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人口減少に伴い，都市機能を集約させた拠点の形成が目指されている．立地適正化計画では病院や診療

所等の誘導施設を設定しているが，病院によって一般診療や精神疾患，感染症など扱う機能は異なる．特

に地方都市では人口減少が著しいことから，複数の市町村で連携し，ネットワークで結ぶことで都市サー

ビス施設を確保していくことが望まれている．そこで本研究は医療施設の機能に着目し，立地状況および

広域における拠点間連携による機能の補完可能性を明らかにする．その上で今後の都市機能確保の一助と

なることを目的とする．宇都宮都市圏を対象に分析した結果，1)病院の機能の専門性が高いほど拠点に立

地しておらず，拠点間移動後でも補完不可能な場合が多いこと，2)機能補完不可能な拠点間は実際のトリ

ップ数も比較的少ないこと，が明らかになった． 
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1. はじめに 
  

人口減少に伴い，拠点に都市サービス施設等を集約さ

せる都市のコンパクト化が目指されている．立地適正化

計画では都市機能誘導区域を設定し，病院や商業施設な

ど都市機能の誘導を図っている．しかし，今後人口減少

に伴い施設撤退が進むと，拠点外はおろか拠点において

も一定水準のサービスレベルを維持するのは困難になる

地域が発生する恐れがある1)．そこで，拠点に都市機能

を誘導しつつ，拠点に足りない都市サービス施設は，ネ

ットワークを結んだ他拠点へ移動することで補完するこ

とが望まれている1)(コンパクト+ネットワーク)． なお，

現状として拠点外に立地するような都市機能も，人口減

少が進む地域では維持が困難となる可能性がある．また，

郊外型大型商業施設が中心市街地を衰退させるケースも

あるように，拠点外に立地する都市機能がコンパクト化

を阻害することも考えられる．そのため拠点にない都市

機能は，拠点外に立地する都市機能で補完するよりもま

ずは他拠点との連携で補完が可能か把握する必要がある

と考える． 

特に地方都市では人口減少が著しいことから，複数の

市町村間での連携が望まれている1)．しかし，立地適正

化計画では現状の拠点内における誘導の対象となる施設

の有無が把握されているが，施設がない場合具体的にど

の拠点と連携することで補完していくのか明示はされて

いない． 

また立地適正化計画では，例えば誘導施設として中心

拠点には病院や大規模商業施設，地域拠点には診療所や

スーパーを設定する，など医療や商業などの大分類別の

施設の階層性は考慮されて設定されている．しかし病院

によって，一般診療を扱う病院や精神疾患を扱う病院，

感染症を扱う病院など様々である．それら病院の機能を

考慮せずに都市機能誘導を実施した場合，病院が存在し

ても機能としては不足している，もしくは一定の場所に

機能が重複して存在しているなどの問題が生じる可能性

がある．それにも関わらず，病院の詳細な機能まで考慮

して誘導施設が設定されていない．そのため，病院の詳

細な機能を把握し，足りない機能は他拠点との連携で補

完可能か，機能重複の有無などの広域的な機能分担まで

考慮した誘導施設の設定が望ましいと考える． 

 また，拠点間補完の際は拠点間ネットワークが重要に

なる．補完に利用される拠点間ほどネットワーク整備の
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重要度が高いことが考えられるが，補完の際に利用され

る拠点間は明らかになっていない． 

 以上のことから本研究は，集約する都市サービス施設

の中でも代表的な医療施設に着目し，機能別の立地状況

および拠点間連携による機能別の医療施設の補完可能性，

補完の際に利用されない拠点間公共交通の存在を明らか

にする．それらを通じて，今後の拠点における都市サー

ビス施設の確保および拠点間ネットワークの形成の一助

となることを目的とする． 

 

 

2. 研究の位置付け 

 

