状況や拠点後

背圏を分析する。最後にⅤで結論を述べる。 

 なお農村部は自動車(バス含む)交通手段分担率が支配

的 21)なため，本研究は｢道路｣ネットワークを対象とする。 

 

 Ⅲ 小さな拠点ポテンシャルの提案 

 

１ 用語の定義 

 本研究は小さな拠点を都市部(市街化区域・非線引用途
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 Ⅲ 小さな拠点ポテンシャルの提案 

 

１ 用語の定義 

 本研究は小さな拠点を都市部(市街化区域・非線引用途

地域)外から選定する。これにより，分析の必要がある農

村部がほぼ含まれると考えられる。また定量的分析のた

め，小さな拠点の範囲と後背圏を拠点代表点より各徒歩

𝑥𝑥分圏･車𝑦𝑦分圏とおき，小さな拠点の範囲内を｢地区｣と

表現する。この他，明確な定義が無い生活利便施設につ

いては，本稿では居住者が自分の住んでいるところの周

辺に，最低限何が必要と考えているかを実際に把握した

うえで，その対象を具体的に生活利便施設として設定す

ることとする。その目的に応える十分なサンプル数に基

づく調査はほとんど実施されておらず，本稿では宇都宮

市が実施した調査（図１23))を参考に生活利便施設の設定

を行った。なお，農村部での生活維持のためには，需要

が小さいという理由のみで施設を切り捨てることはでき

ない。そのため，少なくとも需要があることが示されて

いる回答者の 5%以上が居住地周辺に必要とした施設を

選定した。ただし，鉄道駅･バス停はあくまで通過施設で

あり，それ自体が移動の目的地とはなりにくいと考えら

れるため，この 2 施設を除く 16 施設を定義した。なお，

本アンケートでは分類名称が同一の施設でも，実際はそ

の質や規模は必ずしも同一とは言えない。質や規模も重

要な要素であることには間違いないが，農村部において

はまずその施設によるサービスを最低限享受できるかど

うかが重要となる.このため，特に高度な施設や大規模な

施設が含まれていたとしても，最低限その施設によるサ

ービスを受けられるかどうか(質の相違や規模の大小は

問わない)を判断基準とした。 

 

２ 小さな拠点ポテンシャル 

 各地区の，ある選定条件下での小さな拠点への客観的

適性の高さを｢小さな拠点ポテンシャル(𝜑𝜑𝑖)｣と定義し，

この概念式を検討する。その際の考慮事項を以下に示す。 

1)小さな拠点には地域の実情に沿う多様性が求められて

おり 1)，複数の観点からの検討が必要である。 

2)小さな拠点には生活サービス機能とコミュニティ機能

の維持が期待されている 1)。この 2 機能をもとに，｢モ

ノ(𝜑𝜑ℎ𝑎𝑟𝑑,𝑖)｣と｢コト(𝜑𝜑𝑠𝑜𝑓𝑡,𝑖)｣の観点から小さな拠点の

適性を論じる。但し前者は日常生活確保，後者は地域

レジリエンス向上と役割が異なるため，独立した検討

が必要である。(前者ならm = 0，後者なら m= 1) 

3)｢モノ｣の観点は国土形成計画 1)が｢コンパクト＋ネッ

トワーク｣をキーコンセプトに標榜することから，｢コ

ンパクト(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑥𝑥)𝑖)｣(拠点内機能性)と｢ネットワーク

(𝑁𝑁𝑁𝑁(𝑦𝑦)𝑖)｣(後背圏状況)からなるといえる。拠点性の

観点から前者の考慮は不可欠だが，加えてネットワー

クにどの程度配慮するかで小さな拠点ポテンシャルは

変化する。(配慮しないならn = 0,するならn = 1) 

4)｢ネットワーク｣指標はその状況による拠点後背圏の変

化を考慮できることが望ましいため，yの変数とする。 

5)｢コト｣の観点は，農村部でのコミュニティ機能維持に

は SC の醸成が関わっているとの国の位置づけ 24)もあ

ることから，SC の強さ(𝑆𝑆𝐶𝐶𝑖)で表現できる。 

 以上より小さな拠点ポテンシャルを式(1)(2)に示す。 

 

   𝜑𝜑𝑖 = 𝛿𝛿𝑚𝑚0𝜑𝜑ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑖𝑖 + 𝛿𝛿𝑚𝑚1𝜑𝜑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖  (1) 

