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斜面市街地整備と立地適正化計画
－長崎市江平地区および岩瀬道・立神地区を中心に－
Regeneration of Sloped Urban Areas and Location Nomalization Plan
: Case Study of Ebira District and Iwasemichi-Tategami District, Nagasaki City
秋月 優里*・真鍋 陸太郎**・村山 顕人**・大方 潤一郎**
Yuri Akizuki*, Rikutaro Manabe**, Akito Murayama**, Junichiro Okata**
Nagasaki is a city which has many sloped urban areas, and it has implemented various unique programs of urban
regeneration ahead of other cities in Japan. However, it faces the need for a paradigm shift in the era of decreasing
population and aging society. In this study, planning policies and measures for sloped areas were reviewed and case
studies were conducted for Ebira district and Iwasemichi-Tategami district that are designated as targeted districts in
the city’s regeneration project. Through the research, current status of the sloped areas and their treatment in the city’s
Location Normalization Plan is clarified.
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1-2. 研究構成と調査方法

1. 研究概要

第 2 章では、日本の斜面市街地で現在どのような取組みが行わ

1-1. 研究の背景と目的
長崎市の都市計画を行う上で、避けられない要素として挙げら

れているのかを文献調査と自治体へのヒアリング調査をもとに

れるのが地形である。長崎市はその地形的特性のため、少ない平

整理し、斜面市街地の動向を俯瞰的に把握する。第 3 章では、長

坦地に商業・業務機能などが集積し、住宅地は山腹を這い上がる

崎市のまちづくりと立地適正化計画、斜面市街地再生事業につい

ようにして広がっており、結果として今でも市街地の約 7 割が斜

て、各分野の計画資料を調査対象として総合的な視点から整理・

面市街地となっている。斜面市街地は独特な都市景観を創り出す

分析する。第 4 章では、斜面市街地再生事業の 8 つの事業対象地

要素として、主に観光や景観の点で長崎市の資源となっている。

区のうち江平地区、岩瀬道・立神地区の 2 地区にフォーカスし、

その一方で、インフラ整備にかかるコストや災害リスク、移動の

現地調査と地図調査によるケーススタディを行う。最後に、第 5

困難さなど、さまざまなマイナス面も孕んでいる。斜面市街地で

章で第2 章から第 4 章までの内容を総括する。

は人口減少や少子高齢化、空き家問題などの都市問題が平坦地よ
りも先行して生じており、長崎市は 20 年以上にわたって斜面市

2. 日本の斜面市街地とまちづくりの概要
日本の斜面市街地におけるまちづくりの取組みについて、
『長

街地のまちづくりに取り組んできた。
これまでに斜面市街地を扱った研究としては、地理的数値から

崎市調査資料報（平成24 年 11 月）
』に取り上げられている 6 つの

日本の斜面都市を分析した天野ら 1)の研究や、長崎市の老朽危険

斜面市街地（横須賀市、神戸市、尾道市、呉市、北九州市、佐世

2)

空家対策事業の事例を整理した鈴木 の研究、長崎市を対象に持
3)

