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宅地基盤形成の経年変化と道路率から見た古墳と周辺市街地の関係に関する研究 

－百舌鳥・古市古墳群を事例に－ 

A Study on the Relationship between Tumulus and Surrounding Urban Areas from the Perspective of 

Secular Changes in the Formation of Block and the Road Ratio  

-In Case of Mozu-Furuichi Kofun Group-
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The purpose of this study is to clarify the relationship between the tumulus and the surrounding urban areas from the 

perspective of secular changes in the formation of block and the road ratio, and to contribute to the future planning of 

the area around the tumulus. Two analyses were conducted: one was to compare the trends in the formation of block 

using Geographical Survey Institute maps for the six selected years, and the other was to determine the ratio of road 

area to the area of the adjacent range. As a result of the study, we clarified the following. A formation of block parallel 

to the tumulus and a radial formation of block centered on the tumulus were formed. In addition, the percentage of 

roads with a small number of lanes was high around the tumulus. Therefore, it was found that the ancient tumulus and 

residential areas were deeply related. 
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1. はじめに 

1-1 研究背景と目的 

2019年7月に大阪府堺市・藤井寺市・羽曳野市にまたがる百舌

鳥・古市古墳群が世界文化遺産に登録された。しかし古墳群周辺

で活用の取り組みが少ないことや、数百年にわたる歴史遺産であ

る文化財の保存と市街地開発の両立が課題として挙げられてい

る。古墳と市街地開発がどういった関係で変遷してきたのか。古

墳と市街化の関係を明らかにすることが求められている。 

本研究では、ユネスコ世界文化遺産に登録されている百舌鳥・

古市古墳群を対象として、古墳と周辺市街地の関係を宅地基盤形

成の経年変化および道路率から明らかにし、今後の古墳周辺にお

ける計画策定の際の一助になることを目的とする。ここで宅地基

盤形成とは建物の敷地に供せられる土地が造られることと定義

し、道路率は隣接エリア面積に対する道路面積の割合と定義する。 

1-2 研究の位置づけ  

 本研究は古墳群をはじめとした文化財と周辺環境に関する一

連の研究に位置づけられる。斎藤 1) は古墳の壊滅問題をテーマに、

古墳の保存は既成市街地の中に取り込まれた公園的扱いのもの

など多様にわたるが、国や地方自治体による特別な認可がなけれ

ば極めて困難なものであると考察した。深谷ら 2)は日光街道沿い

の歴史的景観の変遷を土地利用状況の変化から分析し、現在の日

光街道周辺の景観形成は、①市街地の拡大、②鉄道の敷設、③「青

地」、「畦」等の国有地の存在、④「側道の整備」、⑤杉並木の日影

の 5 つの影響が大きな要因であることを明らかにした。山本ら 3)

は京都世界遺産のバッファゾーンにおける景観整備について、バ

ッファゾーン内における寺院からの一定距離内の環境保全とい

う視点だけでなく、社寺が価値を高めあって存在する景観の存在

を明らかにした。 

本研究は、古墳周辺の環境に着目し、インフラ整備状況を分析

するという点で特徴がある。 

1-3 研究の構成 

本研究では地理院地図などの文献により研究を進める。まず 2

章で対象地とする百舌鳥・古市古墳群それぞれの土地利用に関す

る規制を整理し、過去から現在までの流れを把握する。続く3章

では約100年間の古墳群周辺の宅地基盤形成の変遷を6年代に分

類して分析を行い、古墳と宅地の関わりや、形成過程を明らかに

する。4 章では古墳周辺とその同規模の面積の施設において隣接

50m圏内における道路割合と車線数を調査し、古墳と周辺市街地

の関わりを明らかにする。 

2. 対象地の概要 

百舌鳥古墳群は堺市内の東西・南北約4kmの範囲に広がる古墳

群である。44 基の古墳が現存し、世界文化遺産には 23 基の古墳

が指定された。また、わが国にとって歴史上または学術上価値の

高いものを史跡 4)と称し、百舌鳥古墳群では 17 基指定されてい

る。用途地域を参照すると、世界遺産に登録されている古墳23基

のうち 14 基が第一種中高層住居専用地域に指定され、それら全

てが「都市の風致を維持するため定める地区」である大仙風致地

区内に位置している 6)。また、風致地区に指定されていない古墳

は、用途地域指定なしまたは第一種低層住居専用地域に指定され

ている。 以上により、低層住宅による住環境が形成されているこ

とがわかった(図2-1)。 
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表2-1 百舌鳥古墳群の土地利用規制(世界遺産内)(1)5) 