 = 𝛿𝛿𝑚0[𝛿𝛿�0𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑥𝑥)𝑖 + 𝛿𝛿�1𝑁𝑁𝑁𝑁(𝑦𝑦)𝑖] + 𝛿𝛿𝑚1𝑆𝑆𝐶𝐶𝑖 (2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Ⅳ 指標を用いた拠点選定のケーススタディ 

 

１ 対象地域の選定 

 小さな拠点がもたらす地域構造を検討する必要から，

｢小さな拠点ポテンシャル｣を用いた拠点選定を試行する。

対象地域は，複数の小さな拠点設定が想定される農村部

を広域に含む必要があることから中国･四国地方とした。

当地域は全国に先駆けた人口減少の進行に加え，Ⅰから

小さな拠点を全国に先んじ選定する県を含んでおり，課

題先進地として重要な意味を持つ。 

 

注) 𝜑𝜑𝑖：地区𝑖𝑖の小さな拠点ポテンシャル 

𝜑𝜑ℎ𝑎𝑟 ,𝑖：地区𝑖𝑖の小さな拠点ポテンシャル(モノ視点) 

𝜑𝜑𝑠𝑜𝑓𝑡,𝑖：地区𝑖𝑖の小さな拠点ポテンシャル(コト視点) 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑥𝑥)𝑖：地区𝑖𝑖の特性指標(コンパクト視点) 

𝑁𝑁𝑁𝑁(𝑦𝑦)𝑖：地区𝑖𝑖の特性指標(ネットワーク視点) 

𝑆𝑆𝐶𝐶𝑖：地区𝑖𝑖のソーシャル・キャピタル指標 

𝑥𝑥：拠点範囲(徒歩 x 分)，y：拠点後背圏(車 y 分) 

𝛿𝛿：クロネッカーデルタ 

𝑚𝑚：コト考慮ダミー， n：ネットワーク考慮ダミー

〇 スーパー・ドラッグストア 690 (人)
〇 銀行・信用金庫 423
〇 診療所・医院・クリニック 422
〇 病院 389

バス停 333
〇 コンビニエンスストア 312
〇 郵便局 246
〇 小中学校 209

鉄道駅 173
〇 百貨店・ショッピングセンター 153
〇 ガソリンスタンド 129
〇 市役所・市民センター等 127
〇 公園 116
〇 飲食店(食事の提供を伴う) 106
〇 警察署・交番・消防署等 98
〇 幼稚園・保育所 71
〇 図書館 50
〇 鮮魚店・青果店等商店 49

地域内交通 41
デイケア・デイサービス施設 34
集会所等コミュニティ施設 32
飲食店(軽食のみ) 14
文化ホール 6
体育館 5
その他 7

18歳以上の宇都宮市民2千人対象(無作為)

2014/1/10-30実施, 回収率45.2%, 複数回答(最大5)

※生活利便施設とする施設に「〇」を付した

図１ 居住地周辺に最低限必要と考える施設 23) 

Fig.1 Necessary facilities near their own homes. 

305



２ 小さな拠点の選定方法 

 第一に日常生活担保の観点から，｢モノ｣を考慮して算

出した小さな拠点ポテンシャルに基づき，小さな拠点を

選定する。その際，小さな拠点となる可能性のある地区

を非都市部全域から広く抽出し拠点候補地とし，ここか

ら小さな拠点を選定する。拠点候補地の代表点として選

定した施設を以下に示す。 

1)生活利便施設集積地(徒歩x分圏内に 6 施設以上注 1)立

地する地区。候補地選定では施設集積のみを見るに留

め，その組み合わせについてはⅣ-5 で分析を行う) 

2)道の駅(国土形成計画 1)で言及) 

3)公民館(｢コト｣を行う場として選定。国土形成計画 1)

で｢コミュニティによる暮らしの安全・安心の確保｣を

実現する施設として唯一具体的に言及) 

 一方｢モノ｣が無い地区でも，あまねく存在する｢コト｣

の観点では地域レジリエンス向上に重要である可能性が

ある。そのため第二に，小さな拠点が選定されなかった

地域で，｢コト｣を考慮した小さな拠点ポテンシャルから

拠点を選定する。また｢モノ｣が無く拠点性に欠く地区を

除くため，前述の拠点候補地より選定する。なお｢コト｣

の全国的調査はないが，世界農林業センサス(2010) にお

ける町丁目毎の年間寄合回数を滋賀県では農村部の SC

を示す代理指標に採用した上で，農林水産業の中期プラ

ンの中で，5 つの重点戦略の一つに SC の向上を位置付け

ている 24)。本研究ではこうした具体例に鑑み𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖に採用

