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1． はじめに 

1-1 研究の背景 

地方公共団体において過去に整備された公共施設等がこ

れから大量に更新時期を迎える時期に差しかかっている。

しかし、地方公共団体の財政は厳しい状況が続き、また、

人口減少・少子化等により今後の公共施設等の利用需要が

変化していくことが見込まれるところである。このような

状況を考えると、地方公共団体においては、公共施設等の

全体を把握し、長期的視点をもって更新・統廃合・長寿命

化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準

化するとともに、その最適配置を実現し、時代に即したま

ちづくりを行っていく必要がある。そのため、現在、地方

公共団体において、公共施設等の総合的な管理による老朽

化対策を推進することを目的として公共施設等の総合的な

管理による老朽化対策等を推進している状況である。16) 

特に、高度経済成長期を通して集中投資した都市公園事

業により、全国で約 10 万箇所（11.8 万 ha）の公園施設が

存在（平成22年度末時点）している。それら供用中の都市

公園のうち設置から30年以上経過したものが現時点で約3

割を占め、10年後には約6割に達する見込みとなっている。

このように、公園施設の老朽化が進む中で、財政上の理由

などで適切な維持補修、もしくは更新が困難な状況になっ

ている。8) 

そこで、国土交通省の「公園施設長寿命化計画策定指針

（案）」を参考に、地方公共団体が管理する公園施設につい

て、老朽化に対する安全性の確保や機能の維持、維持管理

に係る予算の縮減や平準化を図ることを目的として、公園

施設長寿命化計画を策定することとなっている。また、都

市緑地法の改正（平成29年）及び都市緑地法運用指針の改

正（平成30年）において、「都市公園の管理の方針」とし

て、人口減少に対応したコンパクトなまちづくりを進める

上で、「都市公園の統廃合や機能再編を検討する。」と記載

されている。しかし、このような状況において、今後の社

会変動を踏まえた長期的な視点による、都市公園の更新・

統廃合等についての具現化したプログラムは定まっていな

いことから、計画的に事業推進するための定量的で客観的

な判断基準の検討は大きな意義があると考えられる。 

1-2 研究の目的と背景 

以上を踏まえて、本研究では次の点を明らかにする。1

点目は、将来人口の変化への対応した都市公園の整備に向

けた基礎的分析方法の確立を目指すこと。2 点目は、長寿

命化計画、都市計画基礎調査等の既存のデータの活用によ

る一般的な統計解析による定量的かつ合理的な分析方法の

検討を目的とした。 

研究の視点としては、地域サービスとして大きな影響を

与えることになる公共施設である身近な公共施設である都

市公園を対象として、将来の各公園別の利用圏域人口の変

化を踏まえて、施設の再配置も視野に入れた更新・統廃合

について取り上げることとする。 

1-3 既往研究と本研究の特色 

公共施設の維持管理や再編に関する既往研究としては、

近年多く発表されている。例えば、西野１）は、全国の公共

施設の再編計画の先行例を抽出し、構成と検討項目の策定

方法に関する比較し、考察を行っている。公共施設と人口

動態に関する研究として、長岡ら２）は、自治体担当者の認

識に基づいた公共施設の維持管理において人口動態の変化

から生じる問題の予測及び対策について考察を行っている。

瀬田３）は、人口減少における公的施設の統廃合・再編計画

について都市計画マスタープランとの関係について考察し

ている。公共施設のマネジメントについて、永田４）は、公

共施設マネジメントに関する計画を対象として、目標や対

策の手法を整理し、先進的な自治体の取り組みを比較分析

している。 
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都市公園の管理運営に関して、関西５）は、現地調査から

