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１．はじめに 

１.１ 研究の背景と目的 

人口減少、超高齢社会の到来、地球環境負荷の増大、都市整

備・都市経営に関する財政的制約の高まりの中で、都市構造の

あるべき姿としての集約型都市構造への転換に向けた議論が

進められている。社会資本整備審議会１）においても、集約型都

市構造の概念図が示されているが、個別都市における検討につ

いては、その手法も含めて個々の都市に任されている状況にあ

る。近年、公共交通で結ばれた都市内の複数の拠点が存在する

ネットワーク型コンパクトシティと呼ばれる都市構造が注目

されている。一極集中ではなく、公共交通で相互に結ばれた都

市構造を目指すには、都市構造の基軸となる公共交通について、

沿線に都市機能を誘導する都市構造の基本的な軸として明確

に意識したうえで、土地利用の方向性を位置づけることが必要

とされている。 

都市計画制度については、地域の特性に応じたまちづくりの

推進のため、国から県、県から市町村への地方分権が段階的に

推進されている。一方、市町村における都市計画関係のデータ

整備や活用は着実に進んでいるものの、まだ発展の途上にあり
（１）、都市構造の観点からの検討についてのノウハウの共有、支

援体制の構築が求められているところである。 

福岡県都市計画課は、都市計画の変更手続き、補助事業、開

発許可等についての市町村の相談窓口となっており、立地適正

化計画の策定を考える市町村等から、都市構造についての相談

も多く寄せられるようになっていた。これに対する回答は、他

都市の事例を示すことや定性的感覚的な表現で概念を伝える

ことにとどまっていた。また、詳細は後述するが、福岡県は規

模の小さい市町村が連坦して都市圏を形成しており、単独の市

町村それぞれで都市構造を検討することが必ずしも適切では

ないとも言える状況にあった。 

福岡県では、このような状況のもと、自治体からの相談に応

える形で、簡易かつ安価に各都市の都市構造のイメージを示す

手法の開発を行うとともに、都市計画分野において複数の市町

村が連携して広域的な課題の抽出や都市計画の立案を行うた

めの試行的な取り組みを行った。本研究は、その取り組み事例

について紹介するものである。 

 

１.２ 研究の位置づけ 

１）都市構造検討の可視化技術に関する本研究の位置づけ 

都市構造を検討するにあたり、都市構造関連データをわかり

やすく可視化する試みは古くから行われている。1969 年に、千

歳ら３）は、都市構造そのものは抽象化された概念であってフィ

ジカルな事象そのものではないとしつつ、都市の基本計画の策

定は、「まず都市の現状を都市構造として抽象化してとらえ、

その将来のあるべき姿を推定することから始められる」と述べ

ている。また、計画の次の段階では、「都市構造のあるべき姿

が、フィジカルな計画の指標となるような形で表現されなけれ

ばならない。そのため、都市構造の表示が必要となり、数量化

あるいは図化等の方法によって具体的に示すことが求められ

る」と述べている。加えて、都市構造表示の方法として、地図

表示や数式表示、メッシュ表示等の方法について提案している。

当時はパソコンなど存在しない時代であり、それらの表示を実

現することは困難だったのだが、可視化の重要性が古くから認

知されていたことが分かる。 

近年の計算機の普及に伴い、海外では EU の空間的政策に関

連した多数の指標による地域間比較とその可視化が ESPON に

よって継続的に行われている。国内においても、持続可能性の

観点から都市構造を評価する様々な研究がなされている。人口

分布等の統計データを 3 次元で可視化し、視点やスケールを自

由に変更できる様にしたものとして、都市構造可視化４）の研究
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があるが、主に単独市町村における検討支援に留まっていた。

