
する。尚、長崎市役所が定めた既成市街地注 1( 図 1) を

対象地とし、斜面地は長崎市が定義するもの注2 とする。

2.2 研究の構成と調査方法

　先行研究 4)5) 及び文献 6) で得た情報を元に HP で予備

調査注 3 を行った後、現地ヒヤリング調査注 4 によりその

内容の確認、情報の収集を行い、各種事業・取り組み

について目的別に整理し、特徴を明らかにする (3 章 )。

整理したものの中から長崎市特有の事業・取り組みに焦

点を当て、建物・敷地更新に関するもの (4 章 )、生活

利便性向上に関するもの (5 章 ) についてより詳細に述

べ、考察を行う。尚、本梗概では紙面の都合上、今後の

居住地としての持続可能性を考える上での新たな斜面地

居住者を増やす必要性から、それに対して効果的と思わ

れるものについてのみ詳細を述べる。そして最後に、斜

面地の持続可能性に向けた総合的な考察、提案を行い、

まとめとする (6 章 )。

3. 各種事業・取り組みの特徴

　対象地内の主に斜面市街地で行われている事業・取り

組みを表 1に示す。事業・取り組みは大きく 4つに分け

ることができ、建物更新・敷地更新、移動支援・交通支

援、生活支援、防災・事故防止に関するものである。ヒ

ヤリング等の結果、取り組みの殆どが市民団体からの要

望や働きかけがきっかけで事業化されたものであると分

かり、その市民団体の中心的存在が、医療福祉関係者、

土木建築に携わる方々、大学の教員など様々な市民で構

成されている長崎斜面研究会注 6 であることが分かった。

また、現在行われている事業・取り組み主体は市役所が

中心で、市民団体、民間企業も行っているが、市役所単

独で行えない事業は、民間企業への事業委託、市民団体

への支援など様々な形式で行っていることが明らかと

なった。このように多くの取り組みにおいて、様々な主

体がそれぞれの強みを活かして連

携し、各々が役割を担っているこ

とが長崎市における事業・取り組

みの特徴である (図 2)。

4. 建物・敷地更新に関する取り組み

　本章では建物・敷地更新に関する取り組み (表 1網掛

け部分 ) として、4.1 で長崎市の空き家対策、4.2 で建

1．研究の背景と目的

　丘陵な地形が多い日本では「天然の良港」と形容され

る泊地に港湾都市を築き、栄えるにつれて住宅地を後背

斜面地に拡大した。それ故その地理的特徴から夜景が美

しい都市や文化・伝統を生かした観光都市となり、斜

面市街地は日本人の原風景の一つとなった。しかし今

日、人口減少など様々な社会構造の変化により、狭隘な

道路の多い斜面地では居住者の高齢化や建物の老朽化な

ど種々の問題が発生し、その多くが解決されない状態と

なっており、日本の文化や景観を維持するためにも斜面

都市の持続可能性を探る必要があると考えられる。

　既往研究には様々な斜面都市を対象としたものがあ

り、斜面地の特徴を定量的に比較した天野らの研究 1)、

様々な周辺環境から地域特性と整備課題を把握した清水

らの研究 2)、空き家再生活動の実態を把握した植木らの

研究 3) など、斜面地を定量的に把握、分析した研究や

一つの取り組みに着目した研究は多種多様に存在する。

しかし行政、民間企業、市民団体など複数の主体を対象

として、斜面都市が抱える多様な問題の解決手法や方策

について整理した論文は見られない。また、斜面市街地

