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It was attempted to search resident’s consciousness of the advantageous and disadvantageous effects of vacant lots in 

two different development phases of new towns. The purpose of this study was to verify whether personal attributes 

and regional characteristics are related to the evaluation of vacant lots. As a result, it was found that residents who 

recognize regional revitalization in town tend to evaluate vacant lots effectively. There are many children and 

regional revitalization in new town. On the other hand, there is declining birthrate and aging society and regional 

decline in old new town. It is considered that vacant lots are not good impression because population decline increase 

vacant lots. Therefore, residents in population decline area evaluate vacant lots.  
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1. 研究の背景と目的 

日本は2005年より人口が減少に転じ、高齢化が進行している。

現状のまま人口減少が推移した場合、2050 年には現在の居住地

の6割以上で人口が半分以下になると推計されている。各地域に

おいては、住民の減少が地域空間の変化や地域コミュニティの弱

体化をもたらすことが予想される。持続可能な地域形成を進める

ためには、生活環境を支える地域資源の再構築を検討していくこ

とが重要な課題となっている。 

人口減少に伴う地域空間の変化として、空き家や空き地が増

加することが見込まれる。全国の空き家数の推移（昭和38年～

平成30年）は、これまで一貫して増加が続いており、現在、総

住宅数に占める空き家の割合（空き家率）は13.6％と過去最高を

示している（総務省, 2019）18）。空き地に関しても同様の傾向で

あり、人口減少が今後、空き地増加をもたらすと予想されている

（国土交通政策研究, 2012）9）。 

空き地に関する既存研究としては空き地率や発生要因の調査

がある。空き地率については、居住地区の土地利用や人口密度と

の対応関係を明らかにした研究（田畑, 1966）19）や、団地のタイ

プ別空き地率の調査（西脇他, 2008）15）、地方中心市街地の駐車

場が増加していることを示した千葉他（2009）4）の研究がある。

新田（2014）16）は、開発から30～40年が経過する高経年の郊外

住宅団地では、居住者の高齢化が一斉に進行し、それに伴い空き

家・空き地の増加が共通した課題となっていることを示している。 

空き地の類型化や発生要因を調べた研究として、木下他

（1996）8）や松本他（2012）14）があり、人口減少が要因とされ

ている。水口（1982）12）や樋口他（2001）5）の研究では、空閑

地や未利用地の転換先の実態を把握している。 

都市域における空き地の利点は、延焼防止効果、通風・採光

の確保、開放感の向上、緑地として機能することによるヒートア

イランド緩和、などがあげられる。一方、空き地の欠点について

は、不法投棄された廃棄物による汚染や景観阻害の懸念、地域の

防犯性低下などがあげられている（浅見, 2013, 楫西, 1958等）3）, 

7）。 

空き地の長所を活かし利活用していく可能性として、防災効

果の検討（山口, 2013）21）、地域のレクリエーション面での活用

（槇他, 2005）10）、都市における生物多様性の保全への寄与（浅

田他, 2013）2）、市民農園として再生させる取り組み（雨宮, 2013）
1）等が検討されている。実際には、空き地の公開には問題も伴う。

堤他（2007）20）は、実際に公開された空地の質や管理の問題を

論じており、野島他（1989）17）は公開空地における緑被空間に

注目し管理上の問題を明らかにし、平田他（1985）6）は、周辺住

民の公開空地利用による問題点を示している。管理費用や防犯対

策などが課題としてあげられる。 

空き地に関する自治体の問題意識や住民意識については，国

土交通政策研究所（2012）9）が空き地であることの利点を把握し

ている。水上（2015）13）は、空き地の効果について住民意識を

分析し、存在効果と利用効果を分類できること、地域の共有領域

化がすすむほど用効果の有効性が高く認識される傾向があるこ

とを示している。 

空き地の捉え方は、空き地の利点・欠点、利活用の方法等に

よって異なると考えられる。空き地のもつ機能の多様性に合わせ

て、それを利用する地域住民の年齢や家族構成などの個人属性に

よっても評価は異なると予想される。また、立地や生活環境の違

いが空き地の評価に影響する可能性もある。人口減少化社会であ

る現在、地域衰退の結果として空き地が増加するのであれば、実

際に空き地という空間の持つ利点・欠点の評価以前に、空き地の

存在自体がマイナスの印象を伴う可能性がある。したがって、地

域の成長・衰退の方向性や居住者の高齢化が空き地の印象にどの
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ような関係を持つかを明らかにすることが重要である。 