本研究で報告する取り組みでは、後述するように都市構造可視

化手法をさらに発展させる、新たな提案を行っている。 

２）広域的な都市構造の検討に関する本研究の位置づけ 

都市構造の検討は、それぞれの都市の単位で行われるべきも

のであり、それに対する支援の必要が指摘されているが、一方

で都市圏に多くの市町村が含まれている場合があり、それに対

する方策については述べられていない。 

通勤圏等により都市圏を設定する研究は多数存在し、その結

果として市町村の行政区域と生活圏が一致していないとの指

摘がなされている。特に大都市周辺の市町村においては、交通

の利便性の向上による生活圏の拡大が進んでいる一方で、市町

村の合併が進んでいないとされている５）。このため、生活圏に

合致した政策を検討するために、複数市町村による広域的な連

携を推進する制度の運用もなされており、広域市町村圏の設定

（1969）、ふるさと市町村圏の選定（1989）、地方拠点都市地域

（1993）、定住自立圏（2008）などの制度が挙げられるほか、

一部事務組合による方法などをとることもできることとされ

ている。 

分権が進んできたことによって、逆に「広域調整の不在」が

深刻化しているとの指摘もある６）７）。広域的な課題への対応に

おいては、「行政職員レベルの実務的組織のような「ボトムア

ップ」的組織も、実際に連携分野を開拓・推進していく上では

重要」であるとの指摘が姥浦ら８）により、なされている。また、

近年、地域みらい大学、慶應義塾大学 SDM による「地方創生

スクール」が開催されるなど９）、自治体職員のみによるワーク

ショップ手法が広く試行されている。 

このような状況を踏まえ、本研究は、福岡県による複数の市

町村が連携した広域的な課題抽出、政策立案の試行について報

告するものである。 

 
２．都市構造の可視化手法について 

２.１ 可視化手法を用いた背景と必要性 

 都市圏における都市計画の広域連携にあたっては、２つの場

面が考えられる。一つは、市町村がそれぞれ主体的に都市計画

を立案し、そのうえで他市町村との利害関係の調整を行う場面

である。この場合には調整の主体である県は、調整者としての

役割が求められることとなり、これには強い権限が必要となる。

また、円滑な運用のために、その基準等が都道府県から事前明

示されることが多い。一般的には、都市計画における広域的な

調整はこのような方法によりなされているところである。 

もう一つは、市町村が自地域ごとに課題を分析して都市計画

を立案するのではなく、複数市町村を含む圏域の単位で課題を

抽出する場合である。この場合は、各市町村の個別の視野での

都市計画を前提とした調整ではなく、広域的な視野による新た

な視点、新たな発想の広がりが期待されることとなり、市町村

が主体性をもってこれを行おうとする場合、県はむしろコーデ

ィネーターとしての役割が求められることとなる。この場合、

市町村が主体で都道府県が調整役という２元論ではなく、県と

市町村が一体となって広域的な観点から都市計画を立案する

こととなる。 

今回の取り組みは、広域連携の際の利害対立を前提とした調

整についてではなく、後者の試行である。この場合、市町村職

員が周辺の市町村を含めた広域的な都市構造を把握したうえ

で政策の検討を行うことが必要となる。これまでは、短時間で

都市構造を把握することが難しく、実施することが難しかった

が、今回、福岡県では直感的に都市構造を把握できる手法であ

る「都市構造可視化」を活用することにより、この隘路の打開

を図っており、特徴的な取り組みとなっている。 

 

２.２ 都市構造可視化手法の概要 

福岡県では、都市構造を直観的に把握するためのツールとし

て「都市構造可視化図」の作成を行った。「都市構造可視化図」

の基本形は、メッシュ統計データを KML 形式（２）に変換した

もので、図１に示すように各メッシュポリゴンに高さや色の情

報として様々な統計データの値を埋め込んだものである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地図データ：Google, SIO, NOAA, U.S.Navy, NGA, GEBCO, Zenrin, Landsat 

都市構造可視化図：都市構造可視化計画ウェブサイト
１０) 

図１ 都市構造可視化図の例（糸島市の夜間人口） 

 

昼間人口や従業者数、商業販売額などは中心市街地が突出し

た値を示す傾向にあり、平面のコロプレス図等による表現には

限界がある。しかし、KML の場合は建物 1 棟から日本全域を

超える範囲までシームレスに表示スケールが変えられること

や、視点を自由に変更できので、分布の特徴を把握しやすいと

いう利点がある。 

なお、福岡県では、利便性を考慮してウェブサイト上にKML

を登載し（可視化サイト）、表示にGoogle Earth を用いるという

システムを新たに構築しており、本研究ではこれを「可視化シ

ステム」と呼ぶことにする。 

 

２.３ 可視化システムに用いたデータ 

利用データは、国勢調査、経済センサス等のメッシュデータ

とした。メッシュデータを用いる主な理由は、1)集計範囲が緯

度経度で規定されるために行政界の変更による影響を受けず、

時系列の比較が可能であること（３）、2)メッシュのサイズが全国

ほぼ同じ大きさであるため、地域間の比較が行いやすいこと、

3)国勢調査と商業統計といったように、異種のデータであって

も重ね合わせが可能であること、である。 
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２.４ 現地状況とのシームレスな連携 

