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都市郊外部における制度に基づく空閑地の暫定利用の成立プロセス

－千葉県柏市カシニワ制度を対象として－

The establishing process of the temporary use of vacant lots in suburban areas 
: A Case study of “Kashiniwa Program” in Kashiwa City 
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This study focuses on “Kashiniwa Program”, which is a pioneer program that promotes the temporary use, to reveal 
the current situation of divergence between the aim of the program and the actual situation, and the background that 
brought the divergence. Interviews with the city’s administration and the 10 civic organizations revealed that there is 
a divergence between the aim of the program and the actual situation in registration, intermediation and management 
phases of the program. Furthermore, analyzing of existing questionnaire survey and GIS data suggests that the 
background of the divergence could be as following: 1) Lack of announcement of the program’s content to civic 
organizations 2) Requirement of the civic organization such as distance or condition of the land and land information 
don’t match 3) Difference of the operating body. 
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1. 研究の背景と目的 
人口減少に伴う土地需要の低下という社会経済的要因 1)と，

都市中心部への諸機能の集約化の推進 2)という都市計画的意

図とが相まって，将来，わが国の都市郊外部には，大量の空

閑地が発生する可能性がある 3)．空閑地の大量発生は，イン

フラ整備の非効率を招くとともに，住民にセキュリティ面で

多大な迷惑を及ぼす 4)．将来的な集約化が目指されるにせよ，

その過程では，都市郊外部には，広範かつ長期に渡って空閑

地を大量に含む市街地が出現する可能性は高い．そうした市

街地において，空閑地がもたらす問題を解決し，居住可能な

低密市街地の形成への方策を検討することは重要な課題と

考えられる． 
都市郊外部での空閑地問題への対処に向け，現在，土地の

暫定利用の可能性が注目されている 5)6)．ここでの暫定利用

とは，土地を，一定期間，利用者を所有者に限定せずに，時

限付きで利用することを指す．都市郊外部において土地の暫

定利用を行うことは，地域にとっては，荒廃しがちな空閑地

の景観を改善するものとして，土地所有者にとっては，自身

による将来の利用の権利を残しつつ短期的な利用希望者を

呼び込むものとして，利用者にとっては，規制の多い恒久的

利用では行いにくい自由な活動が可能となるものとして，

各々にメリットがある 7)8)．都市郊外部において，この土地

の暫定利用のもつメリットを活かしながら，市街地のマネジ

メントを行っていくことが，都市の集約化というマクロな要

請と，都市郊外部で生じる問題の解決というミクロな要請を

同時に解決する手段となりうる． 

2010年から運用される千葉県柏市の「カシニワ制度」9)は，

こうした土地の暫定利用を面的，計画的に行うことのできる

制度である．同制度は，暫定利用を前提としながら，行政が，

土地を貸したい土地所有者と，土地を利用したい市民団体等

（以下「団体」）に関する情報を集約し，両者のマッチング

を行うものである．同制度は，2015年に国土交通省が公表し
た大都市戦略 10)において，大都市近隣の緑地を保全するため

の「先進的な取組」と位置づけられるなど，今後の都市郊外

部における土地の暫定利用を考える上で重要な位置づけに

ある． 

カシニワ制度に着目した既往研究は，この制度の空閑地へ

の適用によって，従来都市公園では見られにくかった農園や

広場が形成されるなど，市民の活動の幅が広がったこと 11)，

暫定利用の仕組みが，周辺住民との対立など，空閑地の運営

が上手く行かなかった場合のリスクを吸収し，多様な価値観

が共存する公共空間を形成することに役立っていること 12)

を明らかとしている．しかし，これらはカシニワ事例のなか

でも特に成功した一事例のみの観察をもとにしたものであ

る．カシニワ制度に基づく空閑地の暫定利用の事例は実際に

は複数あり，その中には必ずしも制度の想定どおりに運営に

至ったわけではないものもある．そうした制度と実態の乖離

を明らかにしていくことは，今後の制度の普及に向けた示唆

を得るうえで有用と考えられる．カシニワ制度の効果につい

ては，細江（2016）13)による，アンケートの結果などを用い

た，広域的，多面的な効果測定の試みがある．本研究も細江

（2016）と同じく制度の評価を行うが，個別事例を取り上げ

ながらより詳細に評価を行う点が異なる． 
	 本研究では，千葉県柏市のカシニワ制度に基づく空閑地の

暫定利用事例に着目し，その成立プロセスを，制度の想定と

の乖離に着目しながら明らかにすることを目的とする．その 
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ために，まず，現在の制度及び制度が想定するプロセス，制

