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1．はじめに

1.1 研究の背景

　日本に形成されている多くの斜面市街地は本格的な

車社会以前に無秩序に広がり、道路などの基盤施設の

整備が十分にできなかった。また、平坦地と比べ高い

工事費、接道条件などにより、建替え及び改修が難し

いため、建築物の老朽化が進行している。このような

背景により、都心部や平坦地への人口の流出や高齢化

に伴って空き家や空き地の増加が進んでいる。

　その一方で、転出先から生まれ故郷に戻る U ターン

の割合が高っている上、都心部から地方へ移り住む I

ターンも増加傾向にあり、低廉な地価や良好な景観な

どにより、居住地として斜面市街地への関心が増加す

ると考えられる。そこで、斜面市街地の居住実態や住

環境の問題を把握し、斜面市街地が持つメリットを活

かした適切な対策の確立が必要である。

1.2 研究の目的

　本研究では、長崎市斜面市街地を対象として次のこ

とを明らかにする。

・斜面市街地の空き家や新築・建替えなど住宅の実態

及び周辺の物的環境を調査し、住宅分布の特徴

・居住者意識と今後の意向

・斜面地居住の持続に向けた取り組みの実態

　1.3 研究の流れ

　研究のフローを図 1 に示す。国土地理院から標高

データ１）をダウンロードし、GIS を用いて標高・傾斜

度分析を行い、対象地を選定する [ ２章 ]。次に、長

崎市が有する統計情報 2）により、対象地の現状を調

べる。また、現地調査により空き家や新築、建替えな

ど住宅の分布を調査する [ ３章 ]。GIS を用いて各住

宅と周辺環境の関係を明らかにする。[ ４章 ]。居住

者へのアンケート調査を行い、斜面市街地に対する意

識や今後の意向を把握する [ ５章 ]。さらに、斜面地

で行っている取り組みについて調査・インタビューす

る [ ６章 ]。まとめと今後の持続可能な居住地のため

の対策を考察する [ ７章 ]。

1.4 研究の位置づけ

　斜面地に関する研究は、斜面地の景観や住環境の改

善のための取り組み、防災に着目した研究が多く見ら

れる。しかし、斜面市街地の住宅の更新と周辺環境の

関係についての研究は殆ど見られない。

　そこで、本研究は、斜面市街地の空き家や新築、建

替え住宅に着目し、これらの実態を明らかにし、持続

可能な居住地を実現するための基礎的な研究に位置付

けられる。

2. 長崎市斜面市街地の現状と対象地の選定

2.1 長崎市の斜面市街地の現状

　長崎市では、標高 20 ｍ以上かつ勾配 5 度以上の地

域を斜面地と指定しており、市街地面積 (3,900ha) の

70％以上が斜面地になっている。そのため、平坦地が

非常に少なく、少ない平坦地も事業所や商業施設など

生産性の高い用途で占められ、高度経済成長時代に斜

面地が居住の場として求められたことにより、現在の

斜面市街地が形成された。

2.2 対象地の選定

　長崎市全体の斜面地の中で、人口密度が平均以上の

地域を抽出し、年平均人口増加率と年平均世帯数増加

率を算出する。その中で、多様な要因を比較するため

①人口増加率が最も高い立山 4 丁目、②人口減少率が

最も高い東山町、③世帯の増加率が最も高い坂本 3 丁

目、④世帯の減少率が最も高い東山手町の 4 地域を対

象地とする。

3. 対象地の現状

　長崎市の統計データから対象地の人口や世帯数の変

化を調べ、長崎市所有の GIS データ ( 指定道路図 ) か

ら対象地の道路指定現状を把握した。また、現地調査

を行い、住宅の分布及び道路などの物的現状を把握した。

3.1 人口及び世帯数

　図３のように、立山 4 丁目は H17 年から人口や世帯

数が増加しており、坂本 3 丁目は 17 年から人口と世

帯数が減少傾向である。また、東山町と東山手町は毎

斜面市街地の実態からみた居住地としての持続可能性に関する研究

－長崎市の斜面地を対象として－
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図 1　研究のフロー
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年人口と世帯数の減少が急速に行っている。人口の増