 

 

図2-1 百舌鳥古墳群の用途地域(2) 

古市古墳群は羽曳野市と藤井寺市に東西・南北約4kmにまたが

る。日本第2位の規模を誇る応神天皇陵古墳をはじめとする44基

が現存し、世界文化遺産には26基もの古墳が登録されている。ま

た史跡は古市古墳群全体で 20 基指定され、世界遺産登録内では

14基の指定となっている(表2-2-1)。 

 用途地域は、26基中13基が第一種低層住居専用地域に位置し、

10基が第一種中高層住居専用地域に位置している。また藤井寺市

が定めた古墳近傍地区 8)11 基中 10 基に高さ制限がなされている

ことから、低層住宅による住環境が形成されていることがわかる

(図2-2-1)。 

 

3. 宅地基盤形成の経年変化から見た古墳と周辺市街地の関係 

3-1. 研究方法 

本章では地理院地図(3)を用いて、古墳群周辺における宅地基盤

形成の経年変化を整理する。ここでの対象範囲は古墳が密集し規

制が多くなされている範囲として 2014 年に文化庁より策定され

たバッファゾーン 9)とする。また、本章で用いる地理院地図の年

代は、百舌鳥古墳群が1909年,1929年,1947年,1977年,1995年,2020

年、古市古墳群が1908年,1929年,1947年,1967年,1995年,2020で

ある。 

表2-2 古市古墳群の土地利用規制(世界遺産内)(1)7) 

 

 

図2-2 古市古墳群の用途地域(2) 

3-2. 経年変化 

3-2-1.百舌鳥古墳群 

1909年以前(図3-2-1)では、御廟山古墳東部・南部において宅地

が既に形成されていた。この範囲には国の重要文化財である高林

家住宅が建造されており、この建物周辺に宅地が形成されたので

はないかと推察される。高林家住宅の建物と山林を含めた敷地全

体が、江戸時代の近畿地方の大規模な庄屋屋敷の構えをよく残し

ているとされている 10)。 

1909年〜1929年(図3-2-2)では、反正陵周辺や仁徳陵西側、履中

陵南側で宅地形成が見られた。この三陵は特に規模の大きい古墳

として「百舌鳥耳原三陵」と名付けられており 11)、この三陵周辺

から優先的に市街化が進んだことが推察される。また堺市では百

舌鳥古墳群エリアと並行して、海側に位置する環濠都市エリアに

ついても開発を以前から行っていた。バッファゾーン北西部にお

いて先行して宅地基盤が作られているが、その範囲を基準に西側

から市街化が進んできたとみられる。また宅地基盤の向きについ 

用途地域 大仙風致地区 景観地区

1 反正天皇陵古墳 1低 〇 10m 148m

2-1 仁徳天皇陵古墳 指定なし 486m

2-2 茶山古墳 指定なし 56m

2-3 大安寺山古墳 指定なし 62m

3 永山古墳 1中 〇 〇 100m

4 源右衛門山古墳 1中 〇 〇 34m

5 塚廻古墳 1中 〇 〇 〇 35m

6 収塚古墳 1中 〇 〇 〇 59m

7 孫太夫山古墳 1中 〇 〇 65m

8 竜佐山古墳 1中 〇 〇 61m

9 銅亀山古墳 1中 〇 〇 26m以上

10 菰山塚古墳 1中 〇 〇 33m

11 丸保山古墳 1中 〇 〇 〇 87m

12 長塚古墳 1中 〇 〇 〇 106.4m

13 旗塚古墳 1中 〇 〇 〇 57.9m

14 銭塚古墳 1中 〇 〇 〇 72m

15 履中天皇陵古墳 1低 〇 10m 365m

16 寺山南山古墳 1中 〇 〇 〇 44.7m

17 七観音古墳 1中 〇 〇 〇 32.5m

18 いたすけ古墳 1低 〇 10m 〇 146m

19 善右ヱ門山古墳 1低 〇 10m 〇 28m

20 御廟山古墳 1低 〇 10m 203m

21 ニサンザイ古墳 1低 〇 10m 300m

墳丘の長さ高さ制限
用途地域

No. 古墳名 国史跡
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図3-2-1 1909年以前の様子(4) 