度の運用実績を明らかにする（第 3 章）．ついで，各カシニ

ワ事例の成立に至るまでのプロセスを把握し，制度が想定し

たプロセスと実態の乖離の状況を明らかにする（第 4 章）．

最後に，既存のアンケートやGISデータなどを元に，そうし
た乖離が生じる背景を明らかにする（第 5 章）．これらをも

とに，制度のより良い運用に向けた示唆を得ることとする． 

2. 研究の方法 

第 3章では，現在の制度及び制度が想定するプロセス，制

度運用実績を，柏市の担当者（1名）へのヒアリング，柏市
ウェブページ，関連資料等から明らかにする．ヒアリングの

主な内容はカシニワ制度の概要，制度が想定するカシニワ運

営までの流れ等である（表 1）． 

第 4章では，各カシニワ事例の成立に至るまでのプロセス

の実態を，実際にカシニワ事例で活動している団体 10 団体
（11 事例）(1)の代表者（各 1〜2 名）を対象とするヒアリン

グ及び団体のウェブページと，柏市の担当者（1名）へのヒ

アリングを元に明らかにする（表 1，表 2）．団体へのヒアリ
ングの主な内容は，各団体の活動目的，制度が想定する各プ

ロセスの実施実態，各プロセスで関わる主体との関係性，各 

 

 

カシニワ事例の効果・課題等である．これらから得られたデ

ータを第 3章の結果と対比し，制度の想定と実態との間の乖

離を明らかにする． 
第 5章では，第 4章において明らかにされた乖離の背景を

考察する．データとして，国土交通省都市局が団体や柏市民

等を対象に行ったアンケート調査結果 14)15)，柏市が作成した

GISデータ，既存研究 11)12)，第 4章でも用いる団体へのヒア

リング結果を用いる（表 1）． 

3. カシニワ制度の成立プロセスと制度の運用実績 

(1) 制度の概要 
カシニワ制度は，行政が土地所有者と団体からの情報を集

約・公開し，両者の仲介を行うために用いる「カシニワ情報

バンク」と，団体が開設するカシニワ事例に関する情報を市

のウェブページ等で一般に公開する「カシニワ公開」で構成

されている． 

カシニワ情報バンクは，土地を貸したいと考える土地所有

者の持つ土地情報（所在地，地目，面積，提供期間，希望利

用方法等）と，土地の利用を希望する団体の団体情報（団体

名，活動の目的，利用希望期間，希望利用方法， 土地所有

者への PR 等），団体への支援を希望する企業等の支援情報

（支援内容，受け渡し方法等）の 3つを市のウェブページで
集約・一般公開し，登録情報を元に各主体がお互いを参照し

あう機能を持っている．行政は，各主体から希望があった場

合に仲介を行う．登録対象となる土地は，市内にあり，大半

が舗装されていないもの，建ぺい率 20％以内であるものであ

る．また，団体（市民団体等）とは，町会，自治会，老人ク

ラブ，こども会，NPO等を指し，緑地管理の質を高めるため，

登録資格として大学・専門学校卒業者，緑に関する講座の受

講経験や資格がある者が団体内の構成員に含まれている，ま

たは活動実績5年以上のいずれかに当てはまることが条件と

されている． 

カシニワ公開では，一般公開可能な団体管理の土地を「地

域の庭」，個人の庭を「オープンガーデン」として登録し，

一般に公開する（公開は必須ではない）．公開されている旨

表２	 ヒアリングを行った団体（団体Iは 2箇所で活動）	

��� ���� ��� ���� ���5�

% �� ����!� ��
 �����

& /10 �"� �	
 $$�

' �� ����!� �	
 ���

( /10 �!���� ��
 �����

) ��243 ��� ��
 �����

* �� ��� ��
 ���! 

+ /10 $�� �	
 !# 

, /10 "� ��
 !��

- /10 �!����
�	

�	


 ��
#��

. /10 #� �	
 �#�

表１	 使用したデータ一覧	
rP ®¼¬��28D 36rP ®¼¬��29<

�+�Ab »?)�¡¢²
»£©¯¹/ °º¦�LcY»k�cY
»?)m)l�[7g�4,^½v�¾��±�·º§

»£©¯¹�+�Ab
»k��_����F�W

wuvz*};

�+�kL%] »?)m)l�[7g�4,^½v�¾�v9oT+�
±�·º§

»kLHC%]
»1V�_������
�%0W

wuvz*};

��
�%0 »I�£©¯¹�E�����)B��vu��vv�
�
'i��������a^½�¿�À�¾��v9oT+
�±�·º§

»���£©¯¹����E�8n
»�³¸«ª����%0
»�³¸«ª�p������p�.
»�EL����£©¯¹��>»gsW

wuvz*|;�};