本研究は、以上の問題意識のもと、空き地に対する住民意識

について、地域住民の高齢化や地域の衰退の影響を検討するため、

新興の住宅団地と開発整備から長期経過した住宅団地を対象と

し比較する。日本では大規模住宅団地が高度経済成長期に整備さ

れ、30～50 年程度経過しており、老朽化したオールドニュータ

ウンが深刻な課題となっている。建物の老朽化、空き家の増加、

居住者の高齢化、若年層の流出などさまざまな問題を抱えており、

コミュニティの弱体化が進んでいる。地域活動の活性化は生活満

足度に影響を与えるとの研究（松村, 2012）11）があり、地域活動

の活性化は地域への態度に対してもポジティブに働くことが示

されている。新興と古い住宅団地の住民意識を比較することで地

域の活性化の空き地や居住環境評価へ与える影響をみることが

できる。 

本研究では、開発からの年数が短く、人口が増加傾向にある

新興のニュータウンと、開発から30年以上が経過したオールド

ニュータウンを対象とし、地域の活性化や高齢化が空き地に対す

る意識に影響を与えるのかを調べる。まず、新旧二つのニュータ

ウンの居住者の属性や地域の活性化の違いを調べる。ついで、空

き地の効果や好ましくない点に対する住民意識を把握する。新旧

ニュータウンによる評価の違いを明らかにし、人口減少社会にお

ける地域の成長や衰退の空き地評価へのかかわりを考察する。 

 

2.  研究の方法 

2-1.  調査対象地 

 大阪府茨木市と箕面市をまたぐ位置に立地する 2 カ所のニュ

ータウンを調査対象とした。大阪都心部から北方へ約20kmの位

置にあり、交通の便は大阪駅から公共交通機関を用いて 40～50

分程度の条件となっている。2カ所は丘陵地を挟んで隣接してお

り、どちらも緑地環境を確保し自然と調和した開発を都市形成の

基本に掲げた地域である。2カ所のニュータウンは開発年代が異

なり、1カ所は2004年開発の新しいニュータウン、もう 1カ所

は1978年開発の年代の古いニュータウンである。 

 新ニュータウンは、計画居住人口を50000人としており一部地

区の開発は進行中である。2015 年時点で 12000 人程度が居住し

ている。旧ニュータウンは、計画居住人口は12000人であったが、

平成2年頃の約9000人をピークに減少傾向にあり、2015年時点

では居住者数は6500人程度となっている。まちびらきの際に主

に第一次ベビーブーム世代が入居し、その子供たちが成人後まち

を離れたため、典型的なニュータウンの高齢化・人口減少が進行

している。 

2-2. アンケート調査 

新旧ニュータウンの居住者を対象に、空き地や居住地域に関す

る考えを把握するためアンケート調査を行った。新旧ニュータウ

ンにそれぞれ500票ずつ、計1000票を配布した。ニュータウン

内で調査対象地区が限定されないよう多様な地域環境を幅広く

含めるため、新ニュータウンではまちびらきの済んでいる5つの

丁目を、旧ニュータウンでは3つの丁目を選定した。アンケート

調査の概要を表1に示す。 

【表-1】アンケート調査方法・概要 

調査対象
大阪府茨木市・箕面市のニュータウン

（2004年に開発の新ニュータウンと1978年開発の旧ニュータウン）
調査数 1000戸（新旧ニュータウンそれぞれ500戸）

配布回収の方法 調査票を個別ポストへの投函、郵送回収
配布期間 2015年1月
回収数 203票（回収率20.3％）  

 