加率が最も高い立山 4 丁は現地調査の結果、対象地内

に建てられた大きな新築マンションの影響が大きい。

3.2 住宅の更新現状

　全対象地の住宅は 78% が木造であり、空き家よりも

空き地の分布が多い。また、人口や世帯数の増減して

いる地域さえ、空き家と空き地が分布している。しか

し、人口や世帯数が増加している地域では減少してい

る地域より、新築や建替え、リフォームの件数が多い。

3.3 道路の分布及び指定

　対象地の中には車両の進入が可能な道路が少なく、

階段が多い。一方、図 4 のように 2 項・3 項・特定道

路に指定されている道路が多く、前面道路 4m 以下の

地域でも新築や建替えが可能な状況である。

4. 周辺環境と住宅の更新

　住宅周辺の物的環境が斜面地の住宅更新に与える影

響を把握するため、住民へのヒアリング調査を行い、

道路や商業施設、小学校の近接性が重要という意見が

多く、各施設が住宅の分布・更新に与える影響を分析

した。

4.1 道路

　図 4 のように対象地の中の道路は 2 項・3 項又は特

定道路に指定されており、接道条件により建替えや新

築が不可能な地域は少ない。そのため、建替えや新築

の可否が空き家と空き地に与える影響は少ないと明ら

かになった。

　一方、図 5 により車両進入が可能な道路の有無は住

宅の分布に影響を与えていることを分かる。その理由

のとしては、もちろん生活の利便性も挙げられるが、

斜面地の地形的特性により高くなる工事費の影響もあ

る。実際、長崎市役所と居住者へのヒアリングによる

と車の接近ができない地域では、新築や解体などの際

に発生する高い工事費により、市へ建物や土地を寄付

するケースが多いことが明らかになった。また、住宅

の老朽化が進み、生活の不便さや不安感を感じている

にもかかわらず、経済的な理由で困っている居住者が

多かった。これらの理由から斜面地の車が接近できな

い場所では、追加的に発生する工事費によって住宅の

建替え及び新築が進まないと考えられる。

4.2 商業施設

 対象地から徒歩圏 (10 分 ) 以内のコンビニなどの小

型商業施設を調査し、全国小売店総覧 7) より、長崎

市の大型商業施設 (1,000m²) 抽出し、各対象地の中心

からのアクセスや所要時間を表 1 に示す。

　その結果、対象地以内には大型小売店は立地してお

らず、それらの多くは路面電車やバスなどの公共交通

が整備されている平坦地や中心市街地に分布してい

る。しかし、各対象地は徒歩圏以内に電停やバス停が

整備されているため、大型小売店までのアクセスや所

要時間には大きな差がないことがわかる。また、小型

図 2　対象地の位置

図 3　対象地人口・世帯

図 4　道路の指定と住宅

図 5　車道周辺の住宅分布
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商業施設は人口や世帯数が減少している東山町と東山