保市）を対象として調査を行った。表 1 は各都市の斜面市街地で

続可能な居住地のための対策を考察した金ら の研究などが挙げ

行われている取組みをリスト化したものである。対象を「斜面地

られる。数値分析による地形的特徴や災害リスクを対象とした研

（あるいは谷戸など特定の傾斜地）
」に限定して行われている取

究のほか、具体的な地区の居住環境や土地利用、特定の事業を題

組みは横須賀市の横須賀市谷戸地域環境対策事業、北九州市の丸

材とした研究が比較的多く見受けられる一方で、都市計画マスタ

山・大谷地区住環境整備事業、佐世保市の斜面密集市街地対策事

ープランなど自治体全体のまちづくり方針を包括的に踏まえ、考

業であり、その他については密集市街地事業や市全体の取組みの

察を行った研究は見受けられない。しかし立地適正化計画の策定

一部として、斜面市街地の整備が行われている。そのため一概に

において議論されるように、斜面市街地を考える上では個別具体

比較を行うことはできないが、どの都市においても危険建物除去

の事例のみではなく全体の中の部分として斜面市街地の在り方

や転居移転など市街地の低密度化を図る取組みと並行して空き

を考えることが必要となるだろう。

家再生や交通支援など市街地の維持を図る取組みが展開されて

本研究では、
「国際斜面都市会議」の開催以降斜面市街地のまち

いることが明らかとなった。特徴的な取組みや考え方としては、

づくりに積極的に取り組んできた長崎市を中心に、市全体のまち

横須賀市では試験的に多様な施策を展開していること、尾道市で

づくりにおける斜面市街地の位置づけについて考察し、2 地区の

は斜面地を歴史文化が残る重要な資源として捉え、市街地整備を

ケーススタディを通じて、長崎市の斜面市街地の現状と、立地適

歴史的風致維持向上の枠組みの中で行っていることがわかった。

正化計画における当該斜面地の扱いについて整理する。

また、神戸市、北九州市、佐世保市の 3 つの自治体のヒアリング
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からは、立地適正化計画の作成にあたり、斜面市街地をどのよう

を捉えるため、19 の計画について整理を行う（表 2）
。これら 19

に扱うかが論点になっていることが明らかとなった。

の計画は、長崎市における上位計画である『長崎市第四次総合計
画』
『都市計画区域マスタープラン』
『長崎市都市計画マスタープ

3. 長崎市のまちづくりと斜面市街地

ラン』に加え、マスタープランの中で分野別関連計画として挙げ

3-1. 長崎市のまちづくり

られている15 の計画および『立地適正化計画』を調査対象として
いる。表中の「斜面市街地への言及の有無」については、計画中

ここでは、まず長崎市のまちづくりにおける斜面市街地の扱い

に斜面市街地の文脈において「斜面」
「傾斜」または「坂」という

表1：各斜面市街地における取組み
横須賀市
横須賀市谷戸地域環境対策事業
高齢者の平地転居助成
谷戸の空き家解体助成
谷戸の空き地測量助成
谷戸の菜園助成
谷戸のみどり復元助成
谷戸の空き家片付け助成
谷戸の空き家バンクリフォーム助成
隣人への土地売却時解体助成
町内会支援事業
神奈川県立保健福祉大学等学生居
住支援事業（リフォーム助成、家賃助
成）
老朽危険家屋解体助成事業
住宅建替費用助成事業
神戸市
密集市街地の整備改善事業（東垂水地区）
まちなか防災空地事業
身近な環境改善事業
山手ふれあい階段整備（64m）
泉が丘北公園進入路
建物除却事業
不燃化促進事業
防災まちづくり寄付受け事業

単語が見られる場合に「○」をつけた。ただし、それだけでは単

尾道市
歴史的風致維持向上計画
沿道建造物等修景事業
老朽危険建物除去促進事業
空き家再生促進事業
まちなみ形成事業
斜面地研究会
呉市
呉市危険建物除却促進事業
地域主導型交通サービス支援事業
すこやかサポート事業
北九州市

に地理的特徴に言及しているだけの場合も含まれるため、加えて
「特性/ 資源として（プラスの文脈で）言及しているもの」
「課題
として（マイナスの文脈で）言及しているもの」
、さらにそれらを
踏まえた斜面市街地に対する施策を展開しているかに関しても
整理を行った。
この整理により、
市の発展とともに拡大してきた斜面市街地は、
現在では様々な課題を抱える地域として各計画や方針に取り上
げられ整備や支援が行われていること、景観面では斜面市街地が

おでかけ交通事業

「資源」として言及されているが方針の設定のみで具体的な取組

丸山・大谷地区住環境整備事業
北九州市老朽家屋等除去促進事
業
佐世保市
斜面密集市街地対策事業

みはほとんど行われていないことが明らかとなった。最新の立地
適正化計画の中で、長崎市は斜面市街地について「完全に安全で
快適な居住地としての再生を果たすことは難しい」と言及してい
る。これは調査対象19 の計画のうち、斜面市街地における居住の
困難性を最も直接的に指摘している表現であった。また立地適正
化計画では居住誘導区域外に市独自の区域として「自然共生区域」
を定めている（図 1, 図 2）
。
「自然共生区域」は「ゆとりのある