 

図3-2-2 1909年〜1929年の様子(5) 

 

図3-2-3 1929年〜1947年の様子(6) 

ては、仁徳陵西側と履中陵南側では古墳と平行に造られていた。 

1929年〜1947年(図3-2-3)では、履中陵西側と仁徳陵東側で宅

地が形成されており、履中陵西側では宅地基盤の方向は南側と 

 

図3-2-4  1947年〜1977年の様子(7) 

 

図3-2-5 1977年〜1995年の様子(8) 

同じく古墳と平行になっていた。 

1947年〜1977年(図3-2-4)では、仁徳陵東側や履中陵東側、バッ

ファゾーン南東部の広範囲で宅地化が進んでいた。また仁徳陵東

側にある JR 阪和線の線路付近でも、古墳に近接して宅地化が進

んでいた。 

1977 年〜1995 年(図 3-2-5)では、宅地基盤はおおむね完成して

いるため大きな変化は見られなかったが、仁徳陵南側で大仙公園

が整備されている。大仙公園には公園内の古墳を巡る遊歩道が設

置されている他、古墳群一帯をつなぐ百舌鳥三陵周遊路も設置さ

れている 11)。 

1995〜2020年で宅地基盤は整っており、変化は見られなかった。 

3-2-2.古市古墳群 

1908年以前(図3-2-6)では、古墳に近い地区で宅地基盤の形成

が見られた。応神天皇陵南側では誉田八幡宮、野中宮山古墳南側 

では浄宗寺や野中神社、軽里大塚古墳北西部では浄念寺といった

歴史的文化財が密集しており、それらを含む集落を中心に市街化

が進んでいったと推察される。 

1908 年〜1929 年(図 3-2-7)では、藤井寺駅周辺で宅地基盤の形

成が見られた。1922年に近鉄南大阪線の延伸により藤井寺駅が新 

- 503 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.19, 2021 年 2 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.19, February, 2021 

 
図3-2-6 1908年以前の様子(9) 

 

図3-2-7 1908年〜1929年の様子(10) 

 
図3-2-8 1929年〜1947年の様子(11) 

設されたことが理由と考えられる。また、軽里大塚古墳北部にも

宅地基盤の形成が見られるが、これは竹内街道の延長線に白鳥通

が設置されたことが影響していると推察される。 

 
図3-2-9 1947年〜1967年の様子(12) 

 

図3-2-10 1967年〜1995年の様子(13) 

 

図3-2-11 1995年〜2020年の様子(14) 

1929 年〜1947 年(図 3-2-8)では、仲津山古墳北側で宅地基盤の

形成が見られた。これは近隣に藤井寺市立道明寺小学校が建立に

伴った変化であると考えられる。 

1947年〜1967年(図3-2-9)では、蕃所山古墳周辺で宅地基盤の 
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図3-3-1 百舌鳥基盤全体図(14) 

 

図3-3-2 古市基盤全体図(14) 