 調査表の回収結果は、有効回収数203、有効回収率20.3%であ

り、回答者の男女比は、男性 44.7％、女性55.3％である。回答

者の年齢層はニュータウンごとの差が大きく、新ニュータウンは

30代、40代が多く、旧ニュータウンは高齢者層が多い。居住形

態については、住民によるアンケート回答では、戸建て住宅

90.2％、集合住宅 6.3％、その他 3.4％となっており、新旧ニュ

ータウンによる大きな違いはない。 

2-3. 空き地の実地調査 

 アンケート調査対象地において空き地の実態調査を行った。空

き地とは一般に、未利用地、駐車場、農園を除く菜園や資材置き

場等を指し、様々な定義が存在するが、本論においては、空き地

の実地調査に関しては、建物の建っていない土地で、駐車場、農

地、墓地を除く住宅用地区画のオープンスペースとした。 

 2015 年 1 月に空き地の区画数を調べたところ、アンケート配

布対象の区画数は、新ニュータウンが 1069、旧ニュータウンは

859であるのに対し、空き地数は新ニュータウンが97（空き地率

9.1％）、旧ニュータウンが5（空き地率0.6％）であった。空き地

の割合については、吉田（2013）22）が、住宅地の空き区画の包

括的な統計はいまのところ存在しないものの、住宅・土地統計調

査の資料などをもとに全国的な戸建て住宅地で駐車場を除く空

き地率を推計すると 2～3％となると述べている。また、一つの

事例ではあるが新田(2014) 16）による戸建て住宅団地の空き地の

実態把握では、2 つの住宅団地においては 2010 年時で空き地率

1.1%と 1.4%といった数値が示されている。空き地の割合は、地

域による違いが大きいと考えられるが、こうした推計や実測値を

考慮すると、本調査対象の新ニュータウンは開発後まもなく、ま

だ入居されていない区画としての空き地が多く、旧ニュータウン

は高齢化が進んではいるものの現在のところはまだ空き地率は

高くない状況と捉えられる。 

2-4. 分析方法 

 まず、アンケート調査のデータを用いて新旧ニュータウンの地

域に関する住民意識や個人属性の違いをχ2検定を用いて分析す

る。地域の印象については、自由記述による回答も検討する。つ

いで、空き地の持つ効果と好ましくない点に対する住民意識を把

握し、新旧ニュータウンによる地域差と個人属性による差異を明

らかにする。空き地に関する住民意識構造については因子分析に

より把握する。 

 本文および要約統計表におけるχ2検定の有意水準の表示は、

**P<.01, *P<.05とし、数値は関係の強さを表すCramerのV係数

である。 

 

3.  新旧ニュータウンの居住者属性と地域特性 

3-1.  居住者の属性 
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 本節では、新旧ニュータウンにおける居住者の属性を把握し、

地域の違いをχ2検定により確認する。属性としてとりあげる項

目は、回答者の「年齢」、「家族構成」、現在の住まいにおける「居

住年数」とした。年齢については、「世帯主の年齢」も確認した。 

 回答者の「年齢」を20代から10歳区分にて80歳以上までの

カテゴリで把握したところ、新ニュータウンでは40代が最も多

く、ついで30代が多い。旧ニュータウンでは、70代が最も多く、

ついで60代が多くを示した（図1参照）。この結果は、居住者の

世帯主年齢と類似している。「世帯主の年齢」を10歳区分で把握

した結果、新ニュータウンでは、40代が最も多く、ついで30代、

旧ニュータウンでは、70代が最も多く、ついで60代となってい

る（図2参照）。新旧ニュータウンの二つの地域による「年齢」

の違いにおいて有意差が認められる（V=.671**）。 
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【図-1】回答者の年齢
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【図-2】世帯主の年齢 

 

 「家族構成」に関しては、新ニュータウンでは、「親夫婦と子

ども」の構成が 68.8％と多くを占め、旧ニュータウンでは、「夫

婦のみ」の構成が60.7％と多くを占める（図3参照）。世帯主年

齢を踏まえると、新ニュータウンは30代、40代の親と未成年の

子どもの構成が多いと予想される。旧ニュータウンは70代や60

代の高齢の夫婦のみで子世代は独立している構成が多いと予想

される。「子ども」が居る場合でも成人していると予想される。

新旧ニュータウンの二つの地域における「家族構成」には有意差

が示される（V=.493**）。 
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【図-3】家族構成 

 現在の住まいにおける「居住年数」については、新ニュータウ

ンでは 5 年未満が 43.8％と最も多く、旧ニュータウンでは 30～

39年が63.3％と最も多い（図4参照）。まちびらき開始時からの

長さに比例したものと考えられる。新旧ニュータウンの二つの地

域における「居住年数」には有意差が認められる（V=.795**）。 

5年未満

43.8%

5～9年

38.8%

10～19年

17.5%

20～29

年

0.0%
30～

39年

0.0%

40～49年

0.0%
50年～59

年

0.0%
60年

以上

0.0%

5年未満

5.0%
5～9年

4.2%

10～19年

16.7%

20～29年

6.7%
30～39年

63.3%

40～49年

4.2%

50年～59

年

0.0%

60年以上

0.0%

 