表2：長崎市における各計画と斜面市街地の関係
策定
年度

①斜面市
街地への
言及

②特性/資
源として
言及

③課題
として
言及

④施策
展開

長崎市第四次総合計画
（後期基本計画）

H27

○

○

○

○

都市計画区域マスタープラン

H26

○

○

○

理念の
み

長崎市都市計画マスタープラン

H28

○

○

○

○

にぎわいの都市づくり基本方針
「長崎市中央部・臨海地域」都市・
居住環境整備基本計画（改定）

H18

×

-

-

-

・斜面市街地再生事業・老朽危険空き家対策事業・車みち整備事業
・街路事業(新地町稲田町線)・火災予防対策事業・移送支援事業
・基本理念「斜面地や田園環境、自然環境を活かし、多様な都市の生活が展開できる
都市づくり」
・斜面市街地再生事業・老朽危険空き家対策事業・移送支援サービス「いこーで」
・斜面移送機器（リフト）・都市計画街路整備事業新地町稲田町線・車みち整備事業
-

H24

○

○

○

○

・斜面市街地再生事業

計画名

長崎市景観基本計画

H23

○

○

○

長崎市バリアフリー基本構想

H25

○

×

○

長崎市住生活基本計画（H25年版）

長崎市第二次環境基本計画（改訂
版）
長崎市地域福祉計画・地域福祉活
動計画
長崎市高齢者保健福祉計画・介護
保険事業計画
まちぶらプロジェクト（H28.4版）
長崎市歴史文化基本構想
長崎市中心市街地活性化基本計
画（第2回変更）
長崎地域市町村建設計画
（平成26年6月変更）
長崎市・琴海町市町村建設計画
（平成26年6月変更）
長崎市公共施設等総合管理計画
長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦
略
立地適正化計画

方針の
み
方針の
み

施策内容

・基本方針④「逆手の魅力づくり～斜面、雑然、西端といった制約条件を逆転の発想でつ
くる景観～」
・基本方針④「"坂の街""観光都市"の特性を踏まえたバリアフリー化」

H25

○

○

○

○

・斜面市街地再生事業による生活道路の整備・斜面市街地（特に密集市街地）内の車
みちの整備
・連単建築物設計制度等を活用した建替えの促進・宅地の防災性向上に対する支援
・空き家等の適正管理に関する条例の運用による空き家の適正な管理の促進
・老朽危険空き家除去費補助制度等の活用による老朽危険空き家の解消

H28

○

×

○

○

・ふれあい訪問収集事業

H27

○

×

○

○

H26

○

×

○

○

H28
H26

○
○

×
×

×
×

○
×

H29

○

×

×

○

H26

○

×

○

×

-

H26

○

×

○

×

-

H27

○

×

○

×

H27

○

○

○

○

H30

○

○

○

○

・道路新設改良事業（車みち整備事業）・歩行者移動支援システム事業
・都市計画街路整備事業新地町稲田町線
・「自然共生区域」の設定・老朽危険空き家除去費補助金・老朽危険空き家対策事業

・斜面地（西坂地区）の防災訓練・移送支援サービス「いこーで」
・斜面移送機器
・居住環境、移動における高齢者支援（移送支援サービス事業、ふれあい訪問収集事
業、機器類の活用、乗合タクシー運行事業、斜面市街地再生事業、高齢者向け施設
の整備）
・南大浦地区拠点地域再生事業
・南大浦地区拠点地域再生事業・乗り合いタクシー/コミュニティバス
・都市計画道路新地町稲田町線街路整備事業[出島・南山手地区]

表中の○/×について：①計画中に斜面市街地の文脈において「斜面」「傾斜」または「坂」という単語が見られるか否か②斜面市街地を特性または資源の文脈で扱っているか否か③斜面市街地を課題の文脈で扱っているか否か
④斜面市街地に対する施策が明示されているか否か
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図1：区域の断面イメージ(1)
図3：事業対象8 地区の位置関係(4)