における種々の問題は互いに干渉し合い、複雑なものと

なっているため、それらを解決するための手法も総合的

に把握する必要がある。そのため本研究では斜面地にお

ける様々な事業・取り組みを網羅的に把握し、その目的

別に整理、考察することで今後の斜面都市の持続可能性

の実現に寄与することを目

的とする。

2．研究の対象地と構成

2.1 研究の対象地

　平成元年度、「国際斜面都

市会議」の開催をきっかけと

して、現在長崎市では行政だ

けでなく市民活動や民間企

業も積極的に関わりながら、

斜面地が抱える問題に対す

る先進的な取り組みを数多

く行っている。そのため本研

究では長崎市を研究対象と

斜面市街地における取り組みからみた居住地としての持続可能性に関する研究

兒島　有紀
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図 1 対象地 既成市街地注1

図 2 組織の関わり



物・敷地更新の促進について、ヒヤリングにより明らか

となった現状や課題について述べる。

4.1 空き家対策

(1) 老朽危険空き家対策事業　長崎市では高齢化などに

伴い、空き家が増加傾向注 7 にある。特に斜面市街地で

著しく、空き家が周辺環境をさらに悪化させ、空き家が

集塊的になる悪循環が起きていることが先行研究 5）に

おいても明らかとなった。長崎市ではこういった問題に

対処するため、まず市内の既成市街地 ( 図 3) を対象と

して、H18 年度にこの事業を独自に考案した。これは老

朽し危険な状態にある空き家を長崎市に寄付・無償譲渡

してもらい、市の予算で除却し整備する事業である。自

動車が進入できる道

( クルマ道 ) のない

密集斜面市街地や既

事業注 9 地区を中心に、

H24 年度までに利用

申込 351 件中 39 件が

整備され ( 表 2)、除

却に伴う防災面の強

化の他、地域交流の

場となるいこいの広

場 ( 図 4 右上の写真 )

や生活利便性向上に

寄与するゴミ捨て場

などとして利用され

ている ( 表 2)。また、

H23 年度からは同様の対象物件の解体に補助金を出す、

老朽危険空き家除却費補助金制度も導入され、年々増す

空き家発生率に追従する努力も行っている。しかしこれ

ら二事業の申込物件の殆どが老朽危険空き家ではない、

また、相談者が近隣住民の場合は所有者の確知が困難も

しくは承諾が得られない、所有者が相続放棄する、など

様々な課題を抱えていることが明らかとなった。

(2) 長崎市空き家等の適正管理に関する条例　この条例

は市や所有者の責務、指導、勧告、命令及び代執行の規

定などを定め、所有者に対して強制的に処置を行えるよ

うにすることで、良好な生活環境の確保及び安全で安心

なまちづくりの推進を目指すもので、H25 年度に施行さ

れた。市へのヒヤリングによると (1) における課題や建

築基準法的な問題により手が付けられない案件の増加に

対処するために導入したことが明らかとなった。          
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図 4 空き家・空き地の分布 大鳥町注10

表 2 既成市街地の類型ごとの整備件数と整備後の用途

表 1　目的別にみる主な取り組み (※ 年度はサービス提供開始もしくは供用開始となった年度を指す )