�+�'�����)B
�fR+

»wuvx*+�qY�m)-1����dNO�[�K!
-1%eh@�½t���jQm)(¾
»wuvy*+�qY�m)-1����dNO�[�K!
-1%eh@�½t���jQm)(¾

»£©¯¹�+�'�����)B�fR+W wuv{*x;

�£©¯¹�V�HC »?)m)l�[7g�	1�����®¼¬ »£©¯¹�V�
»=����V�

wuvz*vv;

k��`#����

�k�8D

»�:$�L��5���[��XJ»k�ª¥¼µ�p
��SU�½&M�¾
»�£©¯¹�+����¨´¶¯ ¤¼®º����
�.�"��½Gl�¾

»~�k��_����Z\�k�8D wuvz*};
11) 

12) 

14) 

15) 

- 115 -

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.15, 2016 年 8 月
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.15, August, 2016 



 

を市のウェブページに掲載することで，閲覧者がカシニワ事

例を知り，訪問するきっかけを作っている． 
(2) 制度が想定するカシニワ事例運営までのプロセス 

	 制度が想定するカシニワ事例運営までの流れは，以下の通

りである．①土地所有者や団体は，市のウェブページを参照

し，制度の趣旨を理解して，カシニワ情報バンクに各情報（土

地情報，団体情報，支援情報）を登録する．②カシニワ情報

バンク内で，土地所有者は利用して欲しい団体，団体は利用

したい土地を見つける．条件に合う相手が見つかれば，希望

を行政に伝え，行政が相手側と仲介，交渉する．③交渉の後，

行政，団体，土地所有者の 3者で契約内容の確認を行い，団

体，土地所有者の 2者で協定の締結を行う．協定では，土地

の使用期間や使用目的等を定める．④協定締結後は，団体は

周辺住民の理解を得ることに務めながらカシニワ事例を運

営する．行政は運営には関与せず，問題が起きた場合は土地

所有者と団体の間で解決する． 
(3) 制度の運用実績 

カシニワ制度が想定する空閑地の活用方法には，広場型，農

園型，花園型，樹林型の 4つの型がある．実際に，行政によ

る仲介を経て活動を行っている事例は，2015年 11月時点で

32事例あり，樹林型を主とするものが 17事例，広場型が 5
事例，花園型が 5事例，農園型が 3事例，その他 2事例とな

っている．その一方で，カシニワ情報バンクに登録していな

がら仲介に至っていない団体（以下「未仲介団体」）が 9 団
体，仲介に至っていない土地（以下「未仲介地」）が 18件存

在する． 

4. 各プロセスにおける制度と実態の乖離 

第 3章で明らかとした制度の想定プロセスは，土地所有者
や団体がカシニワ情報バンクに情報を登録するまでの「登

録」，カシニワ情報バンクの情報を各主体が参照し，行政が

仲介するまでの「仲介」，契約内容を確認し，協定を結ぶま

での「協定」，団体が実際にカシニワ事例を運営する「運営」

に分けられる（図 1）．本章では，団体へのヒアリングを元に，
これら 4つのプロセスごとに実態を把握していく． 

(1) 各プロセスにおける実施実態 

(I) 登録 
登録時には，団体は制度を自ら認知し，カシニワ情報バン

クに団体情報を登録することが想定されている．そこで，各

団体にカシニワ制度の認知のきっかけを尋ねた．その結果，

「同じグループの中にカシニワ制度を知っている人がいて，

教えてもらった」等の『所属団体内で情報を所有』や，「看

板やチラシを見て登録した」等の『広報』といった，制度の

想定通りの方法で制度の存在を認知している団体が 10 団体

中 4団体存在した． 
	 一方，「柏市から，カシニワ制度を使ってこの土地で活動

してみないかと声をかけられた」，「土地を探していて，市役

所へ尋ねたところ，カシニワ制度と土地を紹介された」等の

『行政からの紹介』が 5団体と，想定とは異なる方法で制度

を認知した団体も同数程度存在していた．なお，「以前から

カシニワ制度に仕事として携わっており，自分のプロジェク

トとして使ってみたいと思った」といった例外的なケースも

1団体見られた． 

(II) 仲介 

	 仲介時には，団体や土地所有者がカシニワ情報バンクの情

報に自らの情報を登録，お互いに参照し，それを元に行政が

仲介交渉を行うことが想定されている．そこで，活動する土

地の見つけ方に関して尋ねた．結果として，「情報バンク内

から条件にあった土地を見つけた」等の『情報バンクから相

手を見つけた』は 11事例中 2事例と，制度の想定どおりに
カシニワ情報バンクから相手先を見つけた団体が少ないこ

とが明らかとなった． 

	 一方，「行政から，条件にあったこの土地を使ってみませ

んかと紹介された」や「行政から，土地を地域の憩いの場と

して使ってくれませんかと依頼された」等の『行政からの紹

介・依頼』が 4事例，カシニワ情報バンク内に使用したい土
地がなかったため，自分が使いたいと考えている空き地を指