公園施設の長寿命化を目指した公園施設のアセットマネジ

メントの必要性を考察している。公園の使い方として、番

場ら６）は、公園をネットワーク化した場合の公園の使い分

けの状況、規模による使われ方の違いについてアンケート

調査から考察している。都市公園の整備に関して、呉ら 7）

は、アンケート調査から空間特性と利用形態や満足度の変

動等の利用特性の関係性から再整備による効果及び影響を

明らかにしている。 

これらの研究は、公共施設全般及び都市公園の維持管理

及び公園の利用や再整備に関して、ヒアリング調査、アン

ケート調査、現地調査等に重点がおかれている研究であり、

定量的で合理的な研究が見られず、人口動態の変化を踏ま

えた定量的で合理的な公共施設の再整備の検討はされてい

ない。特に都市公園の存続や統廃合に関する研究はない。

本研究の新規性は、既存の長寿命化計画及び都市計画基礎

調査、将来人口推計等のデータを用いて、都市公園の利用

圏域の人口動態及び公園施設の状況を合わせて分析するこ

とにより、今後の都市公園の整備計画を定量的で合理的に

考える上で示唆を与える点にある。 

 

2． 事例調査 

2-1 相模原市の公園整備の概要 

1) 相模原市の概要 

今回調査対象とするのは、神奈川県相模原市である。現

在の相模原市は、平成18年に津久井町及び相模湖町、平成

19年に城山町及び藤野町と合併し、豊かな自然と都市環境

を併せ持った70万人を超える都市であり、平成22年に政

令指定都市に移行している。 

相模原市の人口ビジョンの将来人口の特徴として、2060

年の総人口は約 54.2 万人となり、平成 31 年のピーク時の

74％まで減少し、年少人口は5割強の減少、生産年齢人口

は4割減少となるが、高齢者人口は7割増加と想定されて

いる。 

2) 公園整備進捗の現状 

相模原市の都市公園は、表1のように現在608箇所（面

積 332.86ha）を設置し、また公園の設置状況としては、設

置箇所の多くを街区公園（550箇所）等の身近な公園（565

箇所）で全体の9割強を占めている。一方、設置面積につ

いてみると、多くを総合公園や広域公園等の大規模な公園

（180.70㎡）で全体の5割強を占めている。 

また、現状の公園・緑地の目標量として、地域制緑地に

おいては、確保目標量は現状維持とし、行政区域面積のう

ち、緑地確保目標量を22181haとしている。 

さらに、表2のように都市公園の市民一人当たりの整備

面積は、平成25年度（実績）では4.1㎡であるが、平成31

年度の整備目標としては 6.3 ㎡としている。なお、国土交

通省では、10㎡（市街地の都市公園の当該市街地の住民１

人当たりの敷地面積については5㎡）を標準としているこ

とや政令指定都市等計や全国計と比べると低くなっている。 

現在の都市計画公園の整備状況として、相模原市では、

表3のように186箇所、面積約385haの公園・緑地を都市

計画決定しており、このうち未着手の面積は約74haで決定

面積の約19％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4のように相模原市内の都市計画決定年代別に集計み

た未開設区域を含む公園・緑地の箇所数としては、「昭和

42年-昭和 51年」が約5割、「昭和52年-昭和 61年」が約

3割であることから、経過年数は「30年以上50年未満」経

過している公園が多いことが分かる。 

 未着手・未整備となっている原因としては、「①急斜面等

の大きな段差等の制約による技術的な課題」、「②近隣に特

別緑地保全地区等の地域制緑地、都市計画決定されていな

い都市公園や広場等の類似機能が存在していることによる

整備優先順位の低下」、「③土地区画整理事業区域内の都市

計画公園など、関連事業進捗の遅れ」、「④限られた予算で

は、優先順位が低い都市計画公園・緑地まで整備ができな

い」等があげられる。16) 

 以上のことから、相模原市では、都市計画決定後、長期

間・未整備となっている都市計画公園・緑地について、必

要性を検証し、「都市計画公園・緑地見直しの方針」を策定

作業中である。必要性の検討方法としては、上位計画の方

針と整合しているかを確認し、社会経済情勢の変化等を踏

まえ、機能を整理し、必要性を検証し、未着手区域の廃止

も含めて検討している。検討対象としたのは、11 箇所で、

検討の結果、存続は8箇所、一部廃止は3箇所であった。
16) 

表2 都市公園の整備目標 

平成20年度
平成25年度
（実績）

平成31年度

目標水準(㎡/人) 3.6 4.1 6.3
整備面積(ha) 252.6 295.1 459.9

706319 717436 726920

人口一人当た
りの目標水準

項目

人口規模(人)