手町人口や世帯数が増加している立山 4 丁目と坂本 3

丁目より多く分布している。そのため、斜面市街地で

商業施設の分布は住宅の分布や人口増減に与える影響

は少ない。

4.3 小学校

　現在、斜面地では人口減少により、小学校の統合が

行われている地域が多い。対象地の中では、坂本 3 丁

目に坂本小学校と東山町に大浦北小学校が立地してい

る。しかし、東山手町にある大浦北小学校は 2007 年

に廃校となり、現在運営してない。そのため、東山手

町と東山町の小学校は大浦小学校に変更された。また、

立山 4 丁目は小学校の名称が勝山から桜町へと変わっ

たものの、場所の変更はない。

東山手町と東山町は大浦北小学校の廃校により、小

学校へのアクセスが非常に不便な状況である。国勢

調 査 に よ り、『0

－ 14 歳人口』が

東山町と東山手町

と比べ、坂本 3 丁

目と立山４丁目が

非常に多い。東山

町では、大浦北小

学校が廃校された

2007 年から『0 －

14 歳までの人口』

が急速に減少し、大浦北小学校周辺には空き家と空

き地が多く分布している。対象地の『0 － 14 歳人口』

変化と大浦北小学校周辺の空き家と空き地分布を図

6、図 7 に示す。

5．居住者の意識と今後の意向

5.1 斜面地に対する意識

　回答者の年齢は 60 歳以上の高齢者が 66% で最も多

く、世帯の構成は『夫婦のみ』が 34％と『子供と同

居している 2 世帯』が 35％で多い。また、住み始め

のきっかけとしては『生家だから』が 24％で最も高く、

他地域から転入した場合、転入した理由は『低廉な地

価』が 19％で最も高い。

　斜面地の居住者が感じる良さは、『景観』33% で最

も多く、『近隣とのコミュニィティ』が 15% であった。

また、不便さは年齢と関係なく、『坂の上下移動』が

36％で最も高く、『防災的な不安感』が 11％で『道路

の不足』や『公共交通施設』より高い。『防災的な不安感』

の中では、空き家から発生する火事や住宅の老朽化に

対する不安感が多かった。また、改善して欲しいこと

は年齢によって少し差が見られ、共通的に『道路の整

備』は高く、高齢者以外の人は『市場・商店街の更新』

の意見が最も高い。

5.2 今後の意向

5.2.1 建て替え及び改修

　建て替え及び改修の希望は年齢と関係なく『なし』

が 74％で多い。その理由としては『現状に満足して

いるから』が 35％で最も多く、『経済的な理由』が

33％である。また、『道路の指定により建て替えが難

しい』は 1％で殆どない。

5.2.2 居住の継続意向

　今後も長崎斜面地に住み続けたいと思うか、という

質問に対しては、『今後も住み続けたい』が 69％であ

り『住み続けたくない』は 30％である。また、年齢

図 7　廃校小学校周辺の空き家・空き地　

図 6　15 歳未満人口変化

表 1　大型商業施設へアクセス

図 8　アンケートのまとめ
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別にみても高齢者以外の人も『住み続けたい』の割合

が非常に高い。その理由としては、『住み続けたい』

の場合、『現状に満足しているから』が 46％であり、『現

状に不満だが、仕方なく住み続ける』が 12％である。

5.2.3 住宅の所有権

　現在の住宅の所有が持ち家の回答者の中で、今後の

所有権に関しては『相続』が 36％で最も多く、『まだ

考えてない』が 30％であり、『市への寄付』が 2％で

ある。しかし、『相続』と答えた人の中には、現在世

帯の構成が『夫婦のみ』が多いため、相続されても、

相続人が他地域に居住している場合、斜面地に戻らな

いケースがあり、空き家が増加する可能性が高い。

5.3 小括

　アンケート調査の回答者は高齢者の割合 (66%) が高

く、共通的に『上下移動』に不便さを感じている。一

方、『生活道路の不足』に関しては不便さを感じる人

が少ない。それは、4-2 のように対象地の周辺にバス

亭や電停が分布しているからと考えられる。また、居

住の持続意向は 5.2 により年齢に関係なく、住み続け

たいと思う人が多い。一方、5.3 により、今後空き家

が増加する可能性が高いため、空き家増加に関する予

測と対策が必要である。

6．居住の持続に向けた取り組み

6.1 取り組みの実態

　現在、長崎市では図 9 のように斜面地での居住を支

えるために行政や民間により、様々な取り組みが行わ

れている。取り組みは大きく①住宅や敷地の更新、②

斜面地での移動、③買い物の３つに分けられる。

6.2 持続可能な居住地のための課題

6-2-1 制度の改善

　長崎市役所へのヒアリング調査によると、空き家・

空き地の寄付制度は、現在希望者が増加しているため、

その管理や整備にかかる財政的問題が発生している。

また、寄付された物件の整備、老朽危険空き家除却費

補助制度は空き家除却すると税金が上がるという問題

がある。今後は、制度の改善により根本的な問題の解

決が必要であり、寄付された物件の整備手法も考慮す

るべきである。

6-2-2 長期的な戦略

　現在行われている取り組みは現状維持のため、殆ど

が高齢者や交通弱者の向けの組みが多く、利用者も少

ない。しかし、斜面地が居住地として持続するために

は、若い世代の流入に向けた取り組みが必要である。

6-2-3 民間への支援

　移動販売者へのヒアリング調査により、斜面市街地

の居住者の生活を支えていることが分かった。しかし、

販売場所や時間が決まっておらず特定の地域だけに限

られている。今後、行政の支援により、移動販売など

民間企業や個人による斜面地居住者向けのサービスが

広範囲で展開できるようになり、持続可能な斜面地居

住への取り組みの１つになると考えられる。

7．まとめ

　本研究は、長崎市斜面地の中で 4 地域を対象地とし

て、周辺の物的な環境が住宅の分布及び人口の増減に

与える影響を分析し、住民の意識や今後の意向を把握

することにより次のことを明らかにした。

･ 現在、斜面市街地における住宅の接道条件は住宅・

敷地の更新に殆ど影響しない。

・斜面地の住宅・敷地周辺の物的環境は住宅・敷地の

更新に影響を与えている。特に、車両の進入可能な道

路の有無は、影響が大きいと考えられる。

・斜面地の居住者は現状に満足し、今後も住み続けた

いと思っている人が多い。また、多くの人が道路の不

足に対して不便さを感じてない。それは、住宅周辺に

公共交通が整備されていることによるもので、市や民

間の交通に関する取り組みの影響が大きい。

・斜面市街地の持続可能な居住地の形成のためには、

現在行われている取り組みの制度的不備、長期的な戦

略の不足、民間への支援不足といった課題の解決が求

められる。

表 2　斜面地に向けた取り組み

図 9　取り組み写真
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