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首都圏郊外住宅地における近年の空閑地の変化と実態

−千葉県柏市のケーススタディ−

Current changes and status of vacant lot in residential community of Greater Tokyo Area 

: Case study in Kashiwa City, Chiba Prefecture 
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This study aims to identify the latest situation of vacant lots in residential community of the Greater Tokyo Area， 
where the population is about to decline. By having Kashiwa City as a case study, the authors identified the current 
number and distribution of vacant lots by the inventory survey. Then we compared them with the result of the past 
survey conducted in 2011. One of the results shows that the vacant lots cultivated as a garden in 2011 are not subject 
to development, while others tend to turn to housings. 
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1．研究の背景と目的 

	 人口減少社会において，宅地需要の低下により空閑地の増加が

予測されている．人口増加時代には，多くの場所において住宅需

要が高く，空閑地は短期間しか残存せず，すぐに住宅が建てられ

てきた．一方で，人口減少時代においては，住宅需要が高い地域

では，空閑地は短期間しか残存せず，すぐに住宅が建てられるが，

需要が低い地域では，長期間残存するなど，ひとつの都市の中で

も，空閑地の利用・残存が場所によって異なる可能性がある．ま

た残存する空閑地についても，管理が行き届かず周囲に不の外部

経済をもたらすものがある一方で，近隣住民による菜園利用等の

ように有効に活用されるものもある．今後の都市構造の再編を考

える上で，このような宅地需要と関わりが強い空閑地に着目し，

近年の空閑地の実態を解明することは，今後の人口減少期の都市

計画に対して重要であると考える． 
	 空閑地の実態解明に関する研究は，東京都心や地方都市，大都

市郊外部など様々な地域や年代を対象に行われてきた 1) 2) 3)．また，

これらは，対象とする地域のスケールも大きく異なり，地区レベ

ルの範囲を対象とする研究 4) から，市レベルの範囲を対象とす

る研究 2) 3)まで存在する．今後の急速な高齢化に伴う空閑地の実

態は，各都市各地域において異なる可能性が示されており 5) ，

とりわけ高齢者世帯が多く，今後急速な世帯の減少が予想される

首都圏郊外の自治体においては，さらなる研究の蓄積が必要であ

る．また，菜園利用が行われている空閑地に関する研究は，現地

確認が必要であることから，都市スケールで菜園利用空閑地の実

態を明らかにした研究は少ない 6) 7) ．鈴木（2012）6) は2011年に

大都市郊外住宅地である千葉県柏市において，菜園利用空閑地を

都市スケールで調査しているが，1時点における数と分布の調査
に留まっており，詳細な実態を把握するためには変化の動向を調

査する必要があると考える．原田・椿（2018）7) は福井市市街化

区域内で1995-2015年に菜園化された空き地に着目し，分布特性

（地価・駅からの距離）や利用者の実態を明らかにしており，ま

ちなかにおける菜園利用の実態を読み解く示唆を与えている． 

	 以上より本研究では，人口減少黎明期にある首都圏郊外住宅地

を対象に，空閑地を未利用空閑地と菜園利用空閑地に分類し，1) 

2011年時点の空閑地の近年の変化（2011年時点に未利用空閑地

または菜園利用空閑地だった敷地の2019年時点の状態の比較）
と，2) 2019年現在の空閑地の最新実態（2019年現在，未利用空

閑地または菜園利用空閑地である敷地の数や分布，過去の土地利

用から見た特徴）を明らかにすることを目的とする． 

2．研究の方法 
2-1．研究対象地 

本研究では，都心から約30km圏に位置する千葉県柏市の住居

系用途地域（第一種低層住居専用地域，第二種低層住居専用地域，

第一種中高層住居専用地域，第二種中高層住居専用地域，第一種

住居地域，第二種住居地域，準住居地域）の内，近年の著しい開

発により土地利用の変化が顕著なつくばエクスプレス線沿線を

除く区域を研究対象地とした（図 1）．柏市は，都心から 30km

圏内にある人口430,087人（2020年現在），総面積約11,474haの
中核市である． 1960年代ごろから東京のベッドタウンとして宅

地開発が進められ，急激な市街化が進展した．総人口は戦後から

一貫して増加傾向にあり，特に2005年の柏の葉キャンパス駅の
開業の影響で，2005年から2010年にかけて高い人口増加率を記

録した．近年では人口増加率は低下してきており，2025 年に総
人口がピークを迎え，その後，緩やかに減少する見込みである
7)．また，2010年から 2015年にかけての柏市の人口増加率は町

