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「国土グランドデザイン 2050」において提唱された「コンパクト＋ネットワーク」政策の下に地方部に

おける持続可能な社会の実現に向けた「小さな拠点」の形成が進められている．しかし，小さな拠点の選

定基準については不明瞭で，小さな拠点の選定基準の検討が求められている．本研究では，自動車依存が

進んだ地方部の現状を踏まえ，自動車で小さな拠点へ訪れ拠点内を歩いて楽しめる Park & Walk を前提と

した「自動車型小さな拠点」を提案し，その成立可能性について，生活利便施設の立地や公共交通の状況，

駐車場面積から試行を行った．その結果，旧行政区の中心市街地では生活利便施設の集積がみられた．ま

た，生活利便施設数や種類，駐車場面積が確保された Park & Walk が可能な自動車型小さな拠点の成立可

能性が示唆された． 
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1. はじめに 

 

近年我が国では，東京一極集中や少子高齢化等を背景

とした地方部の衰退が大きな課題となっている．2015年

に国土交通省が作成した「国土グランドデザイン2050」

においては，「コンパクト＋ネットワーク」のキーワー

ドの下，生活利便施設の集約し(コンパクト)，それらを

公共交通や主要道路(ネットワーク)で結ぶことで国全体

の生産性を高めるという考え方が提示された．サービス

レベルに違いはあれど，都市部から地方部までのあらゆ

る地域において通じるものとしてその整備方針 1)が示さ

れている． 

具体的には，2014年 8月には立地適正化計画制度の施

行され，都市部における「コンパクト＋ネットワーク」

の形成に向けた手法が確立された．市街化区域内におい

て都市機能誘導区域及び居住誘導区域を設け公共交通等

との連携により都市機能の集積を図る取組 2)が進みつつ

ある． 

一方，地方部においては，国土交通省の「国土のグラ

ンドデザイン 2050」1)において「小さな拠点」を形成す

ることで持続可能な社会の実現を目指すと明示され，今

では内閣府「まち・ひと・しごと創成本部」3)等，複数

の行政機関が小さな拠点の形成に向けた取り組みを推進

している．小さな拠点とは「人口減少や高齢化が著しい

中山間地域といった地方部において，生活利便施設を徒

歩圏内に集約し，周辺地域とネットワークでつないだ拠

点」のことである．生活利便施設の撤退や人口減少・少

子高齢化が著しく，集落の散在している地方部の日常生

活の「守りの砦」1)として期待されており，小さな拠点

形成に向けた取組を実施している地方自治体 4)も存在す

る．  

しかし，小さな拠点については未だその選定基準及び

選定方法が示されておらず，各自治体が独自の基準で拠

点を選定せざるを得ない状況である．また，小さな拠点

の要となるネットワークの役割においては公共交通が主

になっており，自動車分担率が高い地方部の実情に即し

た拠点(以下，自動車型小さな拠点)の形成も必要である

と考える． 

自動車型小さな拠点を形成するにあたっては，まず，

自動車でのアクセスを考慮した一定規模の駐車場が必要
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であると考えられる．自動車利用を前提としている道の

駅を小さな拠点にするという考え方もあるが，道の駅が

ない自治体も多く，小さな拠点形成のために道の駅を新

たに整備していくのは現実的ではない．むしろ既存の生

活利便施設の集積を活用し，駐車場に自動車を停め，地

域内を散策できる小さな拠点形成を図る方が現実的であ

ると考える．本研究ではこの拠点形成の考え方を Park & 

Walk(以下，P & W)と呼称し，P & W を前提とした自動

車型小さな拠点の成立可能性について検証していく． 

なお，P & Wという言葉自体は，守山市で開催されて

いる「守山ほたるパーク&ウォーク」5)やニュージーラ

ンドのハミルトン市で提案されている「Park and Walk」6)

がある．しかし，前者は自動車を停めて観光ルートを歩

くこと，後者は渋滞緩和を目的としており，生活利便施

設の利用を前提とした歩いて楽しめるまちづくりを目指

す本研究における P & Wとは考え方が異なる． 

以上の問題意識から本研究は，P & Wを前提とした自

動車型小さな拠点の成立可能性について検討することで，

小さな拠点形成の一助となることを目的とする．その際

には，小さな拠点内における駐車場規模やその駐車場か

ら歩いて行ける範囲に生活利便施設の数や種類が確保さ

れているか把握することで， まち歩きを楽しめるP & W

の観点を踏まえた自動車型小さな拠点の成立可能性につ

いて検討する． 

 

 

2. 本研究の位置づけ 

 