表3-3-1 百舌鳥・古市古墳群の宅地形成年表

形成が見られた。このエリアでは古墳を中心に放射状に道路が広

がり、四方に宅地が形成されていることが分かる。 

1967年〜1995年(図3-2-10)では、仲哀天皇陵南側・墓山古墳南

側で古墳と平行に宅地基盤の形成がなされていることが分かる。 

1995年〜2020年(図3-2-11)では、バッファゾーン南西部で広範

囲に宅地基盤が形成されている。仁賢天皇陵周辺では水田の基盤

をもとに宅地が形成されている。 

3-3 まとめ 

図 3-3-1,図 3-3-2、表 3-3-1 に両古墳群周辺の宅地基盤形成の経

年変化をまとめた。今回整理した6年代において、宅地基盤形成

の特徴から以下のように区分した。 

【宅地黎明期：1908年以前〜1929年】古墳の近くに建造された歴

史的文化財・歴史的住宅の周辺で宅地が建ち並ぶ。人が集まる寺

院を中心にコミュニティが形成され、現在の宅地基盤の基礎が造

られていた。 

【宅地発展期：1929年〜1977年】幹線道路が建設され始め、幹線

道路沿いに宅地が並ぶようになる。歴史ある街道の整備も進み、

整備された宅地基盤が各地で見られるようになっていた。 

【宅地成熟期：1977年〜2020年】宅地発展期で成立した市街地が

さらに範囲を広げる。古墳近辺に大規模公園をつくることで緑豊

かな景観を高めるとともに、古墳を眺望することに重点を置いた

景観地区などの土地利用規制を定め、市街地が成熟したものへと

変化を遂げていった。 

百舌鳥古墳群では、宅地黎明期Ⅰ〜Ⅱにかけて百舌鳥耳原三陵

周辺から宅地が形成されていき、それが発展期、成熟期と年代が

経つにつれて広範囲に広がっていた。対して古市古墳群では、黎

明期に神社周辺で多く宅地が形成され、大・中規模古墳や幹線道

路付近に宅地造成が広がっていく様子が見られた。これらより、

両古墳群において古墳・寺院などといった文化財周辺から宅地化

が進み、また古墳と平行になっている宅地が数多くあることから、

古墳が宅地造成の基準や基点になっていたといえる。 

 

4. 道路率から見た古墳と周辺市街地の関係 

4-1 研究方法 

本章では古墳と周辺の宅地基盤の関係の特徴を明らかにする

ため、古墳とそれと同規模(面積 30 万 m2以上)の任意の施設にお

期間 主な変化 変化の要因・結果 土地利用規制の変化 主な変化 変化の要因・結果 土地利用規制の変化

墓山古墳北側で宅地形成。

軽里大塚古墳北東部で宅地形成。

宅地黎明期Ⅱ

仁徳陵,履中陵,反正陵周辺

で古墳と平行に宅地形

成。

府立農学校建立

(仁徳天皇陵)

1919年「都市計画法」制定

用途地域(3種類)

1909

|

1929

1908

|

1929

藤井寺駅周辺で宅地形成。
近鉄南大阪線

開通。

1919年「都市計画法」制定

用途地域(3種類)

履中陵西側で古墳と平行

に宅地形成。
仲津山古墳北側で宅地形成。

仁徳陵西側の道路が整

備。
宅地形成のため。

南東部のほとんどで宅地

化が進む。

蕃所山古墳周辺で放射状に

宅地形成。

JR阪和線沿いなどの密集

地でも宅地化が進む。

仲哀陵東側で古墳と平行に

宅地形成。

宅地成熟期Ⅰ 大仙公園が整備される。

仁徳陵南側に設置す

ることで古墳群の周

遊性を高めている。

1973年「高度地区」策定

1977

|

1995

1967

|

1995

仲哀陵南側で古墳と平行に宅地形成。

墓山古墳南側で古墳と平行に宅地形成。

西名阪高速道路開通。

宅地成熟期Ⅱ

2006年「大仙風致地区」

施行

2019年「都市計画法」改正

用途地域(13種類)

1995

|

2020

1995

|

2020

仁賢陵周辺など広範囲において

宅地化が進む。

2016年「高度地区」

「景観地区」策定

2019年「都市計画法」改正

用途地域(13種類)

百舌鳥古墳群での変化 年代 古市古墳群での変化

宅地黎明期Ⅰ
|

1909

|

1908

寺院など歴史的

文化財の集中
御廟山古墳周辺で宅地化。

高林家住宅を

中心に広がる。

宅地発展期Ⅱ

1947

|

1977

1947

|

1967

宅地発展期Ⅰ

1929

|

1947

1929

|

1947
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いて、隣接部(15)(半径

50m)の範囲の道路

車線の割合と道路

率を算出する。な

お、道路率の計算式

は道路率の計算式

は「道路車線幅(m)

×道路長(m)÷隣接

50m 範囲の面積

(㎡)」で行うものとする。また、分析にあたり対象地を表4-1-1の

ように選定した。古墳や池のように数百年前から現存する施設を

「古代」、都市公園や大学のよ

うに数十年前から現存する施

設を「近代」と称し、2グルー

プに分類した。古墳は、世界遺

産・史跡に指定されている古墳

のうち、墳丘の大きさによって百舌鳥・古市両古墳群においてそ

れぞれ3つを選定した(大:200m以上、中:100〜200ｍ、小:100m未

満)。また、古墳と歩行者の関係を考察するため、庭園路も同様に

計算する。庭園路とは公園、住宅地などで自動車の通行を規制し

ている道路や工場の中などで一般の自動車が通れない道路を表

し、主に歩行者が使用する道路である。 

   

図4-1-1-a 仁徳天皇陵古墳 図4-1-1-b いたすけ古墳 図4-1-1-c 銭塚古墳 

   