した。その上で，一定の｢コト｣の高さを確保するため，

閾値を𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖 ≥ 6(2 月に 1 回;当地域の中央値)とした。ここ

から選定される｢モノの集積はないがコトはある｣拠点を

小さな拠点より低次の｢小さな･小さな拠点｣と定義した。 

 小さな拠点の範囲は徒歩圏の観点から拠点代表点より

徒歩 10 分圏(𝑥𝑥=10)とした。また後背圏は道路交通セン

サス(2010)の路線毎旅行速度が整備された道路ネットワ

ークデータである｢ArcGIS 道路網 2016(Esri Japan 社)｣

を用いることでより正確な所要時間算出が可能となった。 

なお，本研究で用いたパラメータ値をいかに設定する

か，現時点で定説はない。そのため本研究ではシナリオ

間比較のために例示的な設定を行っている。 

 

３ 小さな拠点の選定シナリオ 

 選定基準による小さな拠点分布の差を明らかにするた

め，以下のとおり複数のシナリオを設定する(表 1)。 

1)①コンパクト(𝜑𝜑𝑖 = 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑥𝑥)𝑖)：小さな拠点内機能性を

重視する。モノがどの程度集積しているかを確認す

る必要から，指標𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑥𝑥)𝑖は拠点内生活利便施設数と

した。この値が大きいほど小さな拠点内部の機能性

は高いと考えられる。また，目標とするサービスレ

ベルを達成しうる最低限の施設数を定める必要があ

る。本研究では，全候補地の平均値が 9.2 施設であっ

たことから，これを超えるよう𝜑𝜑𝑖 ≥ 10とした。 

2)②コンパクト＋ネットワーク(𝜑𝜑𝑖 = 𝑁𝑁𝑁𝑁(𝑦𝑦)𝑖)：小さな

拠点は拠点と｢ふるさと集落生活圏｣つまり後背圏を

検討した上で，後背圏に対する拠点内への生活サー

ビス機能の集約を検討する必要があるとされる 25)。

そのためこのシナリオでは，コンパクトに加えネッ

トワーク(拠点後背圏)を考慮した，施設集積性を重

視する。指標𝑁𝑁𝑁𝑁(𝑦𝑦)𝑖は後背圏に対する拠点内生活利

便施設集積率とした。また一定の拠点内機能性担保

のため，生活利便施設集積地を基にした小さな拠点

候補地選定時と同様，制約条件を𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑥𝑥) ≥ 6とした。

なお,｢コンパクト＋ネットワーク｣のようにネット

ワーク向上政策がある一方，コンパクトシティ論に

基づく農村部の道路撤退の主張もある 22)。この差の

影響を明らかにするため，後背圏は車 10,20 分圏

(𝑦𝑦=10,20;②a,②b)とした。 

 近接した拠点間は競合が考えられる 5)ため，後背圏の

完全な重複を防ぐよう小さな拠点代表点間の距離下限を

設定した(①:車 5 分，②:車𝑦𝑦/2分)。また都市部の影響

を考慮し，その辺縁から同様の距離内に代表点のある拠

点候補地を選定対象外とした。また，小さな・小さな拠

点選定では小さな拠点と都市部辺縁から𝑦𝑦/2分圏に代表

点のあるものを選定対象外とした。一方，｢コト｣は｢モノ｣

と比較し競合が小さく，自治会や区会等をはじめとした

比較的狭い範囲毎で固有に醸成されると考えられるため，

小さな･小さな拠点間の距離下限は定めず，町丁目ごとに

最大 1 地区の選定とした。 

 

 ４ 小さな拠点選定のケーススタディ 

各シナリオで小さな拠点選定を行った結果を図 2～4

に示す。以上から次のことが考察できる。 

1)①では小さな拠点が 424 地区選定される(図 2)。高知

表１ 小さな拠点選定シナリオ一覧 
Table 1 List of scenarios to choose Compact Villages 

m n 指標 代理指標 閾値 備考

0 0
小さな拠点内生活

利便施設数(    )

