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1． はじめに 

1-1 研究の背景 

近年、少子高齢化社会の進行と合わせて、人口減少によ

る社会構造の変化への対応が様々な面で急務となっており、

これまでに地方公共団体において整備された公共施設等の

都市インフラについても同様のことがうかがえる。 

また、地方公共団体において過去に整備された公共施設

等がこれから大量に更新時期を迎える時期に差しかかって

いる。しかし、地方公共団体の財政は厳しい状況が続き、

人口構造の変化により利用形態が変化していくことが考え

られる。そのため、地方公共団体は、公共施設等の全体を

把握し、長期的視点をもって更新・統廃合・長寿命化など

を計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化する

とともに、その最適配置を実現し、時代に即したまちづく

りを行っていく必要がある。 

特に、高度経済成長期を通して集中投資した都市公園事

業により、全国で約 10 万箇所（11.8 万 ha）の公園施設が

存在（平成22年度末時点）している。それら供用中の都市

公園のうち設置から30年以上経過したものが現時点で約3

割を占め、10年後には約6割に達する見込みとなっている。

このように、公園施設の老朽化が進む中で、財政上の理由

などで適切な維持補修、もしくは更新が困難な状況になっ

ている。９） 

そこで、国土交通省の「公園施設長寿命化計画策定指針

（案）」を参考に、地方公共団体が管理する公園施設につい

て、老朽化に対する安全性の確保や機能の維持、維持管理

に係る予算の縮減や平準化を図ることを目的として、公園

施設長寿命化計画を策定することとなっている。また、都

市緑地法の改正（平成29年）及び都市緑地法運用指針の改

正（平成30年）において、「都市公園の管理の方針」とし

て、人口減少に対応したコンパクトなまちづくりを進める

上で、「都市公園の統廃合や機能再編を検討する。」と記載

されている。しかし、このような状況において、今後の社

会変動を踏まえた長期的な視点による、都市公園の更新・

統廃合等についての具現化したプログラムは定まっていな

い。 

1-2 研究の目的と背景 

この様に、都市公園の長寿命化や再編に対する施策が急

務となっている状況である。都市緑地法に基づく緑の基本

計画において、将来の施設緑地の整備面積や一人当たりの

都市公園の面積の目標値が設定されている。この目標は、

人口減少の傾向から達成が可能となる可能性が高い。つま

り、整備面積は確保されるが、人口構成の変化に対応した

整備内容とはいいにくい面があり、量から質への政策意思

の変換が必要になることが想定されている。 

以上を踏まえて、本研究では次の点を明らかにする。1

点目は、将来人口の変化への対応した都市公園の整備に向

けた基礎的分析方法の確立を目指すこと。2 点目は、長寿

命化計画、都市計画基礎調査等の既存のデータの活用によ

る一般的な統計解析による定量的かつ合理的な分析方法の

検討を目的とした。 

1-3 既往研究と本研究の特色 

公共施設の維持管理や再編に関する既往研究としては、

近年多く発表されている。例えば、西野１）は、全国の公共

施設の再編計画の先行例を抽出し、構成と検討項目の策定

方法に関する比較し、考察を行っている。公共施設と人口

動態に関する研究として、長岡ら２）は、自治体担当者の認

識に基づいた公共施設の維持管理において人口動態の変化

から生じる問題の予測及び対策について考察を行っている。

瀬田３）は、人口減少における公的施設の統廃合・再編計画

について都市計画マスタープランとの関係について考察し

ている。公共施設のマネジメントについて、永田４）は、公

共施設マネジメントに関する計画を対象として、目標や対
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策の手法を整理し、先進的な自治体の取り組みを比較分析

している。 

都市公園の管理運営に関して、関西５）は、現地調査から

公園施設の長寿命化を目指した公園施設のアセットマネジ

メントの必要性を考察している。公園の使い方として、番

場ら６）は、公園をネットワーク化した場合の公園の使い分

けの状況、規模による使われ方の違いについてアンケート

調査から考察している。都市公園の整備に関して、呉ら 7）

は、アンケート調査から空間特性と利用形態や満足度の変

動等の利用特性の関係性から再整備による効果及び影響を

明らかにしている。 

これらの研究は、公共施設全般及び都市公園の維持管理

及び公園の利用や再整備に関して、ヒアリング調査、アン

ケート調査、現地調査等に重点がおかれている研究であり、

定量的で合理的な研究が見られず、人口動態の変化を踏ま

えた定量的で合理的な公共施設の再整備の検討はされてい

ない。特に都市公園の存続や統廃合に関する研究はない。

本研究の新規性は、既存の長寿命化計画及び都市計画基礎

調査、将来人口推計等のデータを用いて、都市公園の利用

圏域の人口動態及び公園施設の状況を合わせて分析するこ

とにより、今後の都市公園の整備計画を定量的で合理的に

考える上で示唆を与える点にある。 

そこで、本研究の基礎的研究の第一段として、小林ら８）

は、相模原市内の都市公園を対象に研究を行い、公園施設

から見た公園整備の特性分析で数量化三類の方法で進めた

が、説明変数が多数あることなどの原因によって軸の意味

づけができず、グルーピングが不十分であった。そこで本

研究では、これらの課題を踏まえて、ニュートラルネット

ワーク自己組織化マップ（Self-organizing Maps:SOM）を用

いて新たに検証を行う。 

 