(1) 既存研究の整理 

 都市のコンパクト化の研究は，肥後ら2)の拠点におけ

る都市サービス施設の集積実態を明らかにした研究など

多くの蓄積がなされてきている．近年は，立地適正化計

画に関する研究がなされており，例えば尹ら3)の立地適

正化計画と市町村都市計画マスタープランとの整合性を

扱った研究，溝上・尾山4)の立地適正化計画と地域公共

交通網形成計画の整合性を扱った研究などがなされてい

る．しかし，いずれの研究も計画間の整合性に扱った研

究で，誘導施設の確保に言及した研究はみられない． 

また，コンパクト+ネットワークにおける拠点間連携

に関する研究もなされており，小澤ら5)は商業・医療機

能の立地状況と核間公共交通の運行頻度の関係を明らか

にしている．亘ら6)は商業施設へのアクセシビリティが

高いほど，買い物目的の拠点間トリップが多くなる傾向

を明らかにしている．しかし，最寄り以外の他拠点へ移

動することで最寄り拠点の都市機能よりも高次の都市機

能を確保することが可能か把握した研究はみられない． 

 そこで本研究は，集約する都市サービス施設の中でも

代表的な医療施設に着目し，それら施設の種類を考慮す

ることで，拠点間移動による補完可能性を分析する． 

 

(2) 研究の特長 

既存研究と比較して本研究は以下の特長を有する． 

1) 病院によって有する機能が異なるにも関わらず機能

別に立地実態が把握されていない現状を踏まえ，病

院の機能別に立地状況および拠点間補完可能性の把

握を行っているという新規性を有する． 

2) 拠点間ネットワーク整備の優先度に関する参考情報

になる補完に利用される拠点間を明らかにしている

有用性を有する． 

 

 

 

3. 分析概要 

 

(1) 本研究の対象地域 

本研究では，拠点間移動の実態を把握するためにパー

ソントリップ調査を利用する．対象地は，市町村を超え

るコンパクト+ネットワークの必要性が高まっているこ

とから，市町村を超えた範囲でコンパクト+ネットワー

クを掲げている都道府県が望ましい．国土のグランドデ

ザイン2050や立地適正化計画等においてコンパクト+ネ

ットワークが掲げられた2014年から現在まで都道府県全

体の計画でコンパクト+ネットワークを1ページ以上の文

章量でかつ図を用いて掲げている都道府県のうち，地方

圏に位置するのは栃木県や香川県等がある．この内，立

地適正化計画や市町村マスタープラン(以下，市町村

MP)を十分に確保できた栃木県を対象とした．  

 

(2) 拠点設定及び対象拠点間 

地方分権の影響により市町村が主体となって都市計画

が進められていることを踏まえ，市町村の都市計画マス

タープランから拠点設定をした肥後ら2)の方法を参考に

して対象拠点を設定する．なお，市町村MPを基にした

立地適正化計画が近年策定されていることを踏まえ，肥

後ら2)が対象にしていた市町村MPに加え，立地適正化計

画も対象として拠点設定をした．具体的には，立地適正

化計画にて中心拠点や地域拠点等に位置付けられている

拠点を対象とし，立地適正化計画が策定されていない市

町村は市町村MPで位置付けられている拠点を対象とし

た．拠点の中心についても肥後ら2)を参考に設定した．

具体的には，拠点の中心は鉄道駅を基準とし，鉄道駅が

ない場合は立地適正化計画等の記述から判断して設定し

た(多くの場合は支所)． 

拠点範囲については，徒歩10分圏にあたる半径800m

とした．なお，半径800mと一律の基準を設けたのは，

拠点に訪れた際に拠点の中心から移動可能な範囲にどの

程度施設集積しているか，また拠点へのトリップがどの

程度存在するのかを把握するためである．ただし，宇都

宮市の中心部にあたる拠点については800m圏より広い

範囲に施設が立地しているため，800m圏ではなく立地

適正化計画で定められている都市機能誘導区域を拠点範

囲とした．なお，都市機能誘導区域内にJR宇都宮駅と東

武宇都宮駅(両駅の距離は約1.6km)という拠点の中心た

りうる駅が離れた位置に存在する．JR宇都宮駅は他市町

村を結ぶ広域的な交流を促進する役割が強いのに対し，

東武宇都宮駅周辺は中心市街地を有し，まちの賑わいの

場である7)．そこで特徴の異なる両駅の中間(両駅から約

800m)にあたる道路で都市機能誘導区域を東西に分割し，

別の拠点として分析対象とした．  

対象とする拠点間については，乗り換えずに1つの公
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共交通で移動可能な拠点間とする．これは地方都市にお