10

以上

   上位のiから小さな拠点に選定

自動車5分圏内に近接するiは   下位のものを除外

   上位のiから小さな拠点に選定
②a ＮＷ粗悪 自動車y/2分圏内に近接するiは   下位のものを除外
②b ＮＷ向上 大きな拠点y/2分圏内に近接するiは除外

10
対後背圏拠点内生

活利便施設数(   )
-

②ｺﾝﾊﾟｸﾄ+ﾈｯﾄﾜｰｸ

①ｺﾝﾊﾟｸﾄ

シナリオ

𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑥𝑥)𝑖
𝑥𝑥 = 10

𝑁𝑁𝑁𝑁(𝑦𝑦)𝑖

𝜑𝜑𝑖
𝑁𝑁𝑥

𝜑𝜑𝑖
𝜑𝜑𝑖

𝜑𝜑𝑖𝑁𝑁𝑁𝑁(10)𝑖 𝐴𝐴𝑦𝑁𝑁𝑁𝑁(20)𝑖
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２ 小さな拠点の選定方法 
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実現する施設として唯一具体的に言及) 

 一方｢モノ｣が無い地区でも，あまねく存在する｢コト｣

の観点では地域レジリエンス向上に重要である可能性が

ある。そのため第二に，小さな拠点が選定されなかった

地域で，｢コト｣を考慮した小さな拠点ポテンシャルから

拠点を選定する。また｢モノ｣が無く拠点性に欠く地区を

除くため，前述の拠点候補地より選定する。なお｢コト｣

の全国的調査はないが，世界農林業センサス(2010) にお

ける町丁目毎の年間寄合回数を滋賀県では農村部の SC

を示す代理指標に採用した上で，農林水産業の中期プラ
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ークデータである｢ArcGIS 道路網 2016(Esri Japan 社)｣

を用いることでより正確な所要時間算出が可能となった。 

なお，本研究で用いたパラメータ値をいかに設定する

か，現時点で定説はない。そのため本研究ではシナリオ

間比較のために例示的な設定を行っている。 

 

３ 小さな拠点の選定シナリオ 
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した。この値が大きいほど小さな拠点内部の機能性

は高いと考えられる。また，目標とするサービスレ

ベルを達成しうる最低限の施設数を定める必要があ

る。本研究では，全候補地の平均値が 9.2 施設であっ

たことから，これを超えるよう𝜑𝜑𝑖 ≥ 10とした。 

2)②コンパクト＋ネットワーク(𝜑𝜑𝑖 = 𝑁𝑁𝑁𝑁(𝑦𝑦)𝑖)：小さな

拠点は拠点と｢ふるさと集落生活圏｣つまり後背圏を

検討した上で，後背圏に対する拠点内への生活サー

ビス機能の集約を検討する必要があるとされる 25)。

そのためこのシナリオでは，コンパクトに加えネッ

トワーク(拠点後背圏)を考慮した，施設集積性を重

視する。指標𝑁𝑁𝑁𝑁(𝑦𝑦)𝑖は後背圏に対する拠点内生活利

便施設集積率とした。また一定の拠点内機能性担保

のため，生活利便施設集積地を基にした小さな拠点

候補地選定時と同様，制約条件を𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑥𝑥) ≥ 6とした。

なお,｢コンパクト＋ネットワーク｣のようにネット

ワーク向上政策がある一方，コンパクトシティ論に

基づく農村部の道路撤退の主張もある 22)。この差の

影響を明らかにするため，後背圏は車 10,20 分圏

(𝑦𝑦=10,20;②a,②b)とした。 

 近接した拠点間は競合が考えられる 5)ため，後背圏の

完全な重複を防ぐよう小さな拠点代表点間の距離下限を

設定した(①:車 5 分，②:車𝑦𝑦/2分)。また都市部の影響

を考慮し，その辺縁から同様の距離内に代表点のある拠

点候補地を選定対象外とした。また，小さな・小さな拠

点選定では小さな拠点と都市部辺縁から𝑦𝑦/2分圏に代表

点のあるものを選定対象外とした。一方，｢コト｣は｢モノ｣

と比較し競合が小さく，自治会や区会等をはじめとした

比較的狭い範囲毎で固有に醸成されると考えられるため，

小さな･小さな拠点間の距離下限は定めず，町丁目ごとに

最大 1 地区の選定とした。 

 

 ４ 小さな拠点選定のケーススタディ 

各シナリオで小さな拠点選定を行った結果を図 2～4

に示す。以上から次のことが考察できる。 

1)①では小さな拠点が 424 地区選定される(図 2)。高知

表１ 小さな拠点選定シナリオ一覧 
Table 1 List of scenarios to choose Compact Villages 

m n 指標 代理指標 閾値 備考

0 0
小さな拠点内生活

利便施設数(    )