丁目ごとに異なり，人口が増加した町丁目と減少した町丁目が混

在している．現在，柏市は立地適正化計画に基づき都市機能誘導

区域と居住誘導区域を画定しており，居住誘導区域の面積は市街

化区域の約80％の4,378haである 8) ． 
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	 なお本研究の対象地は鈴木（2012）6) の対象地と同様であり，

本研究の調査は同研究との比較が可能である．  

 

図1：研究対象地	

	

2-2． 本研究における空閑地の定義 

	 本研究では未利用空閑地を，「住宅地内にある非建蔽の土地で，

菜園，駐車場・資材置き場などの利用が行われていない敷地」と

し，菜園利用空閑地を，「住宅地内にある非建蔽の土地で，農作

物や花卉の栽培等が行われている敷地」とした．本研究で扱う未

利用空閑地，菜園利用空閑地の例を図2に示す． 
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図2：未利用空閑地（上）および菜園利用空閑地（下）の例	

 

2-3．研究方法 
1) 2011年時点の空閑地の近年の変化 

	 鈴木（2012）6)によれば，研究対象地において2011年時点に未

利用空閑地および菜園利用空閑地であった敷地は，1801 件存在
する．そのすべてに対して，2019年3月から10月にかけて悉皆

調査を行い，目視で土地の状態を確認し，写真撮影を行った上，

ArcGIS Onlineを用いて位置情報も含めて記録した．2019年現在

の土地の状態は，調査で確認された「建物利用」「未利用空閑地」

「菜園利用空閑地」「その他利用空閑地（駐車場，資材置き場）」

の4類型に分類した．未利用空閑地および菜園利用空閑地の変化

については，図 3 の通り,それぞれ整理し集計を行った．また，

集計した空閑地の分布について，地理的な傾向を確認した上，変

化を規定する要因のひとつと考えられる最寄駅からの距離につ

いて計算し，分類ごとに集計した．空閑地の分布の傾向確認およ

び最寄駅からの直線距離の計算は，ArcGIS10.6を用いて行った． 
 

  
図3：2011年の空閑地の変化パターン分類（2019年の状態別）	

 

2) 2019年現在の空閑地の最新実態 
	 2019 年時点の空閑地の実態を把握するために，対象地内の悉

皆調査により,すべての未利用空閑地および菜園利用空閑地につ

いて目視確認，写真撮影，またArcGIS Onlineで位置情報を記録
した．また，確認した空閑地の2011年時点の状態を，鈴木（2012）
6)のデータと空中写真（2010年 6月撮影）を参照して把握した．

2011年時点の状態は，「建物利用」「樹林地・田畑」「菜園利用空
閑地」「未利用空閑地」「その他利用（駐車場，資材置き場）」の

5分類とし，未利用空閑地と菜園利用空閑地を過去の状態に基づ
き分類した（図 4）．また，集計した空閑地の分布については，

1)と同様に最寄駅からの距離について計算し，分類ごとに集計，

比較した．空閑地の分布の傾向確認および最寄駅からの直線距離

の計算は，ArcGIS10.6を用いて行った． 

	

  
図4：2019年の空閑地の分類（2011年の土地の状態別）	

 
3．2011年時点の空閑地の近年の変化 

3-1．変化のパターンと量・割合 
	 2011 年時点で未利用空閑地だった 1574 件の敷地について，

2019 年にどのような土地利用に変化しているか集計を行った．

その結果，「建物利用」が最も多く（839件, 53.3％），次いで「残
存」が521件（33.1％）, 「菜園利用空閑地」が157件（10.0％）,

「その他利用空閑地」が57件（3.6％）と続いた．また菜園利用

空閑地 227 件について同様に集計した結果，「残存」が 165 件
（72.7％）で最多であり,「建物利用」（41件, 18.1％），「未利用空
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閑地」（15件, 6.6％）,「その他利用空閑地」（6件, 2.6％）の順と