表3 都市計画公園・緑地の都市計画年代別の状況 

（平成29年6月末時点） 

箇所数 面積(ha) 箇所数 面積(ha)
街区公園 156 26.93 10 1.76 93.5
近隣公園 9 15.2 1 0.4 97.4
地区公園 2 9.8 1 0.1 99.0
総合公園 5 103.9 2 31.4 69.8
運動公園 2 29.2 0 0.0 100.0
広域公園 1 95.1 1 20.1 78.9
墓園公園 1 16.0 1 1.0 93.8
墓地公園以外の
特殊公園

5 25.3 2 4.7 81.4

その他 緑地 5 63.7 4 21.3 66.6
計 186 385.13 22 80.76 79.0

大規模な公
園・緑地

特殊公園

規模 種別
都市計画公園・緑地

未開設区域を含む
公園・緑地

面積に着
目した整

備率

小規模な公
園・緑地

表1 相模原市の都市公園の設置状況 
規模 種別 箇所数 面積(ha)

街区公園 550 46.67
近隣公園 12 18.71
地区公園 3 12.24
計 565 77.62
総合公園 5 73.82
運動公園 2 29.2
広域公園 1 77.68
計 8 180.70
風致公園 2 12.43
歴史公園 3 9.52
墓地公園 1 15
計 6 36.95
都市緑地 22 24.54
緑道 6 12.8
広場公園 1 0.25
計 29 37.59

合計 608 332.86

特殊公園

その他

身近な公
園

大規模な
公園
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3) 公園マネジメントの課題 

公園の管理運営の面から課題を整理すると、次のように

なる。17) 

①公園施設に関する適切な管理：設置から30年以上経過し

た公園（箇所数37％、面積35％）が占めている。公園施

設の老朽化への対応が必要である。 

②利用者のニーズへの対応：公園の利用距離が遠い、遊具

等の施設内容が設置当時のままであり、現在の利用者ニ

ーズにあっていないため、的確な利用者ニーズへの対応

が必要である。 

③多様な主体と連携による公園の管理運営：効率的で効果

的な公園の管理運営を進めるためには、住民、地域団体、

事業所等の多様な関係者との連携が重要であり、連携を

図るための仕組みづくりが必要である。 

④公園の適正利用の促進：ごく少数の利用者による公園の

本来の利用目的が損なわれていることが生じているため、

利用者モラル向上への取り組みが必要である。⑤要望等

の傾向の把握：要望等を的確に把握し、管理運営の方針

等に反映させることが必要である。 

4) 公園マネジメントの概要 

上記の課題を踏まえ、相模原市では平成29年に「相模原

市パークマネジメントプラン」を策定している。この計画

の中で、公園整備に関する方針として、公園の適正配置の

推進を示している。具体的な取り組みとして、①公園が不

足している地域への公園の適正配置の推進、②まちづくり

関連の事業により設置される公園の適正配置の推進、③公

園の統廃合の検討が考えられており、公園の適正配置と統

廃合の検討は重要な政策テーマであることがわかる。 

2-2 分析手法 

2-1 のように、市内に長期未整備公園が存在し、さらに

その廃止を検討する状況であること、さらに公園マネジメ

ントにおいて、適正配置や統廃合の検討の必要性が高まっ

ていることから、統廃合に向けた定量的かつ合理的な検討

方法が求められていることが分かる。そのため、本研究の

利用者人口の変化や公園施設状況の要因から検討すること

は、客観的に社会的ニーズを満たす方法であると考える。 

図1に分析フローを示す。「データの入手及び補正」では、

市集計による中ゾーン別将来人口及び都市計画基礎調査等

の利用データの入手及び補正を行った。次の「将来の利用

圏域人口からみた公園整備の特性分析」では、GIS を用い

て、住居系建築物のみを抽出し、市集計による中ゾーン別

内の人口と住居系建築物の延べ床面積から各居住系建築物

に現在及び将来の人口を案分推計し、これらを対象として、

表5のように公園別の利用圏域を設定し、圏域内の人口の

将来変化について統計量（標準偏差）を用いて分類を行っ

た。9) 