定し，行政に地権者を調べてもらった」等の『情報バンク外

の土地を指定』が 3事例と，行政の働きかけやカシニワ情報

バンク外の土地を自ら指定する方法によって，土地を見つけ

た団体が多く存在した．なお，「カシニワ登録以前から使用

していて，その後，カシニワに登録をした」等の『以前から

使用していた』も 2事例存在していた． 

(III) 協定 
	 協定の段階では，団体と土地所有者間で内容に合意のうえ

協定を結ぶことが想定されている．そこで，協定を締結する

際に問題となることがあったか尋ねた．その結果，「特にト

ラブルはなかった」，「内容は事前に確認してあるため問題は

起こらなかった」といったように，ヒアリングの対象とした

全ての団体がスムーズに協定締結まで進んでいた． 

(IV) 運営 

運営時には，団体や土地所有者，周辺住民の 3者が良好な
関係を保ちつつ活動を行い，活動中に問題が発生したら，当

事者間で解決することが想定されている．そこで，土地所有

者や周辺住民との関係，運営状況等について尋ねた．土地所

有者との関係については，「特に問題はなく，順調」，「年に 1，

2回挨拶をしており，挨拶に行く度に感謝の言葉を言ってく
れる」，「畑で穫れた野菜を渡しに行っている」といったよう

に，ヒアリングの対象とした全事例において『良好』との回

答が得られ，制度の想定どおりに進んでいる．周辺住民との

関係については，「火の使用をした際に周辺住民から注意を

受けた」，「初期の土地を整備する際に砂や石が舞ってしまい

注意をうけた」等，周辺住民から苦情が入ったことがあると

した事例が 4事例あったが，1回きりであり，その対処も団

体によってすぐになされていた． 
	 団体が周辺住民と良好な関係を築くための運営上の工夫

として，行政が運営する広報イベントである「カシニワフェ

スタ(2)」に多くの事例が参加していた（11 事例中 9 事例）．
カシニワフェスタの他にも，外部に向けた活動として，地域

の催し，野菜市，収穫祭といったイベントを行っている事例 
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も見られた．カシニワ制度による取り組みの効果としては

「殺風景だった場所が明るくなった」といった『景観の向上』

や，「地域の人々の挨拶のきっかけが作れた」，「様々な人と

コミュニケーションがとれるようになった」，「当初に比べ，

地域の人に利用してもらえるようになった」等の『コミュニ

ケーションの向上』が挙げられ，課題としては「今後人員を

どう確保していくか」といった『人員不足』，「どうやって活

動を引き継いでいくか」といった『引き継ぎ』，その他に，『財

源面の確保』，『土地の維持管理』等といった意見があった． 
	 このようにほとんど全ての団体で運営段階においては問

題が生じていないとしたが，1団体において，運営時に周辺

住民からの苦情が多く，周辺住民と必ずしも良好な関係を築

けていない事例が見られた．この事例については，第 5章に

おいて詳述する． 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

(2) 各プロセスにおける制度と実態の乖離 
以上の結果を，第 3章で明らかにした制度の想定するプロ

セスと対比させ，両者の乖離をまとめると，以下のとおりと

なる．①登録時には，団体が市のウェブページを通じて制度

の趣旨を理解し，団体情報を登録することが想定されている

が，実際には，行政からの働きかけにより団体情報が登録さ

れた事例が半数ある．②仲介時には，団体や土地所有者がカ

シニワ情報バンクの情報を参照して行政に希望を申し出て，

それを受けて行政が仲介交渉を行うことが想定されている

が，実際は行政がお願いして仲介が進む事例や，情報バンク

外の土地を団体が指定するといった事例のほうが多い（また，

第3章で述べたように，そもそも未仲介の団体や土地も多い）．

③協定時には，制度と実態の乖離はない．④運営時には，団

体や土地所有者，周辺住民の 3者が良好な関係を保ちつつ活
動を行い，活動中に問題が発生したら，当事者間で解決する

ことが想定されており，多くの事例において実態との乖離は

ない．ただし，1事例では，運営時に周辺住民からの苦情が
多く，周辺住民と良好な関係を築いていないものがある． 

これらを概括すると，登録・仲介までには制度の想定通り

のプロセスでは進まないことが多く，行政が介入することに

よって各プロセスが成立していること，協定締結以降は，1

事例を除いてほぼ問題は生じていないと考えられる． 

5. 制度の想定と実態との乖離の背景 

本章では，制度の想定と実態の乖離に対して，3つの側面
からその背景を考察する．具体的には，まず，登録時におい

て，行政からの働きかけ以前にカシニワ制度を知っていた団 

表３	 各プロセスにおけるカシニワ事例の実態	
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体が少なかったことから，活動開始前の団体が認知している