【図-4】現在の住まいでの居住年数 

 

 以上より、新旧ニュータウンにおいては、まちびらきの時期に

合わせ、親夫婦と子どもという家族構成の入居が進んできたと予

想され、家族構成は入居時からの年数の経過に伴い子どもの独立

などにより変化するものの、基本的にはまちびらきの頃からの居

住者年齢や居住年数に反映された構成になっていると考えられ

る。ニュータウンごとに年齢や家族構成の多様性は乏しく同じ世

代に偏っていると捉えられる。 

3-2. 地域の特性 

つぎに、新旧ニュータウンの地域の活性化について把握するた

め、現在の住まいの周辺地域が入居時と比べてどのように変化し

たかに関する住民意識を把握し、ニュータウンごとの違いをχ2

検定により確認する。地域の変化については、新旧ニュータウン

の違いを検討する上で人口増減や高齢化などの影響を鑑み、地域

の発展・衰退や活性化に関わる印象を把握するため、「明暗」、「賑

やかさ」、「人通り」の3項目とした。「明暗」は『明るくなった

－暗くなった』の尺度にて、「賑やかさ」は『賑やかになった－

静かになった』の尺度にて、「人通り」は、『増えた－減った』の

尺度にて、いずれも5段階のカテゴリにて把握した。 

 地域の「明暗」については、新ニュータウンは、「明るくなっ

た」と「やや明るくなった」の明るい傾向の回答の合計が約 7

割と多くを占める。一方、旧ニュータウンは、「変わらない」、「や

や暗くなった」の回答が多い（図5参照）。新旧ニュータウンの

二つの地域における「明暗」の違いにおいて有意差が認められる

（V=.692**）。 
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【図-5】地域の明暗の変化 
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 「賑やかさ」については、新ニュータウンは、「賑やかになっ

た」と「やや賑やかになった」の賑やかな方向へ変化したとの傾

向の回答の合計が約8割近くを占める。旧ニュータウンは、「や

や静かになった」と「静かになった」の合計が6割以上を占め、

新ニュータウンとは逆に静かな方向へ変化したとの傾向の回答

が多い（図６参照）。新旧ニュータウンで有意差が認められる

（V=.774**）。 
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【図-6】地域の賑やかさの変化 

 

 「人通りの変化」については、新ニュータウンは、「増えた」

と「やや増えた」の増加傾向の回答の合計が 8 割を超え、旧ニ

ュータウンは、「減った」と「やや減った」の減少傾向の回答の

合計が7割を超える（図7参照）。新旧ニュータウンで逆の傾向

が示され、二つの地域のおける「人通り」には、有意差が認めら

れる（V=.835** ）。 
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【図-7】地域の人通りの変化 

 