なった（図5）． 
 

 
図5：	2011年時点の未利用空閑地および菜園利用空閑地の2019

年の状態	

 

未利用空閑地と菜園利用空閑地の変化を比較すると，菜園利用

空閑地は「残存」が約7割を占めた一方，未利用空閑地では約3

割に留まっていた．このことから，一度菜園利用された敷地は，

そのまま菜園として利用され続ける傾向にあると言える．その理

由として，そもそも菜園利用を目的として敷地が購入され利用さ

れている場合があること，住宅用地として売却しにくい敷地で菜

園利用が行われている傾向があること等が考えられる．前者につ

いては，鈴木（2012）6) による 2011年時点の調査によりそうし

た事例があることが確認されており，コスト（土地取得費用と毎

年の固定資産税）次第で複数敷地を所有・利用する居住者も一定

数存在していると予想される．後者については，敷地面積が大き

く土地価格が高い（あるいは狭すぎて居住快適性に欠ける），最

寄駅から遠く利便性が悪いといった敷地の形状や立地に関する

要因と，スーパーなどの生活利便施設が周囲に不足している，周

囲の居住者がおしなべて高齢化しており子育て世代が入居しに

くいといったコミュニティの特徴に起因する要因との両者が考

えられるが，本研究ではこうした複合的な要因を踏まえた分析を

行うには至っていない．「未利用空閑地と菜園利用空閑地とで不

動産売却上の有利不利が存在するか？」については，今後の検証

が必要である． 

 

3-2． 変化のパターンごとの分布 
	 2011年時点の未利用空閑地の分布を，2019年の変化のパター

ン別に図6に示した．これをみると，市街化区域の辺縁部におい

て，建物利用に変化した敷地がまとまって分布している箇所が複 
数みられる．そこで，変化のパターン別に最寄駅からの距離を計

算したところ，図7のように，「建物利用」は「残存」と比較し
てやや最寄駅から離れた場所に立地している傾向が見られた．こ

うした傾向は地域によって異なる可能性があるため，「建物利用」

と「残存」のパターンに絞り，最寄駅別に距離を集計したところ，

図 9 のような結果が得られた．距離の平均値（図中の×）を見

てみると，駅から離れた場所で空閑地の「建物利用」が進み，相

対的に近い場所で「残存」している地区（JR 南柏駅・柏駅・北
柏駅，東武アーバンパークライン逆井駅・高柳駅）が多くを占め

る一方，逆の傾向を示すか，「建物利用」と「残存」とのあいだ

にあまり差が見られない地区（東部アーバンパークライン豊四季

駅，増尾駅）も存在していることが分かる．このように最寄駅ご

とに傾向が異なる理由は，駅周辺の開発の時期の違いなどによる

ものと考えられる．駅からやや離れた場所で未利用空閑地の「建

物利用」が進んでいることについては，現地踏査時に確認した限

り，市街地縁辺部の生産緑地や山林（雑木林）が転用され，比較

的まとまった敷地が住宅地として造成されるケースが多かった．

今後，大きな世帯数の増加が見込めないなかで，縁辺部の開発が

進み，一方で相対的に駅に近い場所で空閑地が残存する傾向は，

コンパクトシティ政策のねらいからは逆行しており，留意する必

要がある． 

	 一方，菜園利用空閑地の変化については，未利用空閑地のそれ

とやや異なっており，図7と図8の「建物利用」を比較しても，

駅に相対的に近い菜園利用空閑地で「建物利用」が進んでいるこ

とが分かる．未利用空閑地と菜園利用空閑地とでは動態が異なっ

ている可能性があり，今後，そのメカニズムを含めて理解を進め

る必要がある． 
 

 

図6：2011年時点の未利用空閑地の分布 
（2019年の変化のパターンにもとづく） 
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図7：2011年時点の未利用空閑地の最寄駅からの距離	

（2019年の変化のパターン毎に集計）	

 