カシニワ制度に関する「情報不足」に着目し，この面から乖

離の背景を考察する．次に，仲介時において，カシニワ情報

バンクからの情報参照により仲介に至った事例が少なく，ま

た第 3章において述べたように，未仲介の事例（団体，土地）
も多いことから，カシニワ情報バンクに登録される「空間情

報と団体希望条件との不一致」に着目し，この面から乖離の

背景を考察する．最後に，運営時に周辺住民と良好な関係が

築けていない事例があることから，運営が良好な事例とそう

でない事例の間での「運営主体」の違いに着目し，この面か

ら乖離の背景を考察する． 

(1) 情報不足から見た「登録」時における乖離の背景 

「集約型都市形成のための計画的な緑地環境形成実証調査」

では，2013年度調査において，柏市内で緑に関わる活動をし

ている団体（n=226）を対象に，カシニワ制度の認知度を尋
ねている 14）．その結果は，「全く知らない」が回答率 25.3%

と比較的少なく，制度の認知度自体はある程度高いものと考

えられる（図 2）．ただし，同設問への回答「名前を聞いた程
度である」への回答率は 40.2％であり，制度の名前自体は団

体に浸透しているものの，内容まで理解している団体が少な

いと考えられる． 
	 団体に，制度の名前は知られているものの，内容が十分理

解されていない理由を探るために，市民の制度認知のきっか

けを見ていく．「集約型都市形成のための計画的な緑地環境

形成実証調査」の 2014 年度調査では，全回答者中カシニワ

制度を知っている柏市民（n=171）に対し，制度を知ったき
っかけを尋ねている 15)．その結果，柏市の広報紙である「広

報かしわ」と回答した市民が 40.9％と最も高かった（図 3）．

ここで，実際に過去の広報かしわに掲載されたカシニワ制度

についての記事を見てみると，過去 4回にわたりカシニワ制

度が大きく取り上げられている．しかし，土地の見つけ方や 

助成金等の制度の内容について記載があったものは初回の

みであり，残りの 3回はカシニワフェスタの開催通知が主で
あり，カシニワ制度の内容に関しては言及がなかった．この

ことから，市民により認知されやすい広報紙に掲載される制

度に関する情報の少なさが，団体に制度の内容が伝わりにく

い一因であることが推測される． 

ところで，2013年度調査 14）では，団体に，空閑地を用い

た活動を始めるに際し必要な支援も尋ねている．回答率が高

い項目は，順に「活動に最適な場所の提供」（39.8%），「活動

への助成金」（36.3%）であった（図 4）．これらの項目は，
実際はカシニワ制度がすでに提供しているものである．つま

り，制度の内容は，団体の求めに合致している．このことか

ら，団体に対して，カシニワ制度の名前だけでなく，行われ

ている支援の内容を正確に伝えることができれば，団体の活

動開始を支援できる可能性があると考えられる． 
(2) 空間情報と団体希望条件との不一致から見た「仲介」時

における乖離の背景 

ここでは，カシニワ情報バンクに掲載される「空間情報と

団体希望条件での不一致」の視点から，カシニワ情報バンク

カシニワ情報バンクに掲載される空間情報のうち，活動成立

にとって重要と考えられる，土地までの距離，土地の地目と

団体の希望との間の不一致の状況を分析する． 

(I) 未仲介団体と未仲介地との間の距離 
	 団体と土地との間のカシニワ情報バンクを介した仲介が

うまくいかない背景のひとつに，団体が活動しやすい距離圏

内に土地の登録がないことが考えられる．そこで，カシニワ

情報バンクに登録されていながら活動地を見つけられてい

ない未仲介団体の事務所（全 9団体のうち，事務所が柏市外

であるものと不明のものを除いた 7団体）と，同じく活動団
体を見つけられていない未仲介地（18件）との間の距離につ

いて見ていく． 
表 4に，未仲介団体の事務所から最寄りとなる未仲介地ま

での距離を示した．最大でも 1,820mであり，比較的近隣に

利用できる土地が登録されている．ここで，仲介が完了して

いる 32事例で，活動が成立している団体－土地間の距離を

算出すると，中央値が 1,302mであった．未仲介の団体－土

地の組み合わせ 7つのうち 6つは，この値付近，もしくはそ
れ以下に未仲介地が存在している．これらのことから，カシ

ニワ情報バンクを用いた仲介がうまくいかない理由は，単に
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図２	 団体のカシニワ制度の認知度 14)（n=226）	
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図３	 市民のカシニワ制度の認知のきっかけ 15)