いては乗り換え抵抗が比較的高いためである．ただし，

対象とする拠点間は隣接市町村までとする． 

 

(3) データ概要 

医療施設については，栃木県がまとめている栃木県病

院・診療所名簿8)を用いる．なお，医療施設については

病床数20以上の病院と19以下の診療所の2階層に分けて

分析を実施する．また病院の機能は，医療法第7条第2項
9)において分類されている，1.精神病床，2.感染症病床，

3.結核病床，4.療養病床，5.一般病床の5種類に着目して

分析を行う． 

また，本研究では，栃木県を対象に実施したパーソン

トリップ調査である宇都宮市が実施した県央広域都市圏

生活行動実態調査(2014年)10)を利用する．この調査の対

象圏域を図-1に示す．本研究ではこの14市町の内，2019

年2月時点で立地適正化計画及び市町村MPいずれもを公

表しておらず，総合計画にて補填不可能であった市貝町

を除く13市町を対象とする．なお，この調査データは調

査圏域の外縁部でも町丁目別にサンプル数が確保されて

おり，精度の高い分析が可能である． 

 
 
4. 医療施設の立地状況および拠点間補完可能性 

 

(1) 医療施設の立地状況 

 まず，医療施設(病院，診療所)の立地状況の把握を実

施した．分析の結果を図-2に示す．また，医療施設の拠

点内集約割合を算出した結果を表-1に示す．これらの分

析結果から以下のことがわかった． 

1) 医療施設は公共交通沿線に立地する傾向にある． 

2) 診療所より高次機能である病院は各拠点にある訳で 

 

宇都宮市
鹿沼市

日光市の一部
(今市地域)

日光市

那須塩原市

那須町

塩谷町 矢板市

大田原市

那珂川町

さくら市

足利市

佐野市
栃木市

小山市

野木町

壬生町

高根沢町

那須烏山市

茂木町

市貝町
芳賀町

益子町

真岡市
上三川町

下野市

 
図-1 宇都宮都市圏PTの調査範囲 

はなく，市町村単位でみても，存在しない市町村が

ある．このことから，市町村間連携が必要であるこ

とが示唆される． 

3) 半数以上の病院は拠点外に立地している． 

今後は，病院の病床数の考慮や，拠点外に立地する病

院の特徴の把握などが課題である． 

 

(2) 拠点間補完後の拠点別医療施設数 

 拠点間連携により，補完した場合に各拠点で施設が確

保できるのかの把握を行った．具体的には，現状の拠点

内施設数に，拠点から公共交通で移動可能な他拠点の施

設数を加えることで把握を行った．病院および診療所に

ついての結果を図-3，図-4に示す．この図から以下のこ 

 

 
図-2 医療施設の立地状況 

 

表-1 医療施設の拠点内集約割合 

病院 55 24 43.6%

診療所 793 276 34.8%

拠点内
施設割合

圏内
施設数

拠点内
施設数

対象施設

 
 

 

図-3 拠点間補完後の拠点別病院数 
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図-4 拠点間補完後の拠点別診療所数 

 

とがわかった． 

1) 他拠点への公共交通がないために拠点間移動だけで

は病院へアクセスできない拠点が存在する． 

2) 他拠点への公共交通があっても病院を得られない拠

点が存在する．図-2と合わせてみると，その拠点の

郊外部に病院が立地しており，実際には拠点から郊

外の病院へアクセスしていることが考えられる． 

3) 診療所については1拠点を除いて，拠点間補完をす

ることで利用可能となる． 

 

 

5. 機能別にみる病院の拠点間補完可能性 

 

(1) 機能別にみる病院の立地状況と補完可能性 

 本章では病院の機能の違いに着目して，立地状況およ

い拠点間における補完可能性を分析する．拠点間補完の

前後における病床の種類別の病院数の変化を図-5～図-9

に示す．この図から以下のことわかった． 

1) 補完前の施設の立地状況を病床の機能別にみると， 

病院(一般)で全拠点の内約2割の拠点，病院(療養)