図8：2011年時点の菜園利用空閑地の最寄駅からの距離	

（2019年の変化のパターン毎に集計）	
	

 

図9：2011年時点の未利用空閑地の最寄駅からの距離	

(2019年に「建物利用」もしくは「残存」に変化したものに限り，

最寄駅別に集計．括弧内数値は敷地数)	

 
4．2019年現在の空閑地の最新実態 

4-1．2011年時点との比較からみた2019年現在の空閑地 

	 表1に2019年現在の未利用空閑地および菜園利用空閑地の件
数と面積，さらに2011年との比較を示した．2019年現在の未利

用空閑地は 1,064件で，総敷地面積は 19.9haであった．2011年
時点の未利用空閑地は1,574件で，総敷地面積は27.1haであった

ため，未利用空閑地の数および面積は共に減少している．また，

2019 年現在の菜園利用空閑地は 413 件で，総敷地面積は 5.2ha
であった．2011年時点の菜園利用空閑地は 227件で，総敷地面

積は4.1haであったため，菜園利用空閑地の数および面積は共に

増加している． 
	 2019年現在の未利用空閑地の総量が，2011年時点に比べて減

少していた理由として，2011 年までにまとまった宅地造成によ

り未利用空閑地が発生していた可能性が考えられる．柏市の人口

増加率（1）が比較的高かった 2011 年以前に,樹林地や農地の転用

により一団の住宅地造成が進んだことで，2011 年時点では多く

の空閑地が発生していたが，その後住宅の建設が進んだと考えら

れる．一例として，縁辺部で未利用空閑地の住宅化が起こった地

域を図10に示す. 

また，2019 年現在の菜園利用空閑地が増加していた理由とし
て，高齢者の増加が一因として考えられる．雨宮ら（2012）9) は，

千葉県柏市において年齢層と農作物栽培活動との関連を明らか

にしており，年齢層が高まることに伴い，「家の庭やプランタで

の野菜作りをすでに行っている」や「貸し農園での野菜作りをす

でに行っている」と共に「空き地での野菜作りをすでに行ってい

る」人の割合は，増加傾向にあると示している．2018 年現在柏

市の高齢化率は25.6％と，2010年時点の高齢化率（19.9 %）より

も高くなっており，高齢者の増加に伴い菜園活動が活発化してい

ることが予想される（2）． 

 

 
図10：一団の住宅開発により生じた未利用空閑地の消滅例	

（赤線は,敷地境界）	

 

表1：2019年の空閑地の件数・面積と2011年との比較 

 
*2011 年の菜園利用空閑地の件数について，分筆前の敷地をひとつ大きな空閑
地と捉えてカウントしている箇所があり，件数が少なくなっている．従って単
純比較が難しく，変化率の計算も行っていない． 

 
4-2． 2019年における空閑地の2011年の土地の状態 

	 2019年時点の未利用空閑地について，2011年の土地の状態別

に集計した（図11）．その結果，2019年の未利用空閑地1064件
の内，最多は2011年時点で未利用空閑地（変化なし）で521件

（49.0％），次いで建物利用が357件（33.6％），161件（15.1％）
が樹林地・田畑，菜園利用空閑地（15件, 1.4％）,その他利用空
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閑地（10件, 0.9％）と続いた．2019年現在の未利用空閑地は，