 Google Earth はバージョンアップを繰り返しており、2014 年

には、ストリートビューとの連携機能が搭載された。これによ

り、統計データとストリートビューのシームレスな連携が可能

となり、使い勝手が大幅に向上した。特に、上空からの航空写

真ではわからない具体の施設の状況等について、現地で確認す

るように把握することが可能となり、福岡県の今回の取り組み

においてはその有用性は極めて高いものとなっている。 

 

２.５ 時系列データのアニメーション表示 

 都市構造を把握する上で、その都市の歴史的経過を辿ること

は重要である。可視化システムでは、KML に過去から現在ま

で統計データとして入手可能な範囲で時系列データを格納し

ている。そのため、Google Earth のタイムスケール機能を使っ

て、過去から現在まで、アニメーションで都市構造の変化を把

握する事が出来る。ただし、年度によってメッシュの同定方法

が異なる事や、集計項目が異なることがあり、時系列表示はデ

ータの連続性に問題がある。そこで、そのような問題があるこ

とを認識しつつ、変化の概略を把握するために時系列データを

用いている。 

 

２.６ 複数市町村の一体的表示 

 市町村職員は自地域内の詳細を把握しており、この知見を活

用しながら検討を進めることが期待される。一方で、広域での

検討となると、参加者全員が隣接市町村や広域の都市圏で、同

様の水準の状況を把握するためには多大な時間を要する。この

ため、圏域の現場の詳細を全員が把握することは現実的ではな

いと考えられ、複数市町村の一体的表示が可能な可視化手法が

用いられた。 

 

３．福岡県まちづくり事業連絡会議の取組 

３.１ 福岡県における複数市町村による連携の必要性 

 福岡県は、政令指定都市である福岡市、北九州市を核とした

２つの大きな生活圏（通勤圏）を有している一方、60 の市町村

が存在しており、生活圏と市町村の乖離が著しい５）。また、2015

年当時、都市計画区域は図２に示す通り 55区域となっていた。 

これらの状況を踏まえて、福岡県は、学識経験者、経済界等か

らなる都市計画基本方針検討委員会（東京大学教授出口敦委員

長）を組織し、広域的なまちづくりにおける県の役割について

盛り込んだ「福岡県都市計画基本方針」を 2015 年 10 月に策定

している。この中で、福岡県は都市計画区域マスタープランの

広域化、都市計画区域の統合に取り組むとしており、福岡県内

の区域マスタープランは４圏域に統合され、広域的な都市計画

の基盤が整うこととなる。 

 また、このような背景を踏まえ、学識経験者、県および市町

村の職員等により、都市計画の広域的なマネジメントを行う体

制についても今後検討をすすめることが福岡県都市計画基本

方針に記載されている。 

 

 