 以上より、新ニュータウンは、まちびらきから10年程度経過

時であり入居者が増加途中であることから、地域は発展しつつあ

り、地域の雰囲気も活性化傾向にあると住民に認識されていると

捉えられる。一方、旧ニュータウンは、まちびらきから35年以

上経過し、居住者数も減少傾向にあり、地域の高齢化も進んでい

ることから、人通りも減少し地域の雰囲気も静かな方向へ移行し

ていると認識されている。 

3-3.  ニュータウンのイメージや印象 

 前節では、地域の活性化を捉えるため、入居時からの地域の変

化を把握したが、「明暗」や「賑やかさ」といった主観による雰

囲気でもあるため、自由記述にて住民の意見を把握した。住まい

のニュータウンのイメージや印象として尋ね、新ニュータウンで

は55の回答数を、旧ニュータウンでは101の回答数を得た。自

由記述のテキストデータを単語へと分割し､助詞、接続詞、記号

や句読点を除きキーワードを抽出した。文章の構成要素を把握す

るために同種のキーワードを統一する置換を行った。例えば、「高

齢者」、「老人」、「お年寄り」等の用語を統一し、「子ども」、「子

供」等の表記を統一し置換した。新ニュータウンについては、総

処理文字数（原文文字数）は1151、分かち書き数は569、抽出し

たキーワード数は180である。旧ニュータウンについては、総処

理文字数（原文文字数）は3072、分かち書き数は1153、抽出し

たキーワード数は460である。 

 出現頻度の高い上位の10のキーワードを示す（表2参照）。新

ニュータウンでは、最も多い頻出ワードに「子ども」が示された。

言及内容については、子どもが多い地域であることや子育てや子

どもの生育環境にふれた内容が多く見られた。一方、旧ニュータ

ウンは、最も多いキーワードに「高齢者」が示され、6位に「子

ども」が示された。高齢者については「増加」し、子どもは「少

ない」や「減った」といった言及が多くみられ少子高齢化が進ん

でいる様子がうかがえる。新旧どちらのニュータウンにも共通し

ているワードとして「緑」、「自然」、「不便」があげられる。どち

らの地域も周囲を豊かな緑地環境にめぐまれ「緑」や「自然」が

多い地域であると認識されている。また、「不便」とは交通の便

にかかわる内容が多く駅からの家の遠さや車がないと買い物に

不便であるとの内容が多く記述されていた。 

 以上より、自由記述によるニュータウンの印象については、新

ニュータウンは子どもが多く、旧ニュータウンは高齢化が進行し

ている様子がうかがえる。3-1節の居住者の属性で明らかなよう

に、家族構成の年齢が反映されているとみることができ、少子高

齢化が地域のイメージや印象と関わっていることがうかがえる。 

 

【表-2】ニュータウンのイメージや印象に関わる頻出ワード 

構成要素 構成要素数 構成要素 構成要素数

1 子ども 10 高齢者 31
2 街 9 不便 20
3 緑 7 緑 16
4 自然 6 交通 12
5 イメージ 6 自然 10
6 人 5 子ども 9
7 町 5 人 9
8 開放的 5 環境 8
9 不便 4 住宅地 8
10 地域 4 開発 7

新ニュータウン 旧ニュータウン
頻出順位

 

 

 以上、本章では新旧ニュータウンの居住者属性の違いと地域の

特性として地域の活性化の変化や地域のイメージ、印象を明らか

にした。少子高齢化にかかわる居住者属性や人口増減は地域の活

性化にかかわる雰囲気と関連していることが示された。 

 

4.  空き地に関する住民意識 

本章では、新旧2つのニュータウンにおける空き地の評価に関

する住民意識構造を明らかにする。まず、空き地の利点に対して

住民はその機能をどの程度効果があると認識しているのかを機

能別に把握する。ついで、空き地の欠点について測定する。前章

で明らかにした住民の個人属性と新旧ニュータウンの地域特性

の違いが空き地に関する意識に影響をもたらすのかを検討する。

また、住民意識がどのような構造になっているかを分析し、空き

新ニュータウンn=81 
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地の捉え方を考察する。なお、住民の意識調査においては、空き

地とは「建物の建っていない土地」とのみ記し、そのイメージは

各々によるものとした。 

4-1.  空き地の利点 

 空き地の利点については、既存研究より整理し、その機能とし

て8項目を取り上げた。質問文「お住まいの近くにある空き地に

は、次のような項目にどのくらい効果があると思いますか」に対

する回答として「効果がある、やや効果がある、あまり効果がな

い、効果がない」の4段階にて測定した（図8参照）。 
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【図-8】空き地の機能に関する効果 

 

（1）空き地の利点と個人属性・地域特性のかかわり 

3 章にて検討した新旧ニュータウン居住者の個人属性と地域

特性が空き地の利点に関する意識にかかわるかを調べるため、個

人属性として「年齢」、「居住年数」、「家族構成」、「性別」を、地

域特性として「明暗」、「賑やかさ」、「人通り」を取り上げ、空き

地の機能8項目との関係をχ2検定により調べた（表3参照）。 

その結果、個人属性の下位項目については、「居住年数」で 3

つの項目と有意差が示された。居住年数が長い人ほど空き地の機

能に効果がないとの回答傾向である。また、「性別」で「通風」

の項目と有意差が認められ、女性の方が効果がないとの回答傾向

がみられた。他の多くの個人属性の下位項目で有意な関係がみら

れなかった。地域特性の下位項目については、「明暗」、「賑やか

さ」、「人通り」のすべて項目で空き地の8項目の機能のいずれか

と有意差が認められた。地域の変化が活性化している傾向の回答

ほど、空き地に効果があるとの傾向の回答が示された。 

 

【表-3】個人属性・地域特性と空き地の利点との関係 

空き地利点 年齢
居住
年数

家族
構成

性別 明暗
賑や
かさ

人通
り

通風 n.s. 226* n.s. 253** 208* 202* n.s.
採光や日照 n.s. 253** n.s. n.s. 194* 196* n.s.
緑地や生物のすみか n.s. 219* n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
近所の騒音伝達の軽減 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
火災の延焼防止などの防災 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 196*
子どもの遊び場 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
景観の向上 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 194* n.s.
開放感の向上 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 214** n.s.