2． 事例調査 

2-1 研究フロー 

 

 

 

 

 

 

 

図1 研究フロー 

2-2 データ集作成・抽出 

神奈川県及び相模原市からの資料提供により地理情報シ

ステム（Geographic information system）（以下、GIS）を用

いた。また、相模原市実施の調査報告書の提供により進め

ている。 

GISデータ：都市計画基礎調査（建物利用、土地利用） 

人口データ：町丁目別人口（2015 年）（政府統計の総合

窓口） 

報告書：公園施設長寿命化計画（カルテ版） 

なお、本研究で対象公園は、前回と同様に相模原市が実

施した公園施設長寿命化計画の対象公園が169箇所（街区

公園148、近隣公園9、地区公園2、総合公園4、運動公園

2、風致公園2、歴史公園2）とする。 

2-3 公園分布状況からの検証 

対象の169公園の誘致圏距離を設定する。設定した誘致

圏距離は表1に示す。歴史公園、風致公園は面積規模から

地区公園以上から1.0kmと設定した。 

なお、GIS を用いて公園の外形線から誘致圏距離のバッ

ファを発生させ、公園の分布状況を見てみると、街区公園

において図2に示すように6箇所の公園密集地域が見られ

た。これらを周辺の特徴から統廃合を検討した。その結果、

機能特化を検討できる公園が27公園、廃止が22公園と検

証できた。 

発生させたバッファ内の居住系建築物の延べ床面積と市

独自に集計している将来人口を用いて、誘致圏域内の現在

及び将来の按分人口を集計し統計解析を行った。 

表1 公園の種類と誘致圏距離 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 6箇所の公園密集地域 

データ集作成・抽出 

公園分布状況からの検証 

公園施設評価と人口構成から見た公園の特性分析 

まとめ 

※風致公園、歴史公園は面積規模により上記区分に編入 

種類 面積 誘致圏距離
街区公園 0.25ha 250m
近隣公園 2.0ha 500m
地区公園 4.0ha 1.0km
総合公園 10-50ha 1.0km
運動公園 15-75ha 1.0km
広域公園 50ha 1.0km

表2 評価対象施設 
種類 主な施設

園路広場 園路、広場、階段、傾斜路、橋

修景施設
池、水路、流れ、噴水、花壇、トレリス、日陰だ
な、彫像、オブジェ、モニュメント、石組

休養施設
休養所（四阿・パーゴラ・シェルター）、ベンチ、
スツール、野外卓

遊戯施設
ブランコ、すべり台、鉄棒、ジャングルジム、複合
遊具、砂場、健康器具、バネ遊具、ラダー、シー
ソー 等

運動施設
テニスポスト、サッカーゴール、グラウンド、バッ
クネット、テニス場、軟式野球場、スポーツ広場 等

教養施設 遺跡、古墳、記念碑、野鳥観察デッキ

便益施設
駐車場、駐輪場、手洗い場、足洗い場、水飲場、時
計台、便所

管理施設
案内板、制札版、掲示板、注意板、園名石、柵、
扉、手すり、門、園内灯、分電盤、管理事務所、倉
庫、設備類 等

その他 展望塔
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2-4 公園施設評価と人口構成から見た公園の特性分析 

以前の研究で数量化三類を用いると説明変数が多数であ

ることなどの原因によって軸の意味づけができず、グルー

ピングが不充分であったため、本研究では、ニュートラル

ネットワーク自己組織化マップを用いて新たに検証を行う。

自己組織化マップとは、コホネンによって提案されたニュ

ートラルネットワークアルゴリズムで、特長としては、高

次元データを2次元平面上へ非線形射影するデータ解析方

法であり、データの視覚化、分類、要約などを得意とする

ことである。自己組織化マップは、規則的に配置された複

数のユニットから構成され、入力層と出力層で構成されて

いる。仕組みとしては、入力ノードを1つ選択し出力し、

その入力ノードに最も似ているノードを探し、周囲にある

ノードを入力ノードに近いものに出力する。全ての入力ノ

ードに対してこれらを何回も繰り返し学習処理することに

よって分類する。この自己組織化マップを用いて、分析対

象を分類してグルーピングを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 自己組織化マップの計算式 

自己組織化マップを実行し、得られた結果からそれぞれ

のグループ間で2群間の量的データの検定を行った結果、

最終的に図4の結果となり、A、B、C、Dの4つのグルー

プに分類できた。評価の傾向や周辺施設、人口構成の状況

などを整理し、施設の評価においては点数化して平均値を

出し、人口構成においては人口密度を算出し比較した。 

 