図２ 福岡県の都市計画区域（2015 年時点） 

 
３.２ 広域的な連携の試行の場の設定について 

 このような状況を受けて、福岡県は広域的な連携の試行を行

うこととなり、そのために、福岡県まちづくり事業連絡会議の

枠組みが活用された。この会議は、市町村が取り組む様々なま

ちづくり事業に関して必要な情報を定期的に提供し、併せて各

事業における課題の提示や必要な討議検討を行うことを趣旨

として、2013 年 10 月 25 日に発足したもので、市町村のまちづ

くり部局（市町村によって、都市計画、都市整備、企画課等、

とりまとめ部局は異なる）の間の交流を深め、様々な情報を共

有して効率的で効果的なまちづくりを実施することを促すこ

とを目的としている。具体的には、各自治体のまちづくり事業

のスキルアップ、視点や角度を変えて自分のまちを見ることに

より、本来そのまちが持っている魅力や可能性の発見、などの

取り組みを行っているところである。 

 本稿で報告するワークショップは、この福岡県まちづくり事

業連絡会議の中に検討会を設置する形で行われた。 

 対象となる市町村に対して、事前説明をかねて県によるヒア

リングが行われた結果、多くの市町村から、①市町村間の比較

や連携に使える様々なデータ整備による定量的な議論に対す

る期待や、②日常生活圏は市町村ごとではなく、都市計画の運

用に際しては広域的見地が必要であるとして、期待が示される

とともに、③医療施設や福祉施設などによる広域連携の必要性

などの認識が強く示された。また同時に、参加者が自由に意見

を言い合えるワークショップ形式が良いとの意見も出された。

これらの意見を受け、参加者全員で情報交換や意見を出し合え

るワークショップ形式を採用することとなった。 

これらの意見は、市町村間の連携を促す実務者レベルの場の

設定自体に対する期待が高いことを示すものであり、特に定量

的な議論に対する期待が示されたことは特筆に値するもので

ある。 

 開催した地域は、以下に記す４圏域であるが、本稿では紙面

の都合で、この内の「宗像・糟屋北部圏域（しこふむ圏域）」

を主な事例として報告する（図３）。 
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・北九州、遠賀・中間、直方・鞍手、嘉飯圏域 

（対象：６市７町） 

・糟屋中南部・福岡市圏域（対象：１市３町） 

・宗像・糟屋北部圏域（対象：３市１町、しこふむ圏域） 

新宮町、古賀市、福津市、宗像市 

・福岡市南部西鉄沿線圏域（対象：５市） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ 検討会開催圏域の範囲 

 

「しこふむ圏域」は、福岡市と北九州市の両政令指定都市の

中間に位置し、玄界灘に面する鹿児島本線沿いの地域で、古く

からベッドタウンとしての開発がなされており、近年では団地

の再生や都市機能（医療、福祉、商業）や行政サービスの立地

状況を見直すという共通の課題がある。国道や鉄道を軸として、

各市町の連携を更に強化することで、福岡市近郊の他のベッド

タウンと競い合うために取り組み方策を検討している圏域で

ある。 

 

３.３ ワークショップの試行① 

第１回の検討会では、まず地域の課題の抽出が行われた（表

１）。地域の都市構造（人口、交通、商業等）に関する統計デ

ータおよび簡易な分析の説明がまず行われ、それを踏まえてブ

レインストーミングルールのワークショップを行い、県および

市町村の職員が、地域の課題について自由に意見を出し合った。 

 

表１ 検討会概要（第１回） 

開催日 2015/3/2 

参加者数 28名 

目的 ・各市町の強み・弱みを共有する 

・圏域の設定理由 

・各市町の基本データの共有 

・各市町担当者の顔合わせ 

班編成 3班（9～10人/班） 

 

初回の検討会であったため、なぜ「しこふむ圏域」が４市町

の構成となったかの設定理由を整理し、圏域が一体的であるこ

とについて定量的なデータによりその位置付けを明確化した。 

【圏域設定理由の項目】 

 ①福岡市と北九州市の間の地勢 

  →地勢的に四塚連山の南西部で一体的 

 ②公立高校の学区 →福岡第４学区で共通 

 ③選挙区（衆議院議員小選挙区区割） →福岡第４区で共通 

 ④通勤・通学者の流出先 

  →北九州市より福岡市との繋がりが多い 

用意された統計データは、駅勢圏で利用できる施設がどのよ

うに分布しているか、駅間距離はどこに最長区間があるのか、

圏域のバス路線がどのように分布しているかなど、事前に都市

構造について市町から意見のあったデータを中心に整理した

（表２）。 

 

表２ 第１回検討会提示データ一覧 

分類 項目 

①社会的圏域  福岡市と北九州市の間の地勢 

 公立高校の学区 

 選挙区（衆議院議員小選挙区区割） 

②人口・高齢化  人口密度及び変化量 

 昼夜間人口比  圏域の人口 

 通勤・通学者の流出先 

③交通  圏域から福岡市への鉄道利用 

 圏域から北九州市への鉄道利用 

 ＪＲの停車駅見取り図 

 鉄道駅とバス停の分布及び徒歩圏 

 国道３号を通るバス路線（バス停） 

④住宅  ２０１４年の地価（住宅） 

 住宅の所有・面積・高齢者状況 

 住宅の空き家及び新築状況 

 ニュータウン分布と属性 

⑤歴史・観光  主な観光資源（市町入込客数） 

 主な観光資源（施設別利用者） 

 観光ルート案 ドライブコース案 

 圏域内の「道の駅」 

⑥都市機能  都市機能分布図 図書館の蔵書数 

 