（n=171,SA）	

図４ 団体における低未利用地活用において

希望する支援 13)（n=226,MA）
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図４	 団体における低未利用地活用において	

希望する支援 14)（n=226,MA）	
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近隣に土地が登録されていないという理由によるものでは

ないと考えられる． 
(II) 未仲介団体と未仲介地との間の地目の関係 

カシニワ情報バンクに掲載の未仲介地の地目は，山林 14

件，畑 2件，雑種地 1件，宅地 1件である．これらの地目が，
未仲介団体が希望する用途に適するものではないために，仲

介がうまくいっていない可能性がある．そこで，前項で明ら

かにした最寄りの未仲介地について，その地目と未仲介団体

が希望する用途との対応関係を整理するとともに，未仲介団

体が希望する用途に対応する地目に限定した場合の最寄り

の未仲介地までの距離を算出した（表 4）． 

表 4からは，①ほとんどの未仲介団体（団体K，L，M，O，

P，R）で，最寄りの未仲介地の地目が希望用途に適した地目
となっていないこと，②希望用途に適した地目に限った場合，

多くの未仲介団体（団体 I，M，P，Q，R）で，土地までの

距離が仲介完了団体の中央値である 1,302mを上回ってしま
うことの 2点がわかる．これらのことから，最寄り未仲介地

との間の単純な距離ではなく，地目－利用希望の対応関係に

合致する土地が近隣にないことが未仲介の一因であること

が推測される．なお，最寄りの未仲介地の地目（宅地）が希

望用途（畑）に対応している団体Qは，未仲介地の面積が小
さい（50㎡）ことが希望と一致せず，希望用途（森林保全）

に合致する未仲介地（山林）までの距離が 392mと近接して

いる団体Kは，すでにカシニワ制度に依らない形で別に活動
地を確保しているといった個別の事情が作用していた． 

(III) 距離と地目の不一致が引き起こす未仲介の例 
	 以上から，団体と土地の間の距離と地目の非対応関係が未

仲介の主たる理由であり，それに各団体の事情が加わって，

未仲介状態が生じているものと考えられる．このことをヒア

リング結果から得られたある事例を用いて確かめる． 

未仲介団体 L（以下，「L」）は障がい者の就労支援を行う

団体であり，その一環として，ハーブや花，ブルーベリーの

栽培を行っている．希望する土地条件として，定期的な訪問

が可能な距離圏内であること，希望する活動（園芸福祉）が

できる地目（平坦な畑等）であること，障がい者と健常者と

のふれあいを確保できる住宅街であること，危険の少ない交

通量の少ない場所であることを挙げている．Lはカシニワ情
報バンク上で適切な土地を探している． 

ここで，L の事務所と未仲介地の位置関係を見てみると，

団体の事務所付近（仲介完了団体の中央値である 1,302m 付
近）に存在する未仲介地は，1箇所存在しているが（図 5）， 

この土地は地目が山林であり，Lが希望する地目（平坦な畑

等）に合っていない．希望する地目に合った未仲介地は，事

務所からの距離が 3,317m，10,617mと距離が離れた箇所に存

在している．距離が 10,617mの未仲介地は，遠く定期的な訪

問が困難であることに加え，周辺が農地であることから，住

宅街にあることという希望を満たさない．距離が 3,317m の

未仲介地は，同じく周辺が農地であることに加え，交通量が

多い場所に位置していることから，交通量の少ない場所とい

う条件を満たさない．Lではこのように，未仲介地との距離，

地目の対応関係の不一致が相まって，未仲介状態となってい

る(3)． 

(3) 運営主体から見た「運営」時における乖離の背景 

運営時には，制度の想定と実態との間に大きな乖離は見ら

れなかったが，1事例において，周辺住民からの苦情が多く，

周辺住民と良好な関係を築けていないものがあった．そこで

この事例に着目し，運営が良好と評価されている他の事例と

比較することで，運営時の乖離の背景を考察する． 

運営が良好である事例としては，既存研究 11)12)において成

功事例と評価されている団体 A（以下，「A」）の事例を，問

題を抱えている事例としては，ヒアリング時に把握された団

体 E（以下，「E」）を用いる．以下，A に関する記述は，既
存研究 11)12)およびA代表者へのヒアリングを，Eに関する記

述は，E代表者と柏市へのヒアリングを基に行う． 

(I) Aの事例（運営が良好である事例） 
この事例は，Aが 2009年 3月に公園設置要望を行政に申

請したところ，行政が，カシニワ制度のモデルケースとして，

2,000㎡の区画整理事業の先買地を無償で Aに貸し出したこ

とがきっかけとなり，2010年 6月に運営が開始されたもので 

 