で約1.5割の拠点に存在しており，それ以外の機能

は1割未満である． 

2) 病院(一般)において(図-9)，補完後は1拠点を除き，

機能を考慮しなかった場合(図-3)と同様に1施設以

上の病院が拠点間補完をすることで利用可能とな

る． 

3) 病院(精神・感染症・結核)をみると(図-5～図-7)，

補完後も利用可能な施設の増加がみられる拠点は

少ない．以上の結果から，病院の機能としての専

門性が高くなるほど拠点に立地しておらず，現状

の施設立地と拠点間公共交通だけでは補完するこ

とが困難であることが示唆された． 

4) 病院(療養)において(図-8)，現状の立地をみると，

対象54拠点の内，療養機能を有しているのは8拠点 

病院数

鉄道
バス(対象拠点間)

上︓補完前
下︓補完後  

図-5 拠点間補完の前後における病院(精神)数の変化 

 

病院数

鉄道
バス(対象拠点間)

上︓補完前
下︓補完後  

図-6 拠点間補完の前後における病院(感染症)数の変化 

 

病院数

鉄道
バス(対象拠点間)

上︓補完前
下︓補完後  

図-7 拠点間補完の前後における病院(結核)数の変化 

 

にとどまる一方で，その8拠点の内，5拠点は宇都

宮市と真岡市に立地しており，各市のそれらの拠

点は隣接している．この結果，これら拠点への公 
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病院数

上︓補完前
下︓補完後

鉄道
バス(対象拠点間)

⿅沼市

真岡市

宇都宮市

 
図-8 拠点間補完の前後における病院(療養)数の変化 

 

病院数

上︓補完前
下︓補完後

鉄道
バス(対象拠点間)  

図-9 拠点間補完の前後における病院(一般)数の変化 

 

共交通が存在しない鹿沼市の多くの拠点において

補完後にも機能を確保できていない．このことか

ら，都市機能誘導をする際には病院の機能や広域

での他拠点との関係性まで考慮した上で設定する

ことが重要であると考えられる． 

 

 

6. 補完に利用されない拠点間 

 

(1) 補完不可能な拠点間 

 今後拠点間ネットワークの整備を行う際には，最寄り

拠点に足りない施設を他拠点に移動することで補完でき

る拠点間ほどネットワーク整備の重要性は高くなり，逆

にできない拠点間についてはその重要性は低くなること

が考えられる．そこで本章では，拠点にあることが特に

望まれている医療施設に関する補完ネットワークについ

て検証する．分析結果を図-10に示す．この図から以下

のことがわかった． 

 

図-10 両拠点とも病院がなく補完不可能な拠点間 

 

1) 病院は拠点への施設集積が進んでおらず，拠点間移

動をしても補完できない拠点間が複数存在する． 

2) 補完前の病院数が0の拠点が多いものの，宇都宮市

の中心部とバス等がつながっていることで，拠点間

移動により病院機能を補完可能である． 

ただし，実際には医療施設以外の都市サービス施設の

補完に利用される拠点間である可能性があることに留意

が必要である． 

 

(2) 補完による施設増加の有無と公共交通トリップ 

数の関係 

 本節では，補完に利用される拠点間が実際に移動され

ているのか，トリップデータを用いて分析を実施する．

分析結果を図-11に示す．この図から以下のことがわか

った． 

1) 補完により施設数が増加しない拠点間の方が比較的

トリップ数が少なく，トリップが存在しない拠点間

も多く存在する． 

2) 補完により施設数が増加する拠点間であっても実際

にはトリップが存在しない拠点間も存在する． 

3) 補完に利用される拠点間の多くが宇都宮市の中心部

と結ぶ拠点間である．このことから，市町村間連携

の重要性および複数の市町村を支える広域拠点の重

要性が示唆される． 

以上の結果から，足りない都市サービス施設を求めて

拠点間移動をしているトリップの存在が示唆された． 

 
(3) 医療施設を目的としたトリップ先 

 本節では拠点外との関係性を把握するために，医療施

設を目的としたトリップ先の把握を行った．分析結果を

図-12，図-13に示す．この図から以下のことがわかった． 

1) 医療施設において，拠点へのトリップと拠点外へ

のトリップに差は見られない．これは，拠点内の

施設集積数が拠点外の施設数よりも少ない(表-1)こ 
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補完による増加の有無，
公共交通トリップ数