となっている。長期化の背景としては、用地買収に時間を要した
ことが挙げられる。
『長崎市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計
画』では、斜面市街地再生事業における各地区の計画が計画の長
期化ゆえに計画内容と現状とにずれが生じていることが指摘さ
れている。十善寺地区、江平地区、稲佐・朝日地区ではすでに事
業期間が終了していること、長崎市斜面市街地の整備促進に関す
る条例が失効していることからしても、今後は斜面市街地再生事
業の見直しと地域の実情に合わせた方向転換が必要となる。
3-3. 小括
以上のことから、長崎市ではこれまで取り組んできた斜面市街
地再生事業に一定の成果が見られるものの、長期化ゆえに地区の
現状と事業計画との照らし合わせが必要になっていること、その
ような状況下で策定された立地適正化計画では、安全面や利便性
の面で問題を抱える斜面市街地を居住誘導地区から外し、将来的
に縮退させるといった判断がくだされたことが明らかとなった。
4. ケーススタディ
4-1. 調査地区の決定
斜面市街地の現状把握のためにケーススタディを行うにあたり、
次の通り斜面市街地再生事業対象 8 地区を 3 つのタイプに分けた。
・観光地内包型：十善寺地区、北大浦地区、南大浦地区、稲佐・
図2：長崎市立地適正化計画における区域分け(2)

朝日地区

居住を許容する区域」と説明され、策定時点で長崎市の市街化区

唐人屋敷の歴史的資産や夜景スポットとしての稲佐山、グラバ

域人口の約21%(3)が居住しているが、あくまで「居住誘導区域外」

ー園など、斜面市街地の中に観光資源を多く含む地区である。

の一部であり、届出制度等の規定は「居住誘導区域外」の内容が

・住宅地特化型：江平地区、立山地区

適用される。

都市機能が集積する中心市街地に隣接した住宅地として発展

3-2. 斜面市街地再生事業

した地区である。地区別の人口動態では、この 2 地区は他の 4

長崎市では、平成元年に「国際斜面都市会議」が開催されたこ
とをきっかけとして、江平地区、稲佐朝日地区、南大浦地区、水
の浦地区、岩瀬道・立神・西泊地区、立山地区の8 地区を対象と

地区よりも人口減少開始の時期が若干遅いこと、高齢化率が低
いことが明らかになっている。
・集落型：水の浦地区、岩瀬道・立神地区

した斜面市街地再生事業が 20 年以上にわたり行われてきた（図

長崎港と山手に挟まれた地区であり、自然資源が豊かな地区で

3）
。

ある。第 1 次市域拡張で長崎市に編入された地区でもあり、古

斜面市街地のまちづくりの中心を担ってきた斜面市街地再生事

くから工場や個人商店などが位置している。現在では 8 地区の

業では、道路整備を中心としてコミュニティ住宅の建設や斜行エ

中でも特に人口減少率および高齢化率の高い地区となってい

レベーターの設置が行われている。しかし平成 28 年 3 月末時点

るが、小さな商店や薬局、理容院などが今でもわずかに残って

における事業全体の進捗率は 47.7%であり、事業の長期化が問題

おり、日常的に近隣住民によって利用されている。
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以上の分類を行った上で、今回の研究においては観光要素を除い
て考える意向から、住宅地特化型と自然共生型の2 地区からそれ
ぞれ江平地区、岩瀬道・立神地区の一つずつをケーススタディの
対象地として選定するに至った。
4-2. 調査内容
調査対象地区の現状を明らかにするため、両地区について以下の
4 つの観点から調査を行った。
1）将来人口推計(5)
国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール」
（バージ
ョン 1.2）を用いて、コーホート変化率法による小地域単位の
人口予測を行った。
2）道路状況
現地調査により地区内道路を「車両通行可」
「車両通行不可（ス
ロープ）
」
「車両通行不可（階段）
」の 3 つに分類し、地図へのマ
図4：住宅地図分類

ッピングを行った。
3）居住の変化

氏名表記の無い建物が 5 年の間になくなったもの。この変化か

地区の経年変化について主に居住の面から考察を行うため、ゼ
ンリン住宅地図を用いて地区の変化を分析した。住宅地図は
2002 年、2007 年、2012 年、2017 年の 4 つの時点のものを利用