 
 

 

表4	 未仲介団体の最寄りと希望する未仲介地との距離	
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ある（図 6）．運営開始前は，土地所有者である柏市も，管理

作業として年に 2回除草作業をする程度であり，土地の状態
としては雑草が生い茂り，周辺住民からも「ほったらかされ

た空き地」という認識がなされていた． 
運営開始後は，町会の中高年者（10数名）が中心となり，

日常的利用として，子供の遊び場，中高年者による花壇・菜

園活動やラジオ体操（週 4回）等が行われていた．しかしそ
の一方で，運営側としてこの広場に関与する特定の人のみに

利用が偏ってしまう事態が生じていた．具体的には，花壇や

菜園の利用が数名の中高年者に限定され，倉庫や水道などの

共用設備が，運営側として関わる利用者にしか利用できない

状態となっていた．このことから，一部の非運営者の利用者

からは，利用ルールが明確でないことや，利用者が限られて

いるといった不満や課題が指摘されていた． 

この問題に対処すべく，Aは，2012年 4月にカシニワの協
定を再締結する際「一般住民の利用が可能な地域の広場とす

る」という使用目的を追加した．これを踏まえ，地元大学が，

敷地の一角で「ちょい農」と呼ばれる社会実験を行った．こ

れは，地元大学のスタッフのサポートの元，レイズドベッド

型菜園を設置し，周辺住民が，植え付け，剪定，収穫といっ

た軽作業を行い，収穫物をシェアするというものである．こ

の実験により，運営者以外の周辺住民の広場運営への関与が

容易となった．「ちょい農」の成果として，利用者層が多様

化することにより，利用者が限定されるといった問題が解決

された． 

(II) Eの事例（運営に問題がある事例） 
この事例は，Eが団体内でのグラウンドゴルフの需要の高

まりに応じて活動場所を行政に相談したところ，カシニワ制

度を紹介されたことをきっかけに，2011年 8月に運営が開始

されたものである．活動地は行政の区画整理事業の先買地で

あり，住宅地内の住宅に密接した場所に位置する面積 2,011
㎡の雑種地であった（図 7）．Aと同じく，活動開始前は土地

所有者である行政が年に数回草刈りを行う程度であり，当初

は雑草が蔓延っている状態であった． 
運営開始後は，E 内の 10 人程度が中心となり，日常的利

用としては，グラウンドゴルフ（週 1 回），子供の遊び場の

場所として運営している．しかし，Eは，運営開始時から周

辺住民からの苦情を多く受けている．例えば，①広場の管理

のために入り口に Eが鍵をかけたところ，周辺住民から開か

れた広場ではないのかとの苦情が入った，②周辺の子供が広

場で禁止されているボール遊びをしていたため E が注意し
たところ，周辺住民から，利用を独占しているとの声が上が

った等があげられる． 

この問題に対処すべく，Eは，カシニワ制度の想定どおり，
団体内で都度問題解決に当たっているが，問題解決をめぐっ

ても，その内容が透明性を欠いているなどの周辺住民からの

意見があり，依然として苦情が多く発生している． 

(III) Aと Eの比較 

両事例は，土地所有者が行政であることや土地の面積規模

においてはほぼ同様であり，運営中に，一時，団体による独

占的な利用や利用ルールの不透明さに対する周辺住民から

の不満が発生したという点でも類似している．しかし，問題

が発生して以後の状況は，成否が大きく分かれていた． 

成否を分けた要因の一つとして考えられるのは，Aと Eの
属性の違いである．表 1に示す通り，Aは町会である．A町

会は地域住民全員参加の組織であるため，問題申立者と解決

者は包含関係にあることになる（つまり，問題申立は，運営

組織内部からのものとなる）．組織内部からの問題申立への

対応のため，Aは，問題解決にあたっては，問題申立者の意

見が反映されるよう，カシニワの使用目的の見直しや利用上

の工夫を行ったと考えられる．実際にAでは，協定再締結の

際に，非運営者の利用者の意見を反映して使用目的の変更を

したり，より広範な周辺住民の参加を促す取り組みを取り入

れている． 

一方，Eは老人クラブであり，苦情を寄せている周辺住民
は老人クラブに所属していない．つまり，Aと異なり，問題

申立者と解決者が包含関係にない（苦情は，運営組織外部か

らの問題申立となる）．そうした関係のなかで E が問題解決
にあたった結果，問題解決は，団体特定の目的（グラウンド

ゴルフ）をより円滑に行うための手段といった消極的な位置

づけにとどまり，結果的に，周辺住民の意見を反映したカシ

ニワの使用目的や利用のあり方といった本質的な問題は見

直されないままの対応となっていると考えられる．このこと

が，開いた広場の運営や透明性ある利用ルールの運用を求め