ワークショップは、各市町の職員が数班に分かれて行われ、

それぞれ県職員がファシリテーターとして参加者の意見を引

き出しながら行われた。その結果出された意見は多岐にわたり、

都市構造に関するもの、観光交流に関するもの、施設の共同利

用に関するものなどが多く見られた。 

第２回の検討会では、第１回ワークショップの報告により課

題の共有が行われた（表３）。第２回の検討会での議論を活性

化するためのデータとして、各市町の住民が強み・弱みをどう

捉えているか、住民アンケート資料を基に整理し、検討会での

意見の方向性と大きな違いがないか確認できるようにした。ま

 
凡例 

宗像・糟屋北部圏域 

糟屋中南部、福岡市圏域 

福岡市南部西鉄沿線圏域 

北九州、遠賀・中間、 
直方・鞍手、嘉飯圏域 
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た、「もっと知りたい」との意見が出されたデータについては、

都市構造に関する追加分析（たとえば住宅の販売状況や図書館

の貸し出し冊数、観光入込客数など）として、追加データの提

供がなされた。 

 

表３ 検討会概要（第２回） 

開催日 2015/3/30 

参加者数 27名 

目的 ・圏域での魅力を見つける 

・住民アンケートによる強み・弱みの共有 

班編成 3班（7～9人/班） 

 

この場において、都市構造可視化システムの操作方法等につ

いても具体的な説明が行われた。操作説明は、ワークショップ

の班ごとに２～３台のタブレットパソコンを用意し、事前に可

視化システムの操作を習得したファシリテーターが具体的操

作手順を教える形式で行われた。 

操作説明の中で、参加者の興味を引いたのは時系列データの

可視化の部分であり、若い参加者などは過去の人口分布の変遷

など都市構造の変化を目の当たりにすることができ、自市町は

もちろん他市町の都市構造の理解に効果的であったと考えら

れる。これにより参加者全員が可視化システムの操作に慣れ、

議論に必要な情報収集をワークショップ中に個人毎に可能と

することで、さらに定量的な議論を促進するための基盤が構築

された。 

ワークショップでは、これらをもとに「しこふむ圏域」を「ひ

とつのまち」に見立てた場合の課題を共有し、圏域として取り

組む「連携テーマの抽出」が行われた。具体的には、地域の観

光の観点からの景観計画での連携、団地の高齢化対策に関する

共同検討の提案、交通利便性の向上のための連携などについて、

意見が得られている。 

 

３.４ ワークショップの中間評価 

第２回の検討会終了の段階で、開催した３圏域（①北九州、

遠賀・中間、直方・鞍手、嘉飯圏域 ②糟屋中南部・福岡市圏

域 ③しこふむ圏域）のワークショップの参加者に対してアン

ケートを行った。回答者数は、３３名であり、参加したほとん

どの市町の担当者からの回答を得た。 

まず、本ワークショップのような広域的なワークショップの

経験があるか、を質問したところ、「経験がない」と回答した

参加者は８０％であった。次に、本ワークショップの効果につ

いて以下の項目について５段階評価（「思う」を５点、「まぁそ

う思う」を４点、「どちらでもない」を３点、「それほど思わな

い」を２点、「思わない」を１点）でアンケートを行った。以

下にそれぞれの項目についての評価点を記す。 

・多くの発想に触れることができると思う（4.9） 

・自由な発想をすることができると思う（4.9） 

・市町村間の比較データが整理されると思う（4.6） 

・共通の課題の検討に有効だと思う（4.7） 

・広域的な課題の検討に有効だと思う（4.7） 

このように、いずれも高い評価を得ることができた。アンケ

ートの結果から、市町村が一堂に会して自由に議論をできる場

がこれまでなかった中で、このような取り組みに対する市町村

のニーズが非常に高いことが示された。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４ 都市構造可視化システムへの期待 

 

同様に、都市構造可視化システムへの期待についてのアンケ

ートを行った。その結果、「見える化」が今後発展していくこ

とに期待するとした意見が７６％に達した。このようなデータ

の提示により、首長や市民への説明が容易になるとした回答は

７０％にのぼり、参加者自身が体験し活用した上で、この可視

化システムへの大きな期待が寄せられていることが伺える（図

４）。 

 
３.５ ワークショップの試行② 

 本節でも、「しこふむ圏域」について報告する。年度がかわ

り、第３回の検討会では、担当職員の異動により新規参加者が

多いことを受け、過去２回の検討会によって形成された議論の

土台を維持するために、過去の議論内容について参加職員によ

り説明が行われた。併せて、第２回のワークショップで出され

た「しこふむ圏域」以外の福岡市近郊ベッドタウンの情報を知

りたいとの要望に対して、「しこふむ圏域」と同様に整理され

た福岡市近郊自治体の基礎情報が説明された。具体的には、糸

島市と久留米市のデータを整理しており、特にそれらの自治体

との比較で課題となった点は、福岡市への鉄道移動について

「博多駅」へのＪＲ移動では違いがないが、「天神駅」への私

鉄（西日本鉄道）移動ではライバル自治体より不利であること

が明確となった。 

 