3． まとめ 

各グループの特徴から考察を行う。 

Aグループ: 

園路、休憩所、ベンチ、水飲み場・手洗い場において施

設が多く設置されており、その他の施設はほとんど設置さ

れていないグループである。園路や修景施設においては、

平均値が高く、良い評価で固まっているが、ベンチにおい

ては、他のグループと比較して平均値はあまり高くなく、

良い評価と悪い評価が混合している状況である。 

特徴として、一時避難所としての利用や保育園児などの

子供の遊び場としての利用、お祭りなどの近隣住民の行事

に利用されることが多いと考えられる。しかし、遊具施設

の設置が少ないため、現状で年少人口が多いことから、遊

戯施設の設置が早急に必要になってくるものと想定される。

また、将来人口の予測から、今後、老年人口が多くなるこ

とが予想される。現在、設置されているベンチの評価がC、

D評価の物が多くみられるため、これらの施設の更新や、

新たに野外卓等の設置が必要になってくることが考えられ

る。 

Bグループ: 

園路、ベンチ等の施設が多く設置されており、その他の

施設がほとんど設置されていないグループである。 

特徴として、公園の利用目的として、災害時の避難場所

としての利用や子供の遊び場としての利用が多いと考えら

れる。公園施設の評価を平均値で比較してみると園路やベ

ンチにおける評価は、他のグループと比べてあまり高くな

く、良い評価と悪い評価が混合している。将来人口の予測

から、年少人口がH27とH42にかけて比較的多く、そのた

め子供の遊び場としても利用されることが想定されること

から、遊戯施設や水飲み場などの設置が必要になってくる。

また、老年人口が今後多くなっていくことから、休憩所や、

野外卓等の設置も必要となってくることが考えられる。 

Cグループ 

園路、ベンチ、水飲み場において高評価の施設が多く、

その他の施設は、ほとんどの施設が設置されていないグル

ープである。 

特徴として、避難所としての利用や地域住民の活動拠点

や子供の利用が多いことがあげられる。園路において他の

グループと平均値を比較すると、他のグループよりも低い

値になっているため、施設の更新が必要になってくると考

えられる。現状において子供の利用が多いことから、遊戯

施設や運動施設の設置が必要となること想定される。また、

今後、高齢者の人口が増えてくることが考えられるため、

ベンチ等の施設の設置が必要になってくることが考えられ

る。 

Dグループ 

園路、修景施設、休憩所、ベンチ、野外卓、駐車場、水

飲み場・手洗い場、便所、管理棟等の幅広く公園施設が設

置されているグループである。平均値から比較すると、ベ

ンチや駐車場は他のグループと比較すると高い評価を持っ

ているが、それ以外の数値は高くなく、良い評価と悪い評

価が混合しているため、これらの施設の更新が必要になっ

てくることが考えられる。 

特徴として、保育園や子供センターに隣接している公園

が多数あるが、遊戯施設などの設置は少なく、評価も平均

値から比べて高くないため、これらの施設の設置や更新が

必要になると考えられる。今後、高齢者が多くなってくる

ことを考慮すると、野外卓等の設置と施設の更新が必要に

なってくると考えられる。 

 

各グループの分布状況を調べてみた結果、Aグループ、

B グループにおいては特に大きな特徴は見られず、中央区

と南区にバランスよく配置されていることが分かった。C

グループにおいては最も公園数が多く、分布の傾向を見る

と、特に中央区と緑区の一部に分布されており、南区にい

てはほとんど設置されていないことが分かった。Dグルー 

①入力ベクトルを提示し、ユークリッド距離が最小にな

るユニット（勝者ユニット）を探す。 

 

②勝者ユニットの近傍ユニットを繰り返し学習し更新

する。 
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プはほとんどが南区に分布されており、また分類された公

園の施設評価においては良くない評価のものが分布されて

いる。この結果から、分布状況から考えると、Dグループ

においては優先して公園の更新が必要と考えられる。 

今後の将来人口の構成変化を踏まえると、各グループに

おいても休憩所やベンチ等の施設の更新や設置が必要にな

ってくることが想定できる。また、今後、市域全域での公

園の機能分担等の検討も必要であると考えられる。さらに、

公園の周辺環境や高低差等の立地条件についても、今後の

研究の中で考慮できるか検討を行いたい。 

なお、本研究の分析において、ニュートラルネットワー

ク自己組織化マップを使うにあたって、結果からの分類に

ついて、一部に経験則的な部分を用いているため、今後の

分析により、より適切な分類方法の検討を進める予定であ

る。 
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