図 3 既成市街地 (一部)とその類型注8注8



目的で上り区間の片道のみの利用者が多いことがヒヤリ

ングにより分かったが、片道定期では通学目的の利用者

が多いということが分かった ( 図 5 の表 )。このような

ニーズが存在する要因はクルマ道が遠回りをするのに対

し、スロープや階段道が比較的直線的な徒歩移動を可能

にしているという長崎市特有の道路事情と、急激な高低

差による上り区間の困難な徒歩移動であると考えられ

る。実際に片道利用者数最多区間であると判明した長崎

駅前 -中央橋 -東高 (長崎県立東高等学校 )を結ぶ路線

( 図 5) を例とすると、東高から桜町バス停までの行程

にかかる時間はバスが 20 分、徒歩が 17 分であまり差が

ないが、高低差が約 160m あるため、上りはバス、下り

は徒歩を選択していると考えられる。また、このような

状況から長崎県営バスでは利用者は減少傾向にあるもの

の (図 5の表 )、斜面市街地特有のニーズに応えるため、

今後もサービスを続けるとのことであった。

(2) 乗り合いタクシー事業　斜面市街地内にはバス空白

地域注 18 が特に多く、その問題を解決し、地域住民の利

便性の向上、市内交通混雑の緩和などのために、5 つの

地域 ( 図 6) で長崎市が民間企業に運営委託をして乗り

合いタクシー事業を行っている。ヒヤリングによると長

崎市と地域住民が話し合って路線策定を行っており、路

線と大型小売店、商店街の位置関係を確認したところ

(図 6)、バス空白地域の狭隘な道路が多い斜面市街地と

それらを結ぶ特徴が現れた。しかし、丸善地区を除き赤

字路線となっており、依然として空白地域が存在するな

どの課題もあるため、今後減便等を含めた事業のスリム

化が行われる可能性があることが明らかとなった。

5.2 生活支援

　日々の生活を支援する事業としては、長崎市や民間業

者が行うごみ捨て援助、複数の民間企業が社会福祉サー

ビスの一環として行う買い物代行、市民団体が行うドク

4.2 建物・敷地更新の促進

(1) 道路の指定　これは地形的な特性上、2・3項道路に

も属さない狭隘な道が多く、建築基準法に基づく接道義

務をそのまま適用すると新築・増築が不可能となる場所

が多い長崎市特有の事情の救済措置として、一定の許可

基準をクリアした道を「特定通路」注11( 図 4) と指定し、

特例で建築を認めるものである。しかし、現在建物が建っ

ているほぼすべての場所で道路の指定がなされているに

も関わらず、車志向や小運搬によりかさむ工事費などが

原因となり、基本的にクルマ道沿いでしか新築・増改築

が見られない (図 4)。

(2) 生活道路の整備　これは斜面市街地再生事業の一環

で、前述のような実態により必要とされる住環境の向上

や防災の観点から、斜面市街地再生事業 8地区において

進められている事業である。敷地の取得に莫大な費用と

時間がかかるため、進捗状況が芳しくなく (図 4左上の

写真 )、長崎市では今後、道路規格の縮小注 12 等を視野

に入れ、早期の道路整備実現を目指している。

4.3 小括

　様々な対策が行われているが、先行研究 5) で斜面地

での建て替えや新築は少なく、道路に近い場所で比較的

多いことが分かっている。理由は事業を知らない方の多

さ、高齢者が多く経済的余力がないこと、土地の権利関

係や法規の複雑さ、ライフスタイルの変化などが考えら

れる。しかしいこいの広場整備後に近くに移り住んだ子

育て世帯もいる注 13 ということや、連担建築設計制度等

を利用してコーポラティブ住宅を実現し、密集市街地を

再生する試み注 14 が見られるなど、斜面市街地が抱える

問題点を解決する新たな取り組みも行われており、今後

このような取り組みを拡散する広報活動を行うことで、

居住の持続可能性の向上が見込める。

5. 生活利便性向上に関する取り組み

　本章では、斜面地で行われている生活利便性向上に関

する取り組み (表 1網掛け部分 )について 5.1 で移動支

援、5.2 で生活支援について述べる。

5.1 移送支援

　斜行エレベーターや簡易モノレール等の先進的移送機

器 ( 図 6) や介護保険非適用者であっても利用できる移

送支援サービスなど、斜面地居住者の多くを占める高齢

者等の交通弱者に対する生活支援、維持を目的とした取

り組みが多いが、本梗概では若い世代も利用できる事業・

取り組みについて詳細を述べる。

(1) 片道定期券　長崎県営バス独自の定期券で、上り区

間だけバスに乗車したいという利用者のニーズから S59

に考案、導入された。一般乗車券でも買い物・通院等の
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図 5　県立長崎東高等学校周辺図注14注 15 注 16



ターネットなど、高齢者・身体障害者向けのものが多いが、

若者も利用できるものも存在する。

(1) 宅配サービス　長崎市では複数の民間企業が生鮮を

含む食品や弁当を斜面市街地であっても玄関まで宅配す

るサービスを行っている。注文方法は大手企業はインター

ネット注文が主流だが、地元企業では店で直接購入した

ものを届けるなど、企業によって様々である。先行研究 5)

の現地調査時に、1m程の狭隘な道路であってもバイクを

利用し、階段は徒歩で配達している姿が見受けられた。

(2) 階段の白線引き　この活動は各自治会が白色ペンキ

と塗布用具を市から提供してもらい、階段の淵に白色ペ

ンキを塗ることで夜間における階段の視認性を向上させ、

歩行時の安全性を高める重要な取り組みである。自治会

ごとに塗布する時期などは異なっており、天神町では年

に一度、自治会幹部でペンキ塗りを行っていることが自

治会長へのヒヤリングで明らかとなった。

5.3 小括

　生活を支える取り組みも、高齢者などの生活を支援す

る、言わば現状維持の対策が殆どである。今後は階段の

白線引きなど自治会等の市民団体が行う地道な活動に若

い世代が参加し、まちに愛着や誇りを持つ市民が増える

ことで、草の根的に新たな取り組みが生まれ、居住可能

性が高まることを期待する。

6. 総合考察

　本研究で明らかとなった長崎市における取り組みの特
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徴は、市民と行政が協働して行っている点である。長崎