(1) 既存研究 

小さな拠点に関する研究においては，拠点の分布状況

と人口動態の実態把握による小さな拠点の今後の成立可

能性を述べた研究 7)や，施設立地の状況から小さな拠点

の多様なあり方の可能性を検討した研究 8)が挙げられる．   

また，ネットワークの観点を取り入れた研究も存在し，

例えば，公共交通と道の駅との乗り入れ実態を明らかに

し将来の道の駅を小さな拠点としての活用を検討したも

の 9)や，今後の道路交通ネットワークの改善による小さ

な拠点の後背圏の拡大や地域の地域活動等を通じたコミ

ュニティの観点から小さな拠点のあり方の可能性を検討

した研究 10)もなされている等，国による小さな拠点政策

の提言以降，着実に研究の蓄積がなされている． 

駐車場に関する研究としては，駐車場選択に関する研

究例えば 11)等が多く存在する．また海外において，アメリ

カでは駐車場の配置が交通渋滞等に及ぼす影響について

言及 12)されている．イギリスでは実際に，生活利便施設

が集積しているエリアの外縁部に駐車場を整備し，エリ

ア内へは自動車の侵入を抑制することで歩行者が安全に

散策できる空間の形成が既になされている 13)．  

しかし，これまでの小さな拠点に関する研究において

は，国による小さな拠点の定義の中での実態把握及びそ

の成立可能性に留まっている．自動車依存の高い地方部

の現状を踏まえると，駐車場利用を前提とした自動車型

小さな拠点について検討していく必要があると考える． 

 

(2) 本研究の構成 

 以上の背景や問題意識に基づき，本研究では主な交通

手段が自動車である地域に着目し，新たな小さな拠点の

候補の 1つとして，独自に考案したP & Wという拠点形

成に関する考え方に基づいた自動車型小さな拠点を提案

する．具体的には，P & Wの観点から拠点選定を試行し，

自動車型小さな拠点として想定される地区の状況につい

て確認を行う． 

本研究の構成としてまず，2 章にて本研究の位置づけ

を整理し，3 章にて分析手法及び分析に用いるパラメー

タを解説する．次に 4章では茨城県つくば市を対象とし

た自動車型小さな拠点の成立可能性に関するケースステ

ディを実施する．以上を踏まえ，5 章において結論と今

後の課題について述べる． 

なお，本研究における小さな拠点の定義は，国の定義

による歩いて行ける範囲内に生活利便施設が集まってい

ることに加え，拠点までのアクセスについて自動車利用

を想定した，いわゆる P & Wの概念が適用できる地域と

している．したがって，幹線道路沿いに見られるような

ロードサイドショップが多数立地する地域は定義から外

れるものとしている． 

 

(3) 本研究の特長 

 本研究の特長は以下の通りである． 

1) 「Park & Walk」という独自の拠点のあり方を提示

することで，公共交通の路線に縛られずに既存の

生活利便施設の集約を活用した「自動車型小さな

拠点」という新しい小さな拠点の成立可能性を検

証した新規性の高い研究である． 

2) 自動車での移動が主である地方部のニーズを満た

した小さな拠点を考案する有用性を持つ． 

3) 公共交通を必ずしも前提としない新しい小さな拠

点の考え方を示すことで，小さな拠点の形成に関

する基礎的研究として今後の発展可能性を有する

研究である． 

 

 

3. 研究の方法 

 

(1) 分析の手順 

 自動車型小さな拠点の潜在的な成立の可能性につい

て論じるためには，下記の点に着目し拠点を抽出し，評
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価する必要がある． 

1) 日常生活を営むことができる小さな拠点としての

機能を確保している地区を選定する． 

2) 自動車で拠点へ訪れた後に徒歩圏内で生活利便施

設によるサービスが享受できるような地区を選定

する． 

これらの検討のために用いるパラメーター及び自動車

型小さな拠点選定フローを表-1，図-1 に示し，詳細を後

述する． 

 

(2) 自動車型小さな拠点の選定 

自動車型小さな拠点の選定においては，小さな拠点の

政策上の定義より地方部においてコンパクト及びネット

ワークの側面から選定されるものであることから，本研

究においては，鉄道駅を中心とした大きな拠点より自動

車時間距離 y分以上となる地区を対象とした選定が必要

である． 

また，拠点内の生活利便施設の立地数 Nx と定義し，

Nx の値が大きいほど拠点の日常生活を営む上で，生活

サービスを享受しやすいといえる．小さな拠点での日常

生活の完結のしやすさという面から，生活利便施設の集

積度は高い方が望ましく，α を小さな拠点に立地する生

活利便施設の下限値として設定し，それを上回る地区を

小さな拠点として選定することが必要である．そのほか，

小さな拠点としての役割を担うためには，生活利便施設

がどれだけ得られるかという観点にも着目する必要があ

り，生活利便施設の業種数 zにも着目している． 

さらに，本研究は自動車により拠点へ訪問し拠点内を

徒歩で周遊できるようなP & Wが適用できる拠点選定を

図るため，駐車場面積Axも把握することとしている． 

 