なお、地区公園、総合公園、運動公園、風致公園、歴史

公園に関しては、箇所数が少ないことから、集計上、「地区

計画等」として一つのグループとして分析を進めた。 

次に「公園施設から見た公園整備の特性分析」において、

対象とした公園施設は表6に示すとおりである。15) 

集計にあたり、近隣公園や地区公園等と街区公園とでは、

施設内容や数量が大きく異なる特徴が見られた。これは、

街区公園の敷地面積が小規模であることから、必要最低限

の公園施設しか配置できないなどの制約があるためである。

そのため、街区公園については、利用圏域内の現在及び将

来の人口変化からのみで判断することとした。なお、相模

原市公園施設長寿命化計画に示す通り、市内には、608 箇

所の都市公園が存在しているが、市が実施した公園施設長

寿命化計画での対象公園で、他関連資料（県資料等）との

整合が取れた169箇所を対象に研究を進める。内訳は、街

区公園148、近隣公園9、地区公園2、総合公園4、運動公

園2、風致公園2、歴史公園2である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4 未開設区域を含む都市計画公園・緑地の都市計画決

定年代別の状況（平成29年6月末現在） 

相模原
市

県立公園・
緑地

昭和31年以前 60年以上 1 1 1
昭和32年-昭和41年 50年以上60年未満 4 0 0
昭和42年-昭和51年 40年以上50年未満 84 4 0
昭和52年-昭和61年 30年以上40年未満 53 4 1
昭和62年-平成8年 20年以上30年未満 23 6 2
平成9年以降 20年未満 21 7 0
計 186 22 4

未開設区域を含む箇
所数

都市計画決定年 経過年数 箇所数

図1 分析フロー 

(1) 
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 よって、「公園施設から見た公園整備の特性分析」におい

ては、近隣公園や地区公園等について分析を進めた。（近隣

公園9箇所・地区公園等12箇所） 

施設健全度の判定(2)は、国土交通省の長寿命化計画に基

づいて、表7のように設定している。 

評価Aは緊急の補修の必要はないため、日常の維持保全

で管理するもの。B は緊急の補修の必要性はないが、維持

保全での管理の中で、劣化部分について定期的な観察が必

要なもの。C は現時点では重大な事故につながらないが、

利用し続けるためには部分的な補修、もしくは更新が必要

なもの。Dは重大な事故につながる恐れがあり、公園施設

の利用禁止あるいは、緊急な補修、もしくは更新が必要な

ものである。 

 

 

 

 

 

 

公園施設長寿命化計画のカルテは、公園概要と施設一覧

及び評価の2調書からなっている。このカルテに記載され

ている施設に対する評価データを統計処理することにより

分類を行い、2 次元散布図を作成し、グルーピングした結

果をもとに考察を行った。分析対象である各公園に設置さ

れている施設について、表8に示す評価ランクが明記され

ているデータを用いて、対応分析法である数量化三類にて

2 つの軸（合成変量）を算出し、分析対象を分類すること

により考察を行った。 

2-3 分析結果 

1) 将来の利用圏域人口からみた公園整備の特性分析 

 (1) 公園別利用圏域人口の推計 

  ①住居系建築物別人口集計 

GIS を用いて、住居系建築物のみを抽出し、中ゾーン別

内の人口と住居系建築物の延べ床面積から各居住系建築物

の現在及び将来（平成42年、平成72年）の人口を案分推

計した。 

  ②公園別利用圏域の設定 

GIS を用いて公園種別（街区公園 148 箇所・近隣公園 9

箇所・地区公園等12箇所）に設定した誘致圏距離（半径）

のバッファを発生させた。 

  ③公園別利用圏域人口の推計 

表8のようにバッファ内の居住系建築物の現在及び将来

（平成42年、平成72年）の案分人口を集約し統計解析を

行った。 

 

 

 

 

 