 
図-11 補完による病院数増加の有無と公共交通トリップ数の 

関係 

 

拠点へ 拠点外へ

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

医療施設
着
施
設

 
図-12 医療施設を着目的としたトリップ先 

 

独立性の検定 P=0.000　　残差分析：**有意水準1%で高い，*有意水準5%で高い

鉄道バス 自動車 バイク

自転車 徒歩

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

拠点内の医療施設へ

拠点外の医療施設へ

代表交通手段

着
目
的

**
** **

** **

 

図-13 医療施設を着目的としたトリップ先と代表交通手段の

関係 

 

とに起因するものと考える． 

2) 医療施設への移動の大半は自動車によるものであ

る．特に拠点内の施設を目的とした方が自動車利

用の割合が比較的高い． 
 以上の結果から，拠点外の利用が半数を占め，その利

用の多くが自動車によるものであることがわかった．こ

のことから，拠点間を公共交通で移動することによる補

完が現実としてはほとんどされておらず，公共交通を主

とした拠点間連携というコンパクト+ネットワークはほ

とんど実現されていないことが示唆された． 

 

 

7. おわりに 

 

 本研究は，集約する都市サービス施設の中でも代表的

な医療施設に着目し，医療施設の機能別の立地状況およ

び拠点間連携によるそれら施設の補完可能性及び，補完

の際に利用されない拠点間公共交通の有無について分析

を行った．その結果以下のことがわかった． 

1) 診療所より高次機能である病院は各拠点にある訳で

はなく，市町村単位でみても，存在しない市町村が

ある．このことから，市町村間連携が必要であるこ

とが示唆される． 

2) 他拠点への公共交通があっても病院を得られない拠

点が存在する．その拠点の郊外部に病院が立地して

おり，実際には拠点から郊外の病院へアクセスして

いることが考えられる． 

3) 補完前の施設の立地状況を病床の機能別にみると，

病院(一般)で全拠点の内約2割の拠点，病院(療養)

で約1.5割の拠点に存在しており，それ以外の機能は

1割未満である． 

4) 病院(精神・感染症・結核)は，拠点間移動後の拠点

にも立地していない場合が多く，他拠点との補完が

不可能な拠点が比較的多い．このことから，病院の

機能としての専門性が高くなるほど拠点に立地して

おらず，現状の施設立地と拠点間公共交通だけでは

補完することが困難であることが示唆された． 

5) 病院(療養)を有する拠点の半数以上は2市に集中し

ており，各市のそれらの拠点は隣接している．その

結果乗り換えなしの公共交通による拠点間連携では，

機能の補完が不可能な拠点が発生している．このこ

とから，都市機能誘導をする際には病院の機能や広

域での他拠点との関係性まで考慮した上で設定する

ことが重要であると考えられる． 

6) 補完に利用される拠点間の多くが宇都宮市の中心部

と結ぶ拠点間である．このことから，市町村間連携

の重要性および複数の市町村を支える広域拠点の重

要性が示唆される． 

7) 補完不可能な拠点間の方が比較的トリップ数が少な

く，トリップが存在しない拠点間も多く存在する．

このことから，足りない都市サービス施設を求めて

拠点間移動をしているトリップの存在が示唆された． 

8) 拠点外の利用が半数を占め，その利用の多くが自動

車によるものであることがわかった．このことから，

拠点間を公共交通で移動することによる補完が現実

としてはほとんどされておらず，公共交通を主とし

た拠点間連携というコンパクト+ネットワークはほ

とんど実現されていないことが示唆された． 

今後は，分析対象圏域外との補完可能性を分析するこ

と，宇都宮都市圏以外での検討，他の都市サービス施設

での検討などが研究課題として挙げられる． 

 

謝辞：本研究は，JSPS科学研究費(17H03319)の助成を得

た．記して謝意を表する． 
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