(3) 拠点の特性と成立の可能性 

選定された拠点が周辺地域の日常生活をどの程度補完

しているかの状況について分析する．拠点内においては，

日常生活において歩いて移動可能な範囲として駐車場を

中心点として徒歩圏を設定することで，どの程度の生活

 

表-1：パラメーター一覧 

 

 

図-1：自動車型小さな拠点選定フロー 

記号 単位 説明

  自動車型小さな拠点の後背圏(徒歩)

 分 大きな拠点の後背圏(自動車)

  分 最近接幹線道路より拠点内駐車場までの自動車時間距離

 種類 自動車型小さな拠点内の生活利便施設の種類

   分 地区 ・中心 間の時間距離(自動車)

  施設数 自動車型小さな拠点内の生活利便施設数

    自動車型小さな拠点内駐車場面積

  本数/日 自動車型小さな拠点内バス停の平日運行本数

 施設数 小さな拠点選定②における  の下限値
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サービスを享受できるのか検討する． 

また，選定された拠点が自動車によるアクセスに

よりどの程度周辺地区を補完できるか検証すること

で，自動車型小さな拠点として選定された拠点が果

たす機能，及びその存立の可能性について考察する． 

 

 

4. 実際の地域におけるケーススタディ 

 

(1) 分析対象地域 

本研究では，茨城県つくば市をケーススタディと

して，自動車型小さな拠点選定の方法論の妥当性及

び成立可能性について検証する．つくば市は，元々

水田や畑が散在する田園地域であったが，東京一極

集中問題の緩和のため，大学及び研究機関等の移転

が行われたほか，大規模な都市開発により，中心市

街地において大規模な都市化 14)が進められている． 

一方で市の縁辺地域においては，旧来の田園地域

が残されている地域でもある．こういった地域にお

いては，中心市街地の都市化の影響もあり，少子化

による学校の統廃合や高齢化により徐々に地域の活

力が失われる可能性がある．また，つくば市は研究

学園都市としての一面を持つものの，その将来的な

リスクが認知されにくい地域と考えられる．本研究

では，この様な地域において持続可能な生活を行う

ための小さな拠点の成立可能性を分析する．  

 

(2) 使用データ 

 本研究における使用データについては，全国的な

分析の展開及び応用性を持たせるため，汎用的に分

析できるデータを使用することとした．具体的には，

民間立地施設においては，電子電話帳 201715)を使用

し，バス停及び公的立地施設においては，国交省国

土数値情報 16)を使用した．また，道路ネットワーク

及び道路規格の算出においては EsriJapan の道路網

201617)及び 2015 年度全国道路・街路交通情勢調査
18)(以下，道路交通センサス)を使用した．到達圏の

算出においては，自動車は道路交通センサスの昼間

非混雑時平均旅行速度を各路線毎に適用し算出した．    

なお，駐車場の面積データについては，Google 

map19)の距離測定ツールにより各拠点徒歩圏内に存

在する最大面積の駐車場を一箇所測定した． 

 

(3) 生活利便施設 

 本研究における生活利便施設については，小さな

拠点の性質上，日常生活において必要な施設が備わ

る必要がある．そこで，対象業種については，宇都

宮市のアンケート 20)（表-2）を参考に，回答者の

5%が居住地周辺に必要とした施設の内，鉄道駅・

バス停を除いた施設を生活利便施設として分析対象

とする． 

 また，施設の立地状況は図-2の通りである．鉄道

駅を中心として大きな拠点の後背圏（自動車時間距

離 y=10 分）の地域において生活利便施設が密集し

ており，その範囲外においても一定の集積がみられ

る地区が存在する． 

 

(4) 大きな拠点の後背圏について 

 本研究においては，自動車型小さな拠点の成立可

能性について小さな拠点となる可能性のある地区に

対し適合するかどうか試行している．具体的には，

現在の市域になる以前の旧行政区において役場が立

地しており，かつては生活の中心地であった地区を

対象としている． 

なお，大きな拠点の後背圏の中心地である鉄道駅

より自動車時間距離 y=10 分以内に立地する地区，

及び中心地からの自動車移動時間 y=5 分において大

きな拠点の後背圏に到達する地区については，市街

化の影響を受けている可能性がある．加えて，周辺

の住民の生活の行動を考慮すると当該拠点の利用よ

りも大きな拠点へ向かうことが想定されることから，

本研究の分析対象から除外している． 

 