**P<.01, *P<.05, n.s.有意差なし

地域特性個人属性

 

 

 空き地の効果に関する住民意識は、一部の項目で個人属性によ

る違いもみられたが、全体的には個人属性の違いは少なく、地域

特性の違いが多くかかわっていることが示される。地域特性が、

明るく、賑やかになり、人通りが増えているという、地域の活性

化につながるような方向性の認識をもつ人ほど、空き地の機能に

ついて効果を認める傾向の回答がなされていた。地域の発展に対

して前向きな認識を持つ人ほど、空き地の機能に対しても評価が

高いと考えられる。 

（2）空き地の利点に関する住民意識構造 

 つぎに、空き地のさまざま機能に関して、住民はどのように特

徴を捉えているのかを検討する。8項目の機能に対する効果の回

答により因子分析（主因子法、バリマックス回転）を行い整理し

た（表4参照）。 

 

【表-4】空き地の機能に関する因子分析結果 

因子1 因子2
地域範囲 欲求階層

通風 0.893 0.24
採光や日照 0.862 0.21

火災の延焼防止などの防災 0.572 0.171
近所の騒音伝達の軽減 0.528 0.293

景観の向上 0.149 0.819
子どもの遊び場 0.185 0.698
開放感の向上 0.409 0.684

緑地や生物のすみか 0.457 0.51

累積負荷率（%） 32.2 26.3

項目

 

 

分析の結果、第1因子は、「通風」、「採光や日照」、「火災の延

焼防止などの防災」、「近所の騒音伝達の軽減」の項目に対して負

荷量が高く、「景観の向上」、「子どもの遊び場」の項目に対して

負荷量が低いことから、住居の隣接する範囲にかかわる機能か、

周辺のもう少し広い範囲にかかわる機能かの違いがあると考え

られるため、『地域範囲』に関する因子と解釈した。第2因子は、

「景観の向上」、「子どもの遊び場」、「開放感の向上」、「緑地や生

物のすみか」の項目に対して負荷量が高く、「火災の延焼防止な

どの防災」、「採光や日照」、「通風」、「近所の騒音伝達の軽減」の

項目の負荷量が低いことから、居住環境向上に対する、ゆとり・

快適性・安全性といった欲求の階層の違いと捉えられるため、『欲
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求階層』に関する因子と解釈した。 

 また、信頼性検定のため、各因子について因子負荷量が 0.500

以上の項目を基準とし、クローンバックのα係数を算出したとこ

ろ、各下位尺度とも0.826以上の内部整合性がみられた。したが

って、空き地の効果に関する住民の意識構造を以上の因子により

説明することができる。 

4-2.  空き地の欠点 

 空き地の欠点については、既存研究を整理し7項目を取り上げ

た。質問文「お住まいの近くにある空き地の好ましくない点」と

してあてはまる項目を選択する回答を得た（図9参照）。 
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【図-9】空き地の好ましくない点 

 

（1）空き地の欠点と個人属性・地域特性のかかわり 

 新旧ニュータウン居住者の違いが空き地の欠点に関わる意識

にかかわるかを調べるため、個人属性と地域特性の下位項目を取

り上げ、空き地の好ましくない点7項目との関係をχ2検定によ

り調べた（表5参照）。 

 

【表-5】個人属性・地域特性と空き地の欠点との関係 

空き地欠点 年齢
居住
年数

家族
構成

性別 明暗
賑や
かさ

人通
り

ゴミの投棄 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 210* n.s.
虫の発生 268* n.s. n.s. n.s. 263** n.s. n.s.
ノラネコ等のすみかとなる n.s. 242* n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
景観が悪くなる n.s. n.s. n.s. n.s. 256*: 323** 332**
地域の防犯性が下がる n.s. n.s. n.s. 185** n.s. 251* 196*
雑草の発生 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 218* 201*
その他 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

