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よこはまウォーキングポイント事業参加者の地理的分布 

Geographical Distribution of Participants in Yokohama Walking Point Program 
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In this paper, we conducted two analyses on the Yokohama Walking Point Program. First, we analyzed the 

participation rate of the program by Zip code area. We found that the geographical distribution of the participation 

rate is different by age but not by sex and that more women participate in the program than men. Secondly, we 

defined the proximity to pedometer-readers of each Zip code area as the coverage ratio by 300m-buffers of 

pedometer-readers, and analyzed the relationship between the proximity to pedometer-readers and the participation 

rate of each Zip code. We found that there is no relationship between the two. It suggests that the proximity to the 

places doesn’t affect the participation rate of the program if there are enough number of places when planning a 

program in which participants need to visit particular places. 
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1. 分析の目的 

本報告は，よこはまウォーキングポイント事業（以下，YWP事

業）の2015年6月時点での大字別参加者数をもとに分析を行う。

YWP 事業の概要やデータのクリーニング等の詳細については，

樋野ら(2016)１)を参照されたい。 

YWP事業では，参加登録および参加期間中にリーダーによ

る定期的な歩数登録が必要である(1)。そのため，住民のリーダ

ー設置施設への近接性が実験結果に影響を与えている可能性

がある。本報告では，大字別の参加者割合や，参加者割合と

リーダー設置施設の近接性との関係等を明らかにすることを

目的とする。 

2. 大字別参加者割合の分析 

本節では，大字別のYWP事業の参加者割合の地理的分布に

ついて分析を行う。YWP事業参加者割合は，大字別の参加者

数を，2015 年 9 月末現在の住民基本台帳(2)に基づく大字別人

口で割ることで算出した。なお，今回は事業の対象となる 40

歳以上人口が 100 人以上の大字を対象に分析を行った。図１

は40歳以上の全住民に対する参加者割合である。これによる

と，港南区や泉区など南部の内陸部で，参加者割合の高い地

域が連坦している様子が見られる。 

次に世代別，男女別による分析を行う。図２～５はそれぞ

れ 40-64 歳男性，40-64 歳女性，65 歳以上男性，65 歳以上女

性の大字別参加者割合である。分布をみると，40-64歳の世代

では市全体として南高北低の傾向が見られる。全世代の傾向

と同様に，港南区や泉区などが特に高くなっている。一方で，

65 歳以上では，都筑区や西区・南区などに参加者割合の高い

地域が連坦している地域が見られ，40-64歳とは異なる傾向が

見られる。 

男女間の参加者割合の関係を見ると，図６・７より，同一

の大字内の同世代間の男女では比較的強い相関が見られる

（40-64歳ではR2 = 0.76，65歳以上ではR2 = 0.63）。つまり，

参加者割合の地理的分布は世代により異なるが，性別による差は

小さい。また，対象となる689大字のうち，40-64歳では488大

字（70.8%）で，65歳以上では485 大字で（70,4%）で，それぞ

れ男性より女性の参加者割合が高かった。 

図１ 大字別の対象年齢人口に占めるYWP事業参加者割合(%) 

※色の無い大字は参加対象者（40 歳以上）100 名未満。凡例の[ ]内は該当

大字数。（図2～5も同様） 
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 図２ 大字別40-64歳男性人口に占めるYWP事業参加者割合(%) 

図３ 大字別40-64歳女性人口に占めるYWP事業参加者割合(%) 

図４ 大字別65歳以上男性人口に占めるYWP事業参加者割合(%) 

図５ 大字別65歳以上女性人口に占めるYWP事業参加者割合(%) 
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図６ 40-64歳男女間のYWP事業の参加者割合の相関(大字別) 

図７ 65歳以上男女間のYWP事業の参加者割合の相関(大字別) 