ら、空き家であった建物が何らかの理由により除去された可能
性が推察できる。
4）地域生活の様子（住民の方へのヒアリング）

し、5 年ごとの地区の変化をまとめた。ここでいう地区の変化

2017 年11 月、2018 年 1 月に各地区 2 回現地調査に赴き、ヒア

とは、建物の増減および氏名表記の変化を意味することとする。

リング調査を行った。ヒアリングの対象となる住民について事

分析内容をまとめるにあたり、地区の変化を以下の 6 つに類型

前の抽出等は行わず、地区内の公園や商店を利用している住民

化した（図4）
。

を対象にその場で研究の主旨説明と調査への協力依頼を行う

類型①建物が新しく生じた

形式をとった。

5 年の間に新しく建物が生じたもの。この変化から、地区に建
物が新築された可能性が推察できる。

4-3. 調査結果

類型②氏名表記が変化した

1) 将来人口推計

同一の建物において、5 年の間に氏名表記が変化したもの。こ

コーホート法による小地域単位の人口予測を行った結果、両

の変化から、居住者が変わった（転出および転入が生じた）
、あ

地区とも今後さらに人口減少・高齢化が進むこと、江平地区は

るいは居住者の氏名が何らかの理由により変わった可能性が

約 30 年後に現在の岩瀬道・立神地区と同程度の人口規模・高

推察できる。この研究では、前者の居住者が変わった（転出お

齢化率になることが明らかになった（図 5, 図 6）
。

よび転入が生じた）ことを主な事象として推察に用いる。

2）道路状況

類型③氏名表記が消滅した

現地調査をもとに、両地区道路状況のマッピングを行った

同一の建物において、5 年の間に氏名表記がなくなったもの。

（図7）
。
江平地区の車道は道路整備により行き止まりが解消さ

この変化から、居住者が転出し建物が空き家になった、あるい

れており（図 10）
、地区内を循環する形でバスが運行されてい

は何らかの理由により居住者が不明になった可能性が推察さ

る。また地区全体として階段道よりもスロープ状の道が多い。

れる。この研究では、前者の居住者が転出し建物が空き家にな

このため、細く急な道であっても原付バイクが駐停車されてい

ったことを主な事象として推察に用いる。

る様子を観察することができた。一方岩瀬道・立神地区内の車

類型④氏名表記が生じた

道はいずれも行き止まりであり、車道にぶら下がるようにして

同一の建物において、5 年の間に氏名表記が生じたもの。この

階段道とスロープ状の道が混在している。道の途中に階段があ

変化から、空き家であった建物に新たに居住者が入居した、あ

るために徒歩でしかアクセスできない場所が多く（図 11）
、現

るいは何らかの理由で居住者が明らかになった可能性が推察

地調査では宅配業者が近辺の道路にトラックを駐停車した後、

される。この研究では、前者の空き家であった建物に新たに居

個別の住戸まで階段を用いて訪問する様子を観察することが

住者が入居したことを主な事象として推察に用いる。

できた。

類型⑤氏名表記有りの建物が消滅した

3）居住の変化

氏名表記のある建物が 5 年の間になくなったもの。この変化か

4-1 で記した類型（図 4）のもと、2002 年から 2017 年の各 5

ら、建物が何らかの理由により取り壊された可能性が推察でき

年間においてどの類型の変化が何件観察されたか整理を行っ

る。

た（図8）
。両地区ともに、
「氏名表記が消滅した（類型③）
」変

類型⑥氏名表記無しの建物が消滅した

化が増加しており、それ以外の類型にあたる変化は減少してい
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図5:将来人口推計

図6：高齢化率推計

図8：類型別変化数の推移（左：江平地区、右：岩瀬道・立神地区）

図9：道路形態別各類型の割合
（左：江平地区、右：岩瀬道・立神地区）

図7：道路状況と建物の変化マップ

図10（左）
：事業により整備された道路の様子（江平地区）
図11（右）
：階段でしかアクセスできない様子（岩瀬道・立神地区）

図12：立地適正化計画における区域分け(8)