**P<.01, *P<.05, n.s.有意差なし

地域特性個人属性

 
 

その結果、個人属性の下位項目については、「虫の発生」に関

して「年齢」による差異が示された。若い年齢層の方が高齢層よ

りも「虫の発生」を好ましくない点として選択する傾向がある。

年代別の選択率を図10に示す。「地域の防犯性が下がる」に関し

ては「性別」による有意差が認められ、女性の方が男性よりも防

犯性の悪さを不安視していることが示される。「ノラネコ等のす

みかとなる」に関しては「居住年数」と有意差が示され、年数が

長い人ほどノラネコの被害の可能性を不安視している。長年住ん

でいる人の方がノラネコが地域に棲みついた経験が多い可能性

や、古い地域の方がノラネコの生息が実際に多いなどの可能性が

ある。 
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【図-10】空き地「虫の発生」の好ましくないとの回答割合 

 

 地域特性の下位項目については、「明暗」、「賑やかさ」、「人通

り」の3項目において、空き地の好ましくない点の多くの項目と

有意差が認められた。地域の変化として活性化がすすんでいる傾

向の回答をしている人ほど、空き地を負の側面とみなしていない。 

 空き地の好ましくない点に関しては、一部の項目で、個人属性

による違いも見られたが、全体的には個人属性の影響は少なく、

地域特性の違いが多く関わっていることが示される。地域が活性

化している傾向の認識を持つ人ほど、空き地の負の側面の可能性

を近くの空き地に見いだしている傾向があると考えられる。 

（2）空き地の欠点に関する住民意識構造 

 つぎに、空き地の好ましくない点を住民が認識する際に、どの

ように特徴を捉えているのかを検討する。空き地の好ましくない

点の項目のうち、「その他」の選択数を除き、6 項目の回答より

因子分析（主因子法、バリマックス回転）を行い整理した（表6

参照）。「その他」は回答内容が特定しないこと、および回答の選

択数が少ないためである。 

 

【表-6】空き地の好ましくない点に関する因子分析結果 

因子1 因子2
嫌悪物発生 空間の別利用リスク

雑草の発生 0.674 -0.132
虫の発生 0.385 0.179
ゴミの投棄 0.295 0.157

ノラネコ等のすみかとなる 0.271 0 .514
景観が悪くなる 0.201 0 .459

地域の防犯性が下がる -0.083 0 .437

累積負荷率（%） 13.5 12.3

項目

 

 

 分析の結果、第1因子は、「雑草の発生」、「虫の発生」、「ゴミ

の投棄」の項目に対して負荷量が高いことから、空き地に何らか

の物が発生することに関わると考えられるため、『嫌悪物発生』

% 
新ニュータウンn=81 

旧ニュータウンn=122 
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に関わる因子と解釈した。第2因子は、「ノラネコ等のすみかと