る周辺住民との間の認識のズレを生み，苦情につながってい

るのだと考えられる． 

6. 結論 
	 本研究では，都市郊外部における空閑地の暫定利用を，面

的，計画的に実現する先進的制度として千葉県柏市のカシニ

ワ制度を取り上げ，制度の想定するプロセスとの乖離に着目

しながら，その運用実態を明らかにした． 

本研究の結論は，以下の 2点にまとめられる． 

① 登録，仲介，協定，運営の各段階で説明されるカシニワ

制度の運用プロセスにおいて，登録・仲介で実態との乖

離が見られ，運営では 1事例で乖離が見られる． 

図6	 A活動地（左：柏市撮影，右：空中写真(4)）	

図 7	 E 活動地（左：筆者撮影，右：空中写真(4)）	
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② 乖離の背景には，a)広報紙への掲載情報の不足を一因と

する団体への制度内容の情報周知の不足，b)カシニワ情
報バンクにおける団体と土地との間の距離と地目の非対

応関係，c)運営主体が周辺住民を含む組織でないことに

よる，周辺住民の意見の反映のされにくさがある． 
最後に，これらを踏まえ，カシニワ制度のより良い運用へ

の展望を述べる．まず，登録段階においては，団体の制度の

認知度を高めることが必要である．その際は，制度の名称だ

けでなく，団体が必要とする支援を制度が実際に提供してい

ることを，正確に広報することが必要である．第 4章で見た
ように，市民は行政の広報紙からカシニワ制度を知ることが

多い．細江（2016）の研究 13)においても，制度の広報誌やメ

ディアへの露出を増やし，公益的な価値を高めていくことが，

市民の認知度向上に繋がると述べられている．以上のことか

ら，今後，市民の認知度を高めるためには，広報紙における

広報が有効的であり，制度に言及する際には制度の支援内容

を同時に掲載することが望まれる． 

仲介段階では，カシニワ情報バンクに少しでも多くの情報

を掲載することで，距離と地目の不一致の可能性を下げるこ

とが必要である．特に，すでに団体が土地を探している地域

では近隣の土地所有者に，土地所有者が団体を探している地

域では近隣で活動する団体に，地目を絞った形で情報登録を

求めるといった，局地的な広報活動を行うことが有効と考え

られる．具体的には，例えば，回覧板など地域を絞って配布

される媒体に，その地域で利用可能な地目や求められている

地目を掲載するなどの工夫が考えられる． 
運営時には，制度上は，運営段階で生じた問題は当事者間

で解決することが想定されているが，今回事例とした例のよ

うに，特に周辺住民を構成員に含まない団体の活動の場合，

団体による問題解決がうまくいかない場合もまれにあると

考えられる．細江（2016）の研究 13)においても，制度の充実

には，登録者の意欲だけでなく，カシニワ運営中における行

政側の制度のマネジメントが極めて重要であると述べられ

ている．このことから，運営中に周辺住民との問題が発生し

うる場合に備えるべく，行政等が介入し，周辺住民の意見を

取り入れながら，敷地の使用目的や利用ルールの再検討をす

る機会が設けられても良いと考える． 
本研究は，団体の代表へのヒアリングを中心に構成したた

め，各カシニワ事例の利用者や，カシニワ情報バンクに土地

を登録している土地所有者の視点での調査は十分ではない．

この点を補完し，より多角的に制度の評価を行っていくこと

を今後の課題としたい． 

【補注】 
（1）後述する行政による仲介を経て活動を行っている 32 事

例のうち，「樹林型」の 17事例の大半は，柏市が実施し
ている「里山ボランティア入門講座」を受講し，その後
活動地の決定から設立後の支援まで一貫した支援を行政
から受ける中で活動が成立している．このプロセスは，
カシニワ情報バンクでの情報のマッチングという，カシ
ニワ制度が本来意図している成立プロセスとは異なる．
そのため，全 32事例から樹林型の 17事例を除いた 14事

例をここでの対象母集団とし，そのうちヒアリングの承
諾を得た 10団体 11事例を分析対象とした． 

（2）行政（柏市，柏市緑の基金）が主催する，柏市内のカシ
ニワを一斉に一般公開する催しである．2013年から行わ
れ，毎年 5月半ばに 2週間程度行われる．各カシニワに
おいて，野菜の収穫，竹とんぼづくり等といった様々な
催しがなされる． 

（3）なお，Lは本稿執筆中に，距離 3,317mの未仲介地と協定
を結び，活動を開始した．これは，柏市や団体へのヒア
リングから考えると，L が，交通量と周辺環境の条件を
妥協したことによると考えられる． 

（4）画像データ：google map
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