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南海林間田園都市における空き地空き家の変化に関する研究 

A study on transition of vacant lots and vacant houses in Nankai Hashimoto Rinkan Rural City 
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In this study, as an example of a new town where population is expected to decrease in the future, it aims to 
investigate the distribution of vacant lots and vacant houses in the Nankai Hashimoto Rinkan Rural City and to 
understand the issues for maintaining the new town for the future. A field survey and a material survey were 
conducted, and comparisons were made by smaller areas in comparison to the previous studies. As a result, it became 
clear that the vacant house rate is high in areas that are more than 10 minutes on foot from the elementary school. In 
addition, there were some areas where vacant houses were found even though the residential land was unsold. From a 
20-year data survey, it was found that many of the vacant lots have been used as parking lots in a planned manner, 
and that the number of parking lots has not increased in recent years. 

Keywords: the vacant house rate, vacant lots, landuse changes, the Nankai Hashimoto Rinkan Rural City 

空家率、空き宅地、土地利用の変化、南海橋本林間田園都市 

1.章 はじめに 

日本において、高度経済成長期の都心への人口集中に伴い住

宅不足の解消のため多くのニュータウンが開発されてきた。 

ニュータウンは良質な公共空間