その5割が過去も未利用空閑地であり，約3割が建物利用されて
いた．また，1割強ほど，過去は樹林地・田畑であった空閑地も

存在する．もともと建物利用されていた空閑地と，樹林地や田に

由来しこれから建物利用される空閑地とでは，今後の利用動向が

異なると考えられ，研究対象地においては，そうした意味合いが

異なる未利用空閑地が同時に存在していることが明らかとなっ

た． 
	 同様の集計を菜園利用空閑地に対しても行ったところ（図11），

2019年に菜園利用空閑地であった 413件の内，菜園利用空閑地
（変化なし）が165件（40.0％），未利用空閑地（157件, 38.0％）, 

建物利用が91件（22.0％）だった．2011年時点で樹林地・田畑，

もしくはその他利用空閑地（駐車場・資材置き場）だった敷地は

見られなかった．もともとの菜園利用空閑地と未利用空閑地がほ

ぼ同じ割合だったことから，現在の菜園利用空閑地は長期にわた

り菜園利用が継続する場合と，未利用空閑地の有効活用手段とな

っていると推察される．原田・椿（2018）7)は菜園利用者の多く

が高齢者であり，20 年以上の長期にわたって利用する傾向があ
ること，また土地を所有しておきたい地権者にとって，空地の暫

定的な活用方法として菜園利用が土地管理と固定資産税軽減等

のメリットがあることを指摘している．柏市においても，菜園利

用空閑地の動向にはこれらの要因が関連している可能性があり，

今後菜園利用者への詳細な調査を行うことで，特に未利用空閑地

の菜園転用に有効な施策を検討することが期待できる. 
 

 

図11：2019年の未利用空閑地および菜園利用空閑地の2011年時

点の土地の状態	

 
4-3． 過去の土地の状態別の空閑地分布 

	 2019年の未利用空閑地について，2011年に「建物利用」「樹林

地・畑」であったものに絞り，その分布を図12に示した．また，
それらの最寄り駅からの距離を図13に示した．これらを見ると，

2011 年に建物利用されていた未利用空閑地が相対的に最寄駅の
近くに分布し，樹林地・田畑であったものは相対的に遠くに分布

していることが分かる．2011 年時点で樹林地・田畑だった未利

用空閑地は，2011年以降,主に駅から離れた場所で新たに宅地造
成を行ったことで発生したことが影響していると考えられる．ま

たこれらの未利用空閑地は，現在住宅地として販売されているも

のが多いと予想され，今後建物利用される可能性が高い． 
	 一方，2011年に建物利用されていた未利用空閑地は，樹林地・

田畑だったものに比べて，相対的に駅の近くに分布している．一

度建物利用された空閑地が続けて建物利用されるか否かは，空閑

地の形状や周囲のコミュニティの状況によると考えられ，すぐに

建物利用されない空閑地も含まれることが予想される．そうした

場合，将来的に，駅から離れた場所で開発が進み，それよりも近

い場所では空閑地が残存するということも考えられ，コンパクト

化に逆行する可能性があり，動向を注視する必要がある． 

 

 

図12：	2019年の未利用空閑地の分布	

（2011年の土地の状態により分類）	

 

	

図13：2019年の未利用空閑地の最寄駅からの距離	

（2011年の土地の状態により分類）	

 

4． まとめ 
	 本稿では，首都圏郊外の自治体である千葉県柏市の住宅地を対

象に，2011年から2019年にかけての未利用空閑地および菜園利

用空閑地の変化と，2019 年の最新の実態を明らかにした．主要
な結果として，以下の3点が明らかとなった． 
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1） 菜園利用空閑地は未利用空閑地と比べて，他の用途に転用
されずに残存する傾向にある 

2） 未利用空閑地の量が減少している一方，菜園利用空閑地の
量は増加している 

3） 最寄駅から離れた場所で樹林地・田畑が宅地造成され，新
たに空閑地が発生している一方，一度住宅として利用され

た空閑地は，相対的に駅から近い場所に残存している 

	 今後，柏市において2025年をピークに人口が減少すると予想
されている．コンパクトシティ政策に逆行する新規住宅開発は，

樹林地や畑地などの緑地の減少にもつながることから，極力抑制

していくべきだと考えられる．一方，最寄駅に近く，利便性の高

い場所での空閑地の住宅利用を推進し，住宅建設が難しい敷地に

ついては菜園利用を検討することが望ましい．どのような施策に

よりこれらを推進するかについては，その実効性や実現可能性も

考慮し，今後早急に検討を進める必要がある． 
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補註 

（1）近年では,柏市の人口増加率は,2000年から2005年にかけて
最も高く（16 .2%）, その次が2005年から2010年（6.1 %）, 2010

年から2015年（2.5 %）と年々減少している. 
（2）65歳以上 74歳以下の前期高齢者の割合は2012年に12.5 %

であったが，2016年に14.1 %でピークを迎え，2019年には13.6%

と減少に転じると予測されている 10). 
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