表４ 検討会概要（第３回） 

開催日 2015/7/30 

参加者数 26名 

目的 ・新年度からの参加者との顔合わせ 

・前年度討議内容の共有 

・圏域での連携テーマを見つける 

・他の福岡市近郊圏域との比較 

班編成 5班（5～6人/班） 

76%

24%

70%

30%

○「見える化」により的確なデ
ータの提示ができれば、首長
や市民への説明が 

○「見える化」が今後発展 
していくことについて 
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その後のワークショップでは、前年度の２回にわたる議論で、

地域の課題、連携テーマの案が整理されていることを踏まえ、

第４回のワークショップで深く検討していくべきテーマを整

理した（表４）。この結果、ライバル自治体との住み分けも意

識した上で観光、景観、交通、福祉等が、深く検討していくべ

きテーマとして選定された。 

 第４回の検討会では、ワールドカフェ方式のワークショップ

が行われた（図５）。ワールドカフェ方式とは、テーブルごと

にテーマを設定し、時間を区切って自由にテーブルを移動しな

がら、テーマごとの議論を深めていくワークショップの手法で

ある。参加自治体の一つから、市役所内の行政若手職員が政策

立案を行う際に採用されている手法として提案があったもの

であり、行政職員による取り組みの実績があったことから、こ

の方式が採用されたものである。また、新規参加者の自由な発

言を引き出す工夫として、「ワールドカフェ」の名のとおりコ

ーヒーを片手に議論を行う雰囲気づくりを行い、これまでの議

論の気運を継続させた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 行政職員によるワークショップの様子 

表５ 検討会概要（第４回） 

開催日 2016/1/27 

参加者数 27名 

目的 ・第1～3回の意見共有 

・圏域の連携方策を考える 

①観光資源を活用した連携を考える 

②交通利便性を高める案とは 

③圏域連携を活性化させるイベントとは 

④連携景観ルールとは 

⑤圏域ブランド化方策とは 

班編成 5班（5～6人/班） 

 

ワールドカフェ方式のワークショップでは、各市町村での景

観政策の重要性、広域的な都市構造に関する計画策定を進めて

いくこと、鉄道の利便性向上に向けた具体的な提言のとりまと

め、図書館などの共同利用の拡大に向けた情報共有、など、５

つのテーブルごとに具体的な提案がとりまとめられた（表５）。 

 

３.６ ワークショップの最終評価 

 第４回のワークショップが終了した段階で、この取り組みに

ついて、再度アンケートが行われた。 

まず、会議に参加して良かったかどうかについて確認したと

ころ、ほぼ全ての参加者から、良かった、どちらかといえば良

かった、との回答を得た（図６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 会議に参加して良かったか 

 

次に、可視化サイトから得られた情報があったかどうか質問

したところ、７割の参加者が、得られた情報があったと回答し

ている（図７）。役職別にみると、課長以上については肯定的

な評価が若干低くなっている一方、課長補佐、係長級について

は、非常に高い評価を行っているという結果となった。総合す

ると、８割近い参加者が可視化について肯定的な評価を行って

おり、この結果は、会議および可視化の有効性を示しているも

のと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 可視化サイトで得られた情報があったか 

 

次に、今回の可視化システムを活用したワークショップの評

価を、会議の主なテーマである圏域について気づきがあったか

について確認してみる。自分の市町としての問題点の気づきが

あったか、について質問したところ、気づきがあった、どちら

かといえば気づきがあった、とした回答は７割を超えた。特に、

中堅の課長補佐、係長級において、気づきがあったとした回答

が３割に上っている（図８）。同様に自分の市町としての魅力

等の気づきがあったかについては、気づきがあった、どちらか

といえば気づきがあった、の回答が６割であり（図９）、自分

の市町としての魅力等より、問題点に気づきがあった割合が多

かった。 

また、他の市町の問題点に気づきがあったか、について質問

したところ、気づきがあった、どちらかといえば気づきがあっ

た、とした回答は６割であった。自分の市町としての問題点の

気づきと同様に、中堅の課長補佐、係長級において、気づきが

あったとした回答が２割で多くなっている（図１０）。他の市

68%

64%

67%

66%

26%

36%

33%

32%

5%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

課長以上(n=19)