 (2) 将来の利用圏域の人口構成の変化から見た公園整備

の特性分析 

  ①統計量からみた公園別利用圏域人口の分析 

統計量として標準偏差（σ）を用いて表9のように類型

化を試みた。各公園の利用圏域内の人口の集計として、年

少人口、生産年齢人口、老年人口の3区分を対象とし、「＋

σ超」、「‐σ以上+σ未満」、「‐σ未満」に分けて、各デ

ータ群の特徴を見た。その際、公園利用者の特性を考慮し

た場合、子育て世代（年少人口）や高齢者世代（老年人口）

が主となり、生産年齢人口には影響がないと判断し、分析

の対象から除外した。 

なお、集計後の区分名称として、年少人口は子育て世代

に関連するため、「子育て世代」とし、老年人口は「高齢者

世代」とし、分析の考察を分かりやすくするため、標記上

名称を統一した。 

 ②利用圏域人口から見た特性の整理 

各公園の人口の状況から特徴を整理すると下記のように

なった。 

「＋σ超」は、『子育て世代と高齢者世代の要素が高い公

園』であると設定した。（街区公園5箇所、近隣公園1箇所、

地区公園等2箇所） 

「-σ以上+σ未満」は、年少人口の構成が高い場合は『子

育て世代の要素が高い公園』（街区公園16箇所、近隣公園

1箇所、地区公園等1箇所）、老年人口の構成が高い場合は

『高齢者世代の要素が高い公園』（街区公園23箇所、近隣

公園1箇所、地区公園等1箇所）、年少人口から老年人口の

構成へ変化する場合は『子育て世代から高齢者世代に変わ

る公園』（街区公園2箇所）、変化が大きく見られない場合

は『子育て世代と高齢者世代が均衡している公園』（街区公

園70箇所、近隣公園4箇所、地区公園等5箇所）とした。 

「-σ未満」は、『年少人口と老年人口の要素がともに低

い公園』とした。（街区公園32箇所、近隣公園2箇所、地

区公園等3箇所）なお、この分類に位置づけられる公園は、

人口要素から見ると利用が見込めないことが考えられるた

表7 公園施設の判定基準 
評価

ランク
判定基準

A 全体的に健全である。

B
全体的に健全だが、部分的に劣化が進行
している。

C 全体的に劣化が進行している。
D 全体的に顕著な劣化が見られる。

E
設備がないまたは、教養施設のため評価
対象外

公
園
施
設
の
健
全
度

表8 公園面積からの検証結果 

（鶴の台公園・鹿島台公園の例） 

H27 H42 H72
鶴の台公園 242,111 4,861 4,908 4,103
鹿島台公園 240,272 4,027 4,417 4,370
合計 102,528,068 748,138 730,681 547,620

案分人口
公園名称 圏域面積(㎡)

表6 評価対象施設 
種類 主な施設

園路広場 園路、広場、階段、傾斜路、橋

修景施設
池、水路、流れ、噴水、花壇、トレリス、日陰だ
な、彫像、オブジェ、モニュメント、石組

休養施設
休養所（四阿・パーゴラ・シェルター）、ベンチ、
スツール、野外卓

遊戯施設
ブランコ、すべり台、鉄棒、ジャングルジム、複合
遊具、砂場、健康器具、バネ遊具、ラダー、シー
ソー 等

運動施設
テニスポスト、サッカーゴール、グラウンド、バッ
クネット、テニス場、軟式野球場、スポーツ広場 等

教養施設 遺跡、古墳、記念碑、野鳥観察デッキ

便益施設
駐車場、駐輪場、手洗い場、足洗い場、水飲場、時
計台、便所

管理施設
案内板、制札版、掲示板、注意板、園名石、柵、
扉、手すり、門、園内灯、分電盤、管理事務所、倉
庫、設備類 等

その他 展望塔

※風致公園、歴史公園は面積規模により上記区分に編入 

表5 公園種別の誘致件距離の設定 
種類 面積 誘致圏距離

街区公園 0.25ha 250m
近隣公園 2.0ha 500m
地区公園 4.0ha 1.0km
総合公園 10-50ha 1.0km
運動公園 15-75ha 1.0km
広域公園 50ha 1.0km

- 192 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.17, 2018年 8月 

Reports of the City Planning Institute of Japan, No.17, August, 2018 

 