なる」、「景観が悪くなる」、「地域の防犯性が下がる」の項目に対

して負荷量が高いことから、空き地という空間を他に利用される

ことによる危険性であると捉えられることから、『空間の別利用

リスク』に関する因子と解釈した。 

 信頼性検定のため、各因子について因子負荷量が0.295以上の

項目を基準とし、クローンバックのα係数を算出したところ、各

下位尺度とも0.461以上の値が示された。数値が高くない理由と

しては、好ましくない点の項目数が少なく網羅できていないこと、

好ましくない点として回答者が実際に選択した数が多くないこ

とが想定される。妥当性が高いとは言えないが、空き地の負の側

面に関する住民の意識構造の一つの解釈の方向性を示すと考え

る。 

4-3. 空き地の利点と欠点の関係 

 以上、空き地の利点と欠点それぞれに関して住民意識を明らか

にした。地域特性とのかかわりが認められる項目もあり、地域の

変化において、活性化していると感じている人ほど、住まいの近

くの空き地の存在についてもプラス思考でいることがうかがえ

る。地域活動が活発なときには、地域住民の監視の目が届きやす

い。したがって、空き地空間の負の側面が働きにくくなる可能性

がある。また、地域に対するプラス思考が空き地に対しても評価

を高める可能性がある。 

 空き地の機能として「緑地や生物のすみかとなる」については、

生物の生息や自然をプラスの評価に捉えることもできるが、一方

でそれを空き地の好ましくない点としての「雑草の発生」と捉え

ることもできる。2 つの項目をχ2検定にかけると有意差が認め

られ（V=.204*）、緑地生物としての効果を認める人は雑草を好

ましくない点としては捉えていない。 

 空き地の空間がどのような状態なのかによっても、当然、評価

が異なると考えられる。空き地内にゴミの投棄や放置がなされて

いた場合、空き地の好ましくない点として「ゴミの投棄」が選択

されることはもとより、ゴミの存在による悪影響がある。ゴミが

存在する空き地であれば延焼防止の効果は期待できず、むしろ、

ゴミに引火する事で延焼が拡大することもあり得る。空き地の機

能の「火災の延焼防止などの防災」と空き地の好ましくない点と

しての「ゴミの投棄」をχ2 検定にみると、有意差が認められ

（V=.201*）、延焼防止効果を認める人は、好ましくない点とし

てゴミの投棄を選択していない傾向がある。同様に、ゴミの存在

は空き地が子どもの遊び場として機能しなくなると考えられる。

空き地の機能の「子どもの遊び場」と空き地の好ましくない点の

「ゴミの投棄」は有意差が認められ（V=.201 *）、子ども遊び場

の効果を認める人は、好ましくない点に「ゴミの投棄」を選択し

ていない傾向がある。 

 ゴミの存在は、空き地の景観評価を下げると考えられるが、緑

の存在は、それをプラス評価の自然の存在と捉えるか、雑草や虫

の発生としてマイナス評価と捉えるかによっても景観評価が変

化する可能性がある。また、単にオープンスペースをよしとする

か否とするかという観点の置き方によっても、景観評価は変化す

る。 

 

5.  まとめ 

 本研究は、新旧ニュータウンを対象とし、空き地の利点・欠点

として効果や好ましくない点に関する住民意識を把握した。住民

の個人属性や地域の活性化が空き地の評価に与える影響を検討

した。 

 新旧ニュータウンでは居住者の年齢、家族構成や居住年数に偏

りがみられた。新ニュータウンは地域が活性化する傾向にあり、

旧ニュータウンは地域が閑散としつつある傾向にあると住民に

認識されている。新ニュータウンは子どもが多く人口増加してい

ることが、旧ニュータウンは少子高齢化により人口減少がすすん

でいることが、地域の活性化に関与していると考えられる。 

 空き地の利点・欠点に関する住民意識については、新旧ニュー

タウンの地域差があることが示された。これは、地域が活性化の

傾向にあると認識する人ほど空き地の存在をプラスの方向に評

価する傾向があり、地域の活性化に新旧ニュータウンの地域差が

あるためと考えられる。空き地にゴミが投棄されているか、雑草

の繁茂状況により虫が発生するか等の状態の違いによって、空き

地の利点・欠点の評価も変わると考えられるが、実地調査を行っ

た状況下では、どちらのニュータウンも目立つゴミの廃棄はなく、

雑草の管理状況にも特異な状況はみられなかった。したがって、

空き地の状態が同じであるとみなすと、空き地の存在の捉え方が

影響していると考えられる。人口減少や高齢化がすすむ地域は、

今後、空き地が増加する可能性がある。空き地の増加が地域の衰

退の象徴ともなり得ることから、空き地そのもののイメージや印

象が、空き地の利点・欠点においてマイナスの方向に評価される

傾向があるのではないかと考えられる。 

 地域によっては空き地が人口減少とつながるイメージをもた

れ、空き地の評価に影響を与えるように、空き地が同じ状態でも

その状態の捉え方によって、空き地の評価が変化する。空き地に

繁茂した緑を自然の豊かさや生物生息の確保とみなすか、雑草や

虫の発生による迷惑と捉えるかによって、空き地の緑環境や景観

の評価はプラスの方向にもマイナスの方向にも変化する。 

 空き地の機能に関する住民意識としては、効果がもたらす空間

の範囲の違いと効果が生活環境の欲求のどのレベルに対応する

かの違いが、共通する因子として内在されていると考えられた。 

 以上より、地域の活性化の違いが空き地の評価に与える影響が

確認された。また、住民がどのように空き地を評価するかの構造

が明らかになった。空き地にどのような機能を求め、どの程度の

状態を評価するのか、同じ状況でもその捉え方は変わる可能性が

あるが、現状における空き地の評価構造が示されたことより、今

後の空き地のあり方を検討する参考材料になり得る。 
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