課長補佐、係長級(n=25)

その他(n=15)

総計(n=59)

問1.会議に参加して良かったと思われますか？

１．良かった ２．どちらかといえば良かった ３．あまり良くなかった ４．良くなかった

16%

20%

20%

19%

53%

64%

60%

59%

26%

8%

20%

17%

5%

8%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

課長以上(n=19)

課長補佐、係長級(n=25)

その他(n=15)

総計(n=59)

問3.会議で、可視化サイトにより得られた情報等がありましたか？

１．情報等があった ２．どちらかといえば情報等があった

３．あまり情報等はなかった ４．情報等はなかった
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町の魅力等の気づきがあったかについては、気づきがあった、

どちらかといえば気づきがあった、の回答が７割を超えており

（図１１）、他の市町については問題点より、魅力等に気づき

があった割合が多かった。これは、自分の市町の魅力等を存分

に訴え理解を得た結果と考えられ、隣接している市町の行政境

の壁を超えての情報共有の可能性を感じさせるものと言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 自分の市町の問題点の気づき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 自分の市町の魅力等の気づき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１０ 他の市町の問題点の気づき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１１ 他の市町の魅力等の気づき 

 

アンケートでは、継続開催を望む自由意見など、今回のワー

クショップの試行を評価する積極的な意見が見られた。 

今回のワークショップでは、可視化システムを活用すること

で情報共有が容易となり、広域的都市構造の推移を多くの参加

者が理解できたものと考えられ、その結果が活発な意見交換に

繋がったものと考えられる。 

 

３.７ ワークショップの試行から得られた知見 

 本章では、市町村職員等によるワークショップ形式の可視化

を活用したまちづくりについて報告した。地域の状況に関する

データなどを踏まえ、都市構造に関するもの、観光交流に関す

るもの、施設の共同利用に関するものなど、幅広い問題意識が

抽出されることとなった。 

 また、データにもとづく議論を促したところ、追加で把握し

たいデータの要望が出されるなど、議論の活性化、深化が図ら

れた。さらに、参加者が出し合った地域の課題、および各市町

村の総合計画、都市計画マスタープラン、その前提となる市民

意識調査の結果等を確認しながら、連携テーマを抽出すること

ができた。 

 また、データ分析事例の紹介や、都市構造可視化システムの

利用を通じて、市町村間の比較が定量的に行えることに対して

も期待が大きいことがわかった。各市町の政策の検討にあたっ

ては、地域の中での自市の位置付けを正確に把握することが有

効であり、その観点に対する意識があることが伺える。これに

関して、ワークショップの中では、「市町村議会で他市との比

較をよく聞かれる」といった意見が見られたことからも、その

ニーズが高いこと、それに対するデータ整理の効果が高いこと

が伺える。さらに、市町村間の連携による都市計画の立案が求

められている中、広域的な課題の検討においても、本ワークシ

ョップの有効性について、確認されたものと考えられる。 

 

４．まとめ 

 本研究では、市町村を主体とした広域的な都市計画の検討に

ついての試行について報告した。この取り組みは試行的なもの

であり、すぐに他地域においても適用できるものとは限らない

が、県と市町村が一堂に会して課題の把握から計画立案までを

一連の流れとして行うワークショップ形式による広域連携の

新たな可能性を示せたものと考えている。 

市町村のニーズは多様であり、きめ細かなまちづくりが市町

村に期待されているが、広域的な生活圏を踏まえたまちづくり

の視点もまた重要であることは論を待たない。しかしながら、

その両立はこれまで難しかった。本稿で紹介した事例では、統

計データを俯瞰できると同時に現地の状況がストリートビュ

ーを活用しながら確認できる、IT を用いた可視化システムを用

いており、技術の進歩とともに、これまで難しかった領域にお

いての、ワークショップなどによる合意形成を軸としたまちづ

くり手法の可能性の拡大を感じさせる結果となった。 

また、今回の取り組みを通じて、都市構造の可視化手法自体

のさらなる高度化に対する期待も寄せられた。たとえば、首長

や市民への説明に活用できるのではないか、といったものがそ

5%

27%

14%

16%

68%

50%

64%

60%

26%

23%

7%

20%

14%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

課長以上(n=19)

課長補佐、係長級(n=25)