10

以上

   上位のiから小さな拠点に選定

自動車5分圏内に近接するiは   下位のものを除外

   上位のiから小さな拠点に選定
②a ＮＷ粗悪 自動車y/2分圏内に近接するiは   下位のものを除外
②b ＮＷ向上 大きな拠点y/2分圏内に近接するiは除外

10
対後背圏拠点内生

活利便施設数(   )
-

②ｺﾝﾊﾟｸﾄ+ﾈｯﾄﾜｰｸ

①ｺﾝﾊﾟｸﾄ

シナリオ

𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑥𝑥)𝑖
𝑥𝑥 = 10

𝑁𝑁𝑁𝑁(𝑦𝑦)𝑖

𝜑𝜑𝑖
𝑁𝑁𝑥

𝜑𝜑𝑖
𝜑𝜑𝑖

𝜑𝜑𝑖𝑁𝑁𝑁𝑁(10)𝑖 𝐴𝐴𝑦𝑁𝑁𝑁𝑁(20)𝑖

県東部や愛媛県東部等で小さな拠点空白地域が生じて

おり，選定基準によっては農村部での生活を逆に難し

くする結果を招く可能性さえある。 

2)小さな拠点の選定数は②a で 645 地区，②b で 335 地区

とネットワーク向上に伴い半減した(図 3,4)。これは

拠点間の競争発生可能性を示している。ネットワーク

向上による後背圏拡大が全ての小さな拠点に恩恵をも

たらすとは限らず，ネットワーク面の小さな拠点ポテ

ンシャルが低い地区は選定されなくなる可能性がある。 

3)いずれのシナリオでも中国・四国地方だけで数百の小

さな拠点が選定されており，全国に拡大した場合政府

が目標とする設定数を大きく超過する可能性がある。 

4)小さな拠点及び都市部に遠い地域を，小さな･小さな拠

点が補完しており，拠点間階層構造により地域全域を

カバーしうる可能性を示した。特に①は小さな･小さな

拠点が多い。小さな拠点数を絞り集約を図ることは一

見効率的に思えるが，実際には小さな拠点空白地域が

生じる可能性があり，こうした地域をいかにフォロー

するか検討する必要がある。 

５ 拠点内の機能性と後背圏 

選定された小さな拠点が，住民の日常生活を担保できる

か確認する必要がある。これに必要な｢生活必需機能(表

2)｣を，図 1 の上位 3 施設が果たす機能から食料品販売・

医療・金融と定義した。その上で，拠点内で享受できる

機能を分析した。なお，例えば同じ医療機能でも病院と

診療所では享受できるサービスの質が異なるため，機能

の有無ではなく質に着目すべきという議論もある。しか

しながら，そもそも都市部と比較して施設の立地に乏し

い農村部においてはまず｢サービスを受けられるか｣とい

う点を明らかにすべきと考える。上位の施設は下位のそ

れがもつ機能を一般的には併せ持つことが多いため，本

研究では施設の質や規模には言及せず，施設の有無のみ

を検討対象とした。また，小さな拠点の影響範囲を確認

する必要があるため，拠点後背圏による人口と可住地の

カバー率を分析した(表 3) 。これから以下のことが分か

る。 

1)シナリオ間で小さな拠点数は大きく変化するが，人口

カバー率はほとんど変化しない。人口の約 9 割が都市

部近郊に居住するためである。 

2)小さな拠点による可住地カバー率はシナリオ間で 10

数％の差がある。山間部等を小さな拠点がカバーして

いる現状が読み取れる。   

図２ 小さな拠点分布(シナリオ①.コンパクト) 
Fig.2 Distribution of Compact Villages (scenario 1: Compact). 

表２ 生活必需機能一覧 
Table 2 Necessary life functions 

生活必需機能 サービス提供可能施設

食料 スーパー, コンビニ, 商店

医療 診療所, 病院 (除歯科)

金融 銀行・信金, 郵便局
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図３ 小さな拠点分布(シナリオ②a.コンパクト+ネットワーク [y=10])  
Fig.3 Distribution of Compact Villages (scenario 2a: Compact + Network [y=10]). 

図４ 小さな拠点分布(シナリオ②b. コンパクト+ネットワーク[y=20]) 
Fig.4 Distribution of Compact Villages (scenario 2b: Compact + Network [y=20]). 

[y=10] 

[y=20] 
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図３ 小さな拠点分布(シナリオ②a.コンパクト+ネットワーク [y=10])  
Fig.3 Distribution of Compact Villages (scenario 2a: Compact + Network [y=10]). 