図4-1-1-d 応神天皇陵古墳 図4-1-1-e 古室山古墳 図4-1-1-f 鉢塚古墳 

   

図4-1-1-g 狭山池 図4-1-1-h 大泉緑地 図4-1-1-i 大阪府立大学 

図4-1-1 対象地の道路車線別の道路分布(16)

表4-1-2 道路車線幅の設定幅員 表4-1-1 対象地の選定 
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図4-1-2 八尾空港の道路車線数別の道路分布(16) 

4-2 車線数割合の調査 

 グループごとに車線数割合の比較を行い(図 4-2-1)、以下のこ

とが明らかになった。 

・【古代グループ】すべての古墳において1車線道路が60%以上を

占め、軽車道も含めると6基のうち4基が90%以上を占めていた。

また狭山池でも軽車道と 1車線道路が合わせて約 97%を占めてい

た。 

・【近代グループ】大泉緑地では4車線以上の道路が約35%、大

阪府立大学では2車線以上の道路が60%以上を占め、比較的車線

数の多い道路による周辺環境が形成されている。2つの対象地周

辺の道路から枝分かれするように軽車道や1車線道路が設置さ

れているケースも見られた。対して八尾空港では約94%を1車線

道路が占めており、古代グループと似たような傾向が見られ

た。 

以上から、八尾空港では違った傾向が見られたが、おおむね古

代グループでは車線数の低い道路による環境が形成されている

ことが分かった。 

 

図4-2-1 各対象地の車線数割合 

表 4-2-1 に都市計画道路の種類をまとめた。軽車道と 1 車線道

路は区分7の区画道路にあたり、生活密着の道路としてアクセス

機能に優れている。百舌鳥・古市古墳群周辺では軽車道と1車線

道路が外周を囲むように設置される古墳が多くあり、これらの道

路が宅地基盤を形成していた。また道路幅員 8m 以上は幹線道路

と位置づけられ、2 車線と 4 車線以上の道路に囲まれている大阪

府立大学と大泉緑地では、トラフィック機能に重点が置かれてい

る。古代グループの道路は主に生活密着のはたらき、近代グルー

プの道路は主に通過交通としてのはたらきを持っているといえ

る 12)。 

 

表4-2-1 都市計画道路の種類 12) 

 

 

4-3 道路率の調査 

各対象地における道路率を示,し(図4-3-1)、グループごとに比較

を行った。 

・【古代グループ】7項目のうち、仁徳天皇陵と古室山古墳周辺に

おいて道路率が比較的高く、仁徳天皇陵周辺では2車線以上の道

路が約22%を占め、同規模の古墳である応神天皇陵周辺よりも約

14%高い数値となっていた。一方、古室山古墳周辺では4 車線以

上の道路が約 9%となっており、2 車線以上の道路が約 35%を占

める銭塚古墳周辺よりも一見道路率が低くなる。しかし古室山古

墳周辺では西名阪自動車道が通り、銭塚古墳周辺と比べて道路本

数が多く道路長も長くなっていたことが、道路率が高くなってい

る原因であると考えられる。また近代グループと比較して車線数

の少ない道路が多いが、7項目中6項目で道路率は10%以上とな

っていた。 

・【近代グループ】大泉緑地と大阪府立大学において道路率が20%

を超えていた。これは 4-2 で先述したように幅員の高い道路の割

合が大きいことが原因であると考えられる。対して八尾空港は対

象地全10施設中2番目に低い道路率となっていた。4車線以上の

道路が全く設置されておらず、道路面積の小さい1車線道路が長

距離かつ広範囲に形成されていることが原因であると考えられ

る。 

 

図4-3-1 各対象地の道路率 

図 4-3-2 に各対象地周辺の全道路に対する庭園路率を示した。

近代グループの3項目では極端に少ない数値となり、古代グルー

プでは狭山池が群を抜いて庭園路率が高くなり、続いて百舌鳥古

墳群の3基が高い数値となっていた。よって、狭山池と百舌鳥古

墳群が属する古代グループにおいて歩行者による空間が形成さ

れていることがわかる。 

 