市では斜面都市の地形的特性を活かし、様々な先進事例

も取り入れながらまちづくりを行っており、その殆どが、

中心的存在である長崎斜面研究会などの市民団体からの

要望や働きかけがきっかけとなっていた。こういった様々

な立場の市民で構成されている市民団体が存在するのは

長崎市の特色でもある。そしてその構成員のまちに対す

る愛着や想いがあるからこそ、行政に強く働きかけるこ

とが可能となるだけでなく、意識の高い会員が個人的に

行う取り組みもあるため、市民団体は斜面地の持続可能

性に大きく寄与していると言える。

　一方、このように昨今、多くの地方自治体で行われて

いる市民と行政との協働によるまちづくりが長崎市にお

いても積極的になされ、一定の成果をあげてはいること

が明らかとなったが、それらは現在の居住者に焦点を当

てた、いわば現状を維持するためものが目立っている。

これらは斜面地が置かれた現状を打破し、持続可能性を

より高めているとは言い難い。そのため今後は問題点を

解決するだけでなく、斜面地の持つ良さを強化する取り

組みが求められている。図 6　移動支援関連の事業実施場所 7)注 16
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注釈
注 1) 長崎市では、S45 年の DID 内でかつ S46 年の都市計画法による第 1回区域区分 (線引き )　
による市街化区域であったエリアを既成市街地としている。尚、整備が必要な既成市街地はその
中でも早急に対策が必要とされると判断された地区である。また、その他の地区においても、老
朽危険空き家が目立ち始めたため、H24 年度に新たに対象地区を拡大した (図 3)。
注 2) 傾斜度 5度以上かつ標高 20m 以上のエリア
注 3) 長崎市 (http://www.city.nagasaki.lg.jp/), 長崎県営バス (https://www.keneibus.jp/),NPO
法人長崎斜面研究会 (http://www.shamenken.jp/) の HP を参照してまとめた後、長崎大学の研究
者へのヒヤリングを元に行った。
注4)調査はH25年10月31日からH26年1月10日までに現地ヒヤリング調査を10件と「住民発“長
崎・坂のまちの日”」制定記念事業注5 で行った。
注 5)H25 年 11 月 10 日に開催され、「坂のまち」をキーワードとして、市民の関心を集め「坂のまち」
の暮らしの良さをアピールする事業
注 6) この会は H9 年に発足し、斜面地居住者に対する地域ケアやまちづくりに関する啓発・調査・
研究に関する事業での地域の生活公共向上を目的としている会である。土木、機械システム、医
療福祉など様々な分野の会員で構成されており、斜面地居住者の外出の機会を創造する行事の他、
啓発活動注5 等を通して、斜面地居住の持続可能性に寄与している団体である 8)。
注 7)H15-H20 で 5980 件増加 (e-Stat http://www.e-stat.go.jp/　住宅・土地統計調査による )
注 8) 紙面の都合上、本梗概では長崎港を中心とした既成市街地の一部を掲載した。
注 9) 斜面市街地再生事業。「長崎市斜面市街地の整備促進に関する条例」に基づく事業である。
市内 8地区で生活道路及び広場等の整備、老朽住宅の除却、賃貸コミュニティ住宅建設、共同建
て替えの推進などを行ったが、H24 年度に失効した。
注 10) 先行研究 5) の現地調査を元に作成
注 11）建築基準法第 43 条第 1項ただし書き適用の道のこと。
注 12) 2 車線道路から 1.5 車線的道路への規格縮小など
注 13) 長崎市まちづくり推進室が整備後に行ったアンケート調査の結果
注 14) 長崎にコーポラティブ住宅をつくる会による取り組みで、市内 1カ所で実現している。尚、
情報は「住民発“長崎・坂のまちの日”」制定記念事業注5 時に収集した。
注 15) バスの行程にかかる時間は長崎県営バス (長崎県交通局 )の時刻表から積算した。また徒
歩の場合、最短経路を行程とし、80m/ 分で計算した。
注 16）標高は google earth による。
注17)バスルートは国土数値情報ダウンロードサービス(http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/)を利用し、
ArcGIS を用いて表示した。
注 18)H12 年度、乗り合いタクシー事業計画段階に市街化区域内 ( 旧長崎市内 ) でかつバス停か
ら 300m 圏内に入っていない地域を「バス空白地域」と位置付け、事業対象地として選定した。
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