 
 

め、『統合・廃止優先度が高い公園』であると設定した。 

これらを整理すると、特徴的なのは、『子育て世代と高齢

者世代の要素が高い公園』が8箇所、『高齢者世代の要素が

高い公園』が25箇所、『子育て世代から高齢者世代に変わ

る公園』が2箇所であり、高齢者への対応が確実に求めら

れるのは、35 箇所ある。また、『統合・廃止優先度が高い

地域』が37箇所になることがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 公園施設から見た公園整備の特性分析 

数量化三類にて抽出した 2 つの合成変量の値をもとに 2

次元散布図を作成し、グルーピングを行い考察した結果を

述べる。理論的には、算出された固有値と累積寄与率の値

で固有ベクトルから軸の意味付けを行うことが求められる。

しかし、今回は説明変数が多数あることと、分析の目的が、

分類し、個々のグルーピングの妥当性を元データ(公園施設

の判定基準)に戻って判断し考察することとしたため、特に

軸の意味付けは行わなかった。 

近隣公園では、図2のように4つのグループに分けるこ

とができた。 

A グループ（1 箇所：相模大野中央公園）は、周辺の立

地施設の状況として、学校が複数存在していることから、

教育施設との連携した活用が考えられるが、現状での公園

施設の状況として、良い評価と悪い評価が混合している。

平成 72 年までに人口が大幅に増加することも想定されて

いることから、機能特化した施設整備や管理運用により拠

点性が高まると考えられる公園。 

B グループ（5 箇所：相模台公園・林間公園・当麻山公

園・橋本公園・原宿公園）は、公園施設の状況として、比

較的良好な評価であり、周辺の立地施設の状況として病院、

学校、グランド、農地、公園等が立地している。病院や学

校等との連携や、近隣公園とのネットワーク化も視野に入

れた、機能特化した施設整備等による拠点性が高まると考

えられる公園。 

C グループ（1 箇所：小山公園）は、公園施設の状況と

して、比較的悪い評価が多く、周辺の立地施設の状況とし

て比較的小規模な公園やまとまった農地の分布も見られる。

これら周辺の公園とのネットワーク化や農地との連携を視

野に入れた、機能特化した施設整備等による拠点性が高ま

ると考えられる公園。 

Dグループ（2箇所：しおだテクノパイル公園・緑が丘2

丁目公園）は、周辺の立地施設の状況として、戸建て住宅、

大規模な公園、比較的まとまった農地等が存在している。

公園施設内容としては、良好な物も存在している。しかし、

大規模な公園等の利用圏域の重層化や人口減少による影響

等から将来的には統廃合が考えられる公園。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区公園では、図3のように5つのグループに分けるこ

とができた。 

A グループ（3 箇所：淵野辺公園・相模原北公園・勝坂

歴史公園）は、ある程度整備され公園施設の評価や公園の

代表評価も高く、周辺に公園・緑地等が存在しているが、

周辺の立地施設の状況から個々の公園に特色を設定すれば、

拠点性が高まると考えられる公園。 

B グループ（3 箇所：鹿沼公園・横山公園・相模原麻溝

公園）は、ある程度整備されているものの評価が低い公園

で、周辺に公園・緑地等が存在しているが、周辺の立地施

設の状況から個々の公園に特色を設定すれば、拠点性が高

まると考えられる公園。 

C グループ（1 箇所：道保川公園）は、ある程度されて

いるものの評価が低い公園で、周辺に公園・緑地等が少な

い公園。 

D グループ（2 箇所：古淵鵜野森公園・史跡勝坂遺跡公

園）は、ある程度整備され公園施設の評価や公園の代表評

価も高いが、周辺に公園・緑地等が少ない公園。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 公園別の統計解析による固有ベクトルの分布 