区分 道路の種類 定義 道路の幅員 

1 自動車専

用道路 

都市間高速道路 全国的なネットで都市間を結ぶ高速道路 40m 以上 

2 都市高速道路 都市あるいは都市圏の拠点間を結ぶ高速

道路 

30〜40m 未満 

3 幹線道路 主要幹線道路 広域的都市間交通を担い、都市圏及び都市

の骨格を形成 

22〜30m 未満 

4 都市幹線道路 都市内の拠点間を結び、都市の骨格を形成 16〜22m 未満 

5 地区幹線道路 近隣住区の外郭を形成し、地区内の幹線的

機能を果たす 

12〜16m 未満 

6 補助幹線道路 近隣住区と地区幹線道路を結ぶ集散道路 8〜12m 未満 

7 区画道路 街区内の道路として機能する生活密着の

道路 

8m 未満 
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図4-3-2 各対象地の庭園路率 

 

5. おわりに 

 本研究では、ユネスコ世界文化遺産に登録されている百舌鳥・

古市古墳群を対象として、古墳と周辺市街地の関係を宅地基盤形

成の経年変化および道路率から明らかにし、今後の古墳周辺にお

ける計画策定の際の一助になることを目的に研究を進め、以下の

ことが明らかになった。 

・百舌鳥古墳群では、1909 年〜1947 年に百舌鳥耳原三陵周辺、

1947年以降に百舌鳥耳原三陵以東で宅地化された。 

・両古墳群周辺において、古墳と平行な宅地基盤や古墳を中心と

した放射状の宅地基盤が形成されていた。 

・古墳や寺院などの文化財周辺から宅地化が進んでいた。 

・古墳周辺において車線数の小さい道路の割合が高かった。 

・古代グループ周辺は生活密着の道路で囲まれアクセス機能に優

れながら発展し、近代グループ周辺は地区内の幹線的機能を持つ

道路で囲まれトラフィック機能に優れながら発展していた。 

・狭山池や古墳群が属する古代グループ周辺では庭園路も比較的

多くあった。 

 これらより、古墳周辺はアクセス機能で生活の場に近接し宅地

と距離が近くなっており、古墳と市街地は密接に関わっているこ

とが分かった。 

 百舌鳥・古市古墳群が世界遺産に登録され、日本国内からの観

光客のみならずインバウンドも増大するであろうと言われてい

る。その中で道路などのインフラ整備は必要不可欠であり、来訪

者が気持ちよく、楽しく過ごすための施策が計画されているであ

ろう。しかし古墳群周辺に居住している人々に対する配慮ももち

ろん必要であり、地元住民と来訪者どちらも楽しめるようなまち

づくりを行うことが重要であると考える。 

 

補注 

(1) 複数の文献では「〇〇天皇陵古墳」といった呼称を使用する

ことは適切でないと記述されているが、本論文ではユネスコ

世界文化遺産に登録された古墳名で扱うとする。 

(2)  基盤地図情報をもとに筆者作成。 

(3)  本研究では今昔マップ(http://ktgis.net/kjmapw/index.htm  

   l)に掲載されていた地理院地図の年代を使用し研究を行った。

(4)  地理院地図1/20000「堺」明治42年測図・大正元年11月30 

日発行 をもとに筆者加筆。 

(5)  地理院地図1/25000「堺」昭和4年修正・昭和22年8月30 

日発行 をもとに筆者加筆。 

(6)  地理院地図1/25000「堺」昭和22年二修・昭和24年4月30 

日発行 をもとに筆者加筆。 

(7)  地理院地図1/25000「堺」昭和42年改測・昭和44年3月 

30日発行 をもとに作成。 

(8)  地理院地図1/25000「堺」平成7年修正・平成8年12月1日 

発行 をもとに筆者加筆 

(9)  地理院地図1/20000「古市」明治41年測図・明治44年2 

月28日発行 をもとに筆者加筆。 

(10) 地理院地図1/25000「古市」昭和4年修正・昭和7年9月30 

日発行 をもとに筆者加筆。 

(11) 地理院地図1/25000「古市」昭和22年二修31年資修・昭和 

31年12月28日発行 をもとに筆者加筆。 

(12) 地理院地図1/25000「古市」昭和42年改修・昭和44年3月 

30日発行 をもとに筆者加筆。 

(13) 地理院地図1/25000「古市」平成7年修正・平成8年4月1 

日発行 をもとに筆者加筆。 

(14) 国土地理院 1/25000 をもとに筆者加筆。 

(15) 本研究では、国土交通省発行の「市街地再開発事業の費用便 

益分析マニュアル案」記載の「隣接部は事業区域端から数十   

m(50m程度)の範囲を想定する」に基づき研究を行った。 
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