3. リーダーカバー率の分析 

3-1. リーダーの分布とカバー率 

本節では，大字別のリーダーへの近接性を，大字内のリーダー

設置施設の数と，リーダーから300m圏内でカバーされる面積の

割合（以下，リーダーカバー率）を用いて評価し，参加者割合と

の関係を分析する。リーダー設置施設の住所情報は，2015 年 6

月時点のものを横浜市から提供された。各大字のリーダーカバー

率は，大字ごとにリーダーから 300m 圏内にカバーされる面積

を求め，各大字の面積で除することで求めた。300mの距離つい

ては，おおよその徒歩圏域として普遍性があるとして採用した。 

 まず各大字をリーダー設置施設数別に分析した（表１）。市内

にリーダー設置施設は992か所あった。４割強の大字に１か所以

上のリーダーが設置され，最大は22か所であった。リーダーは

主に商店街や公共施設に設置されたため，人口密度や駅との距離

の関係が想定されたが，大字ごとのリーダー設置施設数と人口密

度，及び最寄駅(3)との重心点間の距離の間には関係は見られなか

った。 

リーダー設置施設の分布，及びカバー率は図８のようになった。

リーダーカバー率を見ると，内陸部を中心にカバー率が 25%以

下の地域が見られた。また沿岸部においてもカバー率が低かった。 

3-2. YWP参加者割合とリーダーカバー率との関係 

YWPの全体参加者割合とリーダーカバー率との関係を見ると

図９のようになり，関係は見られなかった。また，性別・世代で

絞った場合も関係は見られなかった。 

表１ リーダー設置施設数別にみた各大字の人口密度及び 

最寄駅距離の平均値 

大字内リーダー

設置施設数 
大字数 

平均人口密度 

(人/km^2) 

平均最寄駅 

距離(m) 

0か所 429 57% 11349 814 

1か所 139 18% 12125 845 

2か所 57 7% 10351 858 

3か所 46 6% 11555 888 

4か所 28 4% 13673 799 

5か所 14 2% 11902 743 

6か所以上 45 6% 13734 509 

図８ 大字別のリーダーカバー率(%) 

これは，住民が YWP 事業に参加するにあたって，リーダーと

の近接性はあまり考慮に入れなかった可能性を示している。この

理由としては，参加者が自宅の最寄のリーダーを利用するのでは

なく，日常の移動経路上にある地域外の利便性の高いリーダーを

利用していること，参加者層が外出に抵抗感がないこと，自動車

や自転車など，徒歩以外の交通手段でリーダーにアクセスするな

どの行動をとっていること，歩数計のメモリが 42日間あり，ア

クセス頻度が低くて良いことなどが想定される。 
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図９ リーダーカバー率とYWP事業参加者割合との関係(大字別) 

4. 終わりに 

本報告では，YWP事業のデータを用いて，まず，大字別の事業

参加者割合の地理的分布が世代によって異なること，同一の大字

の男女間では似た傾向を示すことを明らかにした。また，女性の

ほうが男性よりも参加者割合の高い大字が多いことも明らかと

なった。 

 加えて，本報告では住民参加型の事業計画法に対して示唆を与

えた。即ち，YWP事業では，商店街や公共施設を中心にリーダー

設置施設が立地した結果，大字ごとのリーダー設置施設数にはば

らつきがあるものの，人口密度や駅との距離とは関係性が見られ

ない分布となっていた。また，リーダーの近接性と事業参加者割

合との間には関係が見られなかった。参加者に特定の施設への訪

問が求められる事業において，一定数の施設の選択肢を与えれば，

必ずしも，施設への近接性が参加者割合に影響を与える訳ではな

いことが明らかとなった。 

 今回の分析では，参加者割合の地域差や世代差は見られたもの

の，その要因については分析ができなかった。住民参加型の事業

計画法の開発の一助とするため，参加者割合の高かった地域や低

かった地域を抽出し，参加者アンケート等を通じて具体的な要因

を分析することが今後の課題として考えられる。 

本研究は横浜市との協定に基づき実施しています。本研究の一部

はJSPS科研費25242063の助成を受けたものです。 

補注 

(1)使用された歩数計オムロン社HJ-326Fのメモリは42日間であり，42日

以内にリーダーにアクセスする必要がある。 

(2) 2015年6月に近い住民基本台帳のデータとして，2015年3月末と2015

年 9 月末があるが，前者の場合，年度始めの社会的移動が想定される

ため，後者を採択した。 

(3)国土数値情報（鉄道，2014）より。 
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