る。建物の取り壊しが推測される「氏名表記有りの建物が消滅

から平成27 年の15 年間でそれぞれ江平地区で156 世帯、岩瀬

した（類型⑤）
」や「氏名表記無しの建物が消滅した（類型⑥）
」

道・立神地区で 76 世帯減少しており、この世帯減少が空き家

の変化数が減っていることを鑑みると、単に人口減少が生じて

の増加につながっていると推察できる。

いるだけでなく空き家が増えているのではないかということ

次に、15 年間で変化があった建物の位置についてマッピング

が推測できる。国勢調査によると、各地区の世帯数は平成 12 年

を行い
（図 7）
、
上記の変化と道路との関係について考察を行う。
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各 5 年間において変化が観察された建物について、それぞれの

本研究の今後の課題として、今回扱わなかった観光地内包型の

建物にアクセスできる道路形態別に 15 年間で生じた変化数の

斜面市街地も含め、都市マスタープランおよび立地適正化計画に

(6)

割合を図 9 に表した 。この結果から、建物にアクセスできる

おける斜面市街地の取扱いの意図をヒアリングやパブリックコ

道路形態が良好なほど、住民の入れ替えが生じている（類型②

メントの調査によってより具体的に明らかにすることで、さらに

④）ことが推察された。

総合的な視点で今後のまちづくりにおける斜面市街地の位置づ

4）地域生活の様子（ヒアリング調査結果）

けが見えてくると考えられる。

両地区の住民にヒアリング調査を行ったところ、長崎大学が
地区に隣接する江平地区では、かつては地区内のアパートに住

補注

む学生が一定数見受けられたが現在ではあまり見かけなくな

(1)長崎市（2018)「立地適正化計画」を参考に筆者作成

ったという証言を得た。高齢化率の高い岩瀬道・立神地区では、

(2)長崎市（2018)「立地適正化計画（概要版）」を加工して筆者作成

若い世代が市内の新興住宅街に新たに家を持ち、親世代のみが

(3)長崎市（2018）「長崎市立地適正化計画」に掲載されている市街化区域

地区に残るケースが多いことや、地区内の小学校跡で毎週開催

の人口383,363人、うち自然共生区域の人口80,328人をもとに算出した。

される高齢者サロンに住民同士で車を出して送迎し合ったり

(4)長崎市のホームページから引用後筆者加工

空き駐車場を活用した八百屋の移動販売を活用したりするな

(5)江平地区として江平1丁目、江平2丁目、江平3丁目、岩瀬道・立神地区

ど、住民同士で独自の工夫を行いながら生活していることが明

として岩瀬道町、東立神町、西立神町のデータを集計している。

らかとなった。また、両地区とも中心市街地へはバスで 15 分

(6)近接の道路形態による変化に焦点を当てるため、事業の道路整備にあた

ほどであり、地区内のバス停から 1 日100 本を越えるバスが発

って除去されたと考えられる建物は集計から除外している。

着しているなど、アクセスは良好であることがわかった(7)。

(7)長崎バスホームページ（http://www.nagasaki-bus.co.jp/bus/）、長崎

4-4. 小括

県営バスホームページ（https://www.keneibus.jp/）をもとに筆者集約

同じ斜面市街地であっても、江平地区と岩瀬道・立神地区では
細かな道路形態や地区内で行われている活動のあり方が異なる

（2018年2月時点）
(8)長崎市（2018)「立地適正化計画」を参考に筆者作成

ことが明らかとなった。図 12 に示すように、岩瀬道・立神地区は
立地適正化計画において地区のほとんどが自然共生区域に設定
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第 2 章より、日本の斜面市街地では低密度化と市街地維持が同
時並行的に取り組まれる中で、立地適正化計画の策定に伴い、こ
れまで「斜面市街地」として扱ってきた地域を「居住誘導区域」
と「居住誘導区域外」に二分して考え直す契機が生じていること
が明らかとなった。特に長崎市においては、第 3 章で扱ったよう
に、斜面市街地に特化した事業を社会の変化に応じて見直す必要
が生じており、立地適正化計画では勾配を主な判断基準とした
「自然共生区域」が居住誘導区域外の区域として設定されている
ことがわかった。第 4 章のケーススタディでは、実際に 2 つの斜
面市街地で人口減少、高齢化、空き家の増加が見受けられたが、
詳細な道路形態や住民によるまちづくりの取組みは地区によっ
て多様であり、単純な地形的制約に限らない区域分けの必要性が
必要だと言える。
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