（近隣公園） 

A ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

B ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

C ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

D ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

図3 公園別の統計解析による固有ベクトルの分布 

（地区公園等） 

A ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

B ｸﾞﾙｰﾌﾟ C ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

D ｸﾞﾙｰﾌﾟ E ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

地区
公園

総合
公園

運動
公園

風致
公園

歴史
公園

計

+σ超
子育て世代と高齢
者世代の要素が高
い公園

5 1 1 0 1 0 0 2 8

子育て世代の要素
が高い公園

16 1 0 0 0 1 0 1 18

高齢者世代の要素
が高い公園

23 1 0 0 1 0 0 1 25

子育て世代から高
齢者世代に変わる
公園

2 0 0 0 0 0 0 0 2

子育て世代と高齢
者世代が均衡して
いる公園

70 4 1 2 0 0 2 5 79

-σ未満

子育て世代と高齢
者世代の要素がと
もに低い公園（統
合・廃止優先度
が高い公園）

32 2 0 2 0 1 0 3 37

148 9 2 4 2 2 2 12 169

-σ以上
+σ未満

特性

合計

箇所数

街区
公園

近隣
公園

合計
地区公園等

表9 人口構成の変化から見る公園の特徴 
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E グループ（3 箇所：相模川自然の村公園・津久井又野

公園・相模湖林間公園）は、周辺の立地施設の状況として、

市街地から離れた自然環境豊かな環境にある比較的規模の

大きな自然体験系の公園である。公園施設内容としては、

良好な物も存在している。しかし、利用者圏域内の人口が

少なく、今後の人口減少による影響等から将来的には統廃

合が考えられる公園。 

 

3． まとめ 

本研究によって得られた知見並びに考察をまとめる。 

①標準偏差を用いた将来人口の変化の分析で活用及び統廃

合を検討すべき公園の候補を明らかにすることができた。 

対象とした169公園のうち、既存の公園施設として機

能特化を図りながら、今後も活用する公園は、132 箇所

（約8割）、統合や廃止を検討すべき公園は37箇所（約

２割）であった。特徴としては、街区公園の統合や廃止

を検討すべき公園が32箇所と多く見られていた。これは、

将来人口の変化の他に近隣の比較的規模の大きな公園と

の利用圏域の重層化等の要因も考えられる。 

②公園施設評価を多次元尺度法にて抽出した合成変量によ

る2次元散布図による周辺の立地施設等から活用及び統廃

合を検討すべき公園を明らかにした。 

近隣公園と地区公園等で分析を進め、2 次元散布図に

よるグループ化において、公園施設カルテの評価及び周

辺立地状況を踏まえて分析した結果、統廃合を検討すべ

き公園の候補は、上記の①標準偏差を用いた将来人口の

変化の分析での統廃合を検討すべき公園の候補と同じ結

果となった。 

分析結果の詳細について、今後も活用が可能となる公

園の根拠としては、学校、医療施設、高齢者施設等の周

辺立地施設との連携等を踏まえた、公園施設整備を進め

られることがわかった。また、統廃合を検討すべき公園

として、近隣公園、地区公園等で、それぞれ、2箇所、3

箇所であったが、これらは、将来人口変化の他に比較的

規模の大きな公園との利用圏域の重層化等の要因である

ことがわかった。 

今回の分析で、将来の人口構成の変化による公園の整備

に関して、利用者層の変化に応じた施設内容への対応が必

要な公園箇所数の推計及び将来人口の変化に基づく公園の

統廃合の箇所数の推計の方法の基礎的研究を行った。 

特に、利用者の年齢層の変化とともに、公園の周辺立地

環境（学校、医療施設、高齢者施設等）から機能特化によ

る公園の拠点化への可能性があること、また、今後の財政

費用の軽減が迫られる中、公園の統廃合による他の公共用

地への転用や公共事業の種地となる可能性も考えられるこ

とから、今後の公園整備の集中と選択の実効性を高める実

務的な手法の提案として、長寿命化計画、都市計画基礎調

査等の既存のデータの活用による一般的な統計解析による

定量的かつ合理的な分析方法の検討をすることができた。 

なお、今回の研究は公園整備に関する基礎的研究であり、

今後の研究課題として、実際の公園の廃止・統合に関して

は、利用者ニーズを充分に把握しながら検討することが必

要不可欠になることから、今回の分析方法に利用者ニーズ

等を踏まえた研究を行い、より実効性の高い方法の確立を

行うことである。 
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