図４ 小さな拠点分布(シナリオ②b. コンパクト+ネットワーク[y=20]) 
Fig.4 Distribution of Compact Villages (scenario 2b: Compact + Network [y=20]). 

[y=10] 

[y=20] 

  3)小さな･小さな拠点によるカバー率は小さな拠点に対

し高くない。しかしながら前者が後者の空白地域を補

完する階層的地域構造が読み取れる。これは小さな拠

点のカバー率が低い①で顕著である。 

4)生活必需機能に着目すると 3 機能の揃う小さな拠点は

各シナリオ 8 割前後であり，多くの小さな拠点が最低

限の役割を果たしうる。一方小さな･小さな拠点はこの

機能がないものも 2 割存在し，この拠点のみでは住民

の日常生活を担保できない。従ってコミュニティ維持

機能に特化した小さな･小さな拠点と，生活必需機能を

提供する小さな拠点という拠点階層性が生じる。 

 

 Ⅴ まとめ 

 

 本研究で得られた成果は以下のとおりである。 

1)｢小さな拠点ポテンシャル｣により，適性の高い地区の

客観的な把握が可能となった。 

2)コンパクトの観点では小さな拠点ポテンシャルの高い

地区の分布する地域に偏りが生じる。 

3)ネットワークの観点ではネットワーク向上により選定

されなくなる小さな拠点が存在する。コンパクト+ネッ

トワークが全ての地区に恩恵をもたらすわけではなく，

広域的な拠点の選定が進む可能性がある。今後の道路

インフラ政策を検討するにあたっては，拠点の設定と

連携する必要性が示唆された。 

4)施設等｢モノ｣(ハード面)の立地に乏しい地域において

は，単独では日常生活を担保できないが，SC 等｢コト｣

(ソフト面)が高く地域レジリエンス向上に資する地区

を小さな拠点より低次な｢小さな･小さな拠点｣と位置

づけることで，拠点階層構造により農村部を広くカバ

ーしうる可能性が示された。 

5)広域的ケーススタディにより，本稿で提案した分析方

法を全国展開した場合の小さな拠点数やその密度等を

類推することを可能とした。ちなみに，政府は小さな

拠点を全国 1,000 ヵ所に設定することを一つの目標と

しているが，その数字にあわせるためには本稿で設定

した選定のための諸条件をより厳しくしなければなら

ないということを理解する必要がある.採用するパラ

メータやシナリオに応じて，設定される拠点数は大き

く異なるため，実際に取りうる農村部への政策メニュ

ーとも重ねながらの検討が重要となる。 

なお残された課題として，福祉や教育等の機能につい

ても検討の必要がある。また本研究ではサービスの有無

を扱ったが，その質についても議論の必要がある。 
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注 

注 1)拠点範囲内の生活利便施設立地数は，各施設を起点とした

徒歩𝑥𝑥分圏内に立地するものをカウントした。また，生活

利便施設間の距離が徒歩𝑥𝑥分圏以下に近接する場合は，拠

点範囲内の生活利便施設数が多い施設のみを候補地に選

定した。これが同数の場合は，図-1 で必要と回答した人数

の多い施設を優先した。その下限値は選定方法の 2)3)で選

定した拠点候補地の中央値が 5.0 施設であったことから，

これを超えるよう 6 施設以上と設定した。なお，ここでは

施設の集積のみを見ることに留め，その組み合わせについ

てはⅣ-5 で分析を行った。 
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Summary: “Compact Villages” have begun to secure sustainable life in rural areas. This study was undertaken to assess the variation 

of Compact Villages. We suggest the indicator of “Compact Village Potential”, to choose Compact Villages objectively, considering 

Hard (daily facilities, roads, etc.) and Soft (social capital) factors. Then we present a case study in Chugoku Shikoku District. From 

our analyses, we showed that choosing Compact Villages from only Hard viewpoint may arise areas far from Compact Villages. 

However, from Soft viewpoint, there are villages without Hard but with Soft enough, as “Compact-Compact Villages”, different 

from the Compact Villages having Hard enough. To cover wide rural areas, a combination of such Villages will be necessary. 

キーワード(Keywords): 地域構造(Regional Structure), ソーシャル・キャピタル(Social Capital), ネットワーク(Network) 

 

（2017 年 6 月 10 日 原稿受理） 

（2017 年 10 月 1日 採用決定） 

 

310　　 農村計画学会誌 36巻論文特集号　　 2017年11月