表-2：居住地周辺に必要な施設 

 
 

 
図-2：生活利便施設の立地状況 

施設種別
スーパー・ドラックストア 690 (76.2%)
銀行・信用金庫 423 (46.7%)
診療所・医院・クリニック 422 (46.6%)
病院 389 (43.0%)
バス停 333 (36.8%)
コンビニエンスストア 312 (34.5%)
郵便局 246 (27.2%)
小・中学校 209 (23.1%)
鉄道駅 173 (19.1%)
百貨店・ショッピングセンター 153 (16.9%)
ガソリンスタンド 129 (14.3%)
市役所・市民センター等 127 (14.0%)
公園 116 (12.8%)
飲食店(食事提供有) 106 (11.7%)
警察署・交番・消防署等 98 (10.8%)
幼稚園・保育所 71 (7.8%)
図書館 50 (5.5%)
鮮魚・青果店等商店 49 (5.4%)
地域内交通 41 (4.5%)
デイケア・デイサービス施設 34 (3.8%)
集会所等コミュニティ施設 32 (3.5%)
飲食店(軽食のみ) 14 (1.5%)
文化ホール 6 (0.7%)
体育館 5 (0.6%)
その他 7 (0.8%)

居住地周辺に必要な施設
回答者数（割合）

注)宇都宮市アンケート20)（2014/1/10-30）を基に筆者作成

　　18歳以上市民2千人対象，回答905人(回収率45.2％)，複数回答形式(上限5)

生活利便施設立地

大きな拠点影響範囲

自動車10分圏域

自動車5分圏域
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(5) 各拠点の状況について 

 各拠点の立地状況及び状況については，図-3及び

表-3のとおりである．図-3・表-3から以下のことが

読み取れる． 

1) 生活利便施設の業種 z については，いずれの拠

点も高くなっており，かつての生活の中心地が

小さな拠点として引き続き生活環境の維持に貢

献していく可能性が示唆された．バスの運行本

数 Tx については，生活利便施設数 Nx が多い箇

所で数値が高い拠点が見られた．一方で，小茎

では Nx が少なくとも，Tx が高くなることから，

公共交通ありきでの小さな拠点の設定でよいと

は言い難く，公共交通以外のネットワークの観

点から小さな拠点を捉える必要性が示唆された． 

2) 各拠点について，徒歩圏内における駐車場につ

いて一定以上の面積 Ax を拠点内に持ち，自動

車による訪問に対応するポテンシャルが備わっ

ていることが明らかになった．一方でその面積

Axについては，地区により差が生じている． 

3) 生活利便施設数Nx，業種数 z，駐車場面積 Axが

比較的高い北条は，自動車で小さな拠点を訪れ

そこからまち歩きを楽しめる P&W が可能な自

動車型小さな拠点の成立可能性が示唆された． 

 

 

５. まとめ  

 

 本研究では，地方部における自動車依存の現状を 

 

 
図-3：自動車型小さな拠点立地状況 

 

 
表-3：拠点特性表 

 

踏まえ，駐車場に自動車を停め，地域内を散策でき

る Park & Walk(P & W)を前提とした自動車型小さな

拠点を提案し，その成立可能性について検討を行っ

た．主要な成果は以下の通りである． 

1) 旧行政区拠点においては，生活利便施設の数

や種類についても高い水準で備わっており，

地域の日常生活を支える拠点として貢献して

いく可能性があることが明らかになった． 

2) 駐車場においては，一定以上の面積がまとま

った駐車場が確保されていることが示され，

徒歩圏内において多様な生活利便施設を享受

できることから，自動車型小さな拠点が成立

する可能性が示唆された． 

3) バスの運行本数については，拠点により大き

く差が現われた．これは，当該拠点が都市間

を結ぶバスルートの経由地点になっているた

めであり，自動車による訪問のほか，公共交

通による訪問にも対応できるポテンシャルを

もつことが示唆された． 

なお，都市部における拠点と同様に，小さな拠点

の形成においてもコンパクト＋ネットワークの考え

方に従い，公共交通により支えていくことが望まし

い．そのため，安易に自動車型小さな拠点を設定す

ることは避けなくてはならない． 

本研究では方法論を構築するうえでつくば市をケ

ーススタディ地域として分析を行ったが，今後は他

地域への適用可能性についても検証していく必要が

ある．その際には，より広域的な視点から，複数市

町村をカバーすることが望ましい． 

また，拠点内にまとまった駐車場を完備すること

等を通じて P & Wをより快適に実現するための方策

を検討していくことが今後の重要な課題である． 
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