その他(n=15)

総計(n=59)

問17.自分の市町としての問題点の気づきがありましたか？

１．気づきがあった ２．どちらかといえば気づきがあった

３．あまり気づきはなかった ４．気づきはなかった
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問14..自分の市町としての魅力等の気づきがありましたか？

１．気づきがあった ２．どちらかといえば気づきがあった

３．あまり気づきはなかった ４．気づきはなかった
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問18.他の市町の問題点の気づきがありましたか？

１．気づきがあった ２．どちらかといえば気づきがあった

３．あまり気づきはなかった ４．気づきはなかった
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問15.他の市町の魅力等の気づきがありましたか？

１．気づきがあった ２．どちらかといえば気づきがあった

３．あまり気づきはなかった ４．気づきはなかった
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の代表的なものである。これは、担当部局等においては、都市

構造を理解し、その課題を把握していたものの、そのステーク

ホルダーへの説明が十分にできずにいたという例であろう。都

市構造可視化手法については、その活用方法の拡大とともに、

可視化手法自体の高度化もまた、求められており、さらなる発

展が期待される。 

本稿は、都市構造可視化手法を用いて、市町村職員と県職員

とが課題を共有し、市町村の視点と広域的な都市圏での視点の

両方を含む課題の抽出が可能であることを、その取り組み事例

を通じて報告したものである。 

 

５．今後の展望 

 本研究では、都市構造可視化を活用したまちづくりについて

報告した。この取り組みにおいては、課題抽出そのものを広域

的に行う取り組みの試行を行っている。この取り組みに対する

参加者の評価は非常に高く、ツールとして使用した都市構造可

視化システムについても、有用であるとの評価が得られた。福

岡県においては都市圏に多くの市町村が含まれているなどの

状況があり、それに対する問題意識が醸成しやすい環境にあっ

たことから、このような取り組みが実現しやすかったものと考

えられる。 

本稿で報告した取り組みは、市町村が一体的に都市圏の課題

を把握し、上意下達でない広域的なまちづくりを具体化するこ

とにつながる可能性を感じさせる結果となった。また、他の市

町村との意見交換により自市町の課題に気づいたとの意見が

多かったことからわかるように、広域的な視点をもちつつ、他

市町職員との意見交換を行うことにより、自都市の都市計画が

高度化する兆しがみられる。これは、都市計画の立案段階にお

ける複数市町村の連携につながる知見であるといえる。各市が

個々にそれぞれの課題に対処する際には、広域的な共通認識に

基づく判断を行うことが期待される。 

都市圏における都市計画の広域連携にあたっては、２つの場

面が考えられることについては、先に述べた。一つは、市町村

がそれぞれ主体的に都市計画を立案し、そのうえで他市町村と

の利害関係の調整を行う場面であり、もう一つは、市町村がそ

れぞれの市町村ごとに課題を分析して都市計画を立案するの

ではなく、複数市町村を含む圏域の単位で新たな課題を抽出す

る場合である。 

この２つの場面は互いに独立ではあるものの、相互に作用し

あう面があるともいえる。なぜならば、後者のプロセスにより、

広域的な視点で市町村と連携しながら立案した都市計画は、市

町村が共有した広域的な課題に対して広域的な解決策として

示されるものであり、前者のような強権的な調整を要する場面

は比較的少なくなることが想定できるからである。 

都市計画の広域連携については、この両面からの取り組みが

重要であるが、前者は現実的にはその発動が難しく、後者は複

数市町村での共通の議論を行うことが技術的に難しかった。今

回の取り組みにおいては、都市構造の可視化が都市計画の広域

連携の隘路を打開するツールとなりうることが示されたもの

と考えられる。このような取り組みにより、市町村が自主的に

広域的な連携を推進するとともに、それにより強権的な広域調

整を発動する場面が少なくなることが期待される。また、今後、

都市構造可視化手法が有用なツールとしてその役割の一部を

担うことが期待される。 
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＜補注＞ 

(1) 基礎自治体の都市計画関連業務における「都市の情報」に関する阪

田・寺木の研究２）を参照のこと 
(2) KML とは、”Keyhole Markup Language”の略で、点や線分、多角形

などの地理的情報を記述するXML形式の言語。 
(3) 測地系が同じなら、メッシュの位置は調査年次が変わっても変化し

ないが、メッシュへの統計データの同定方法が年次によって異なる

ため、厳密には時系列で比較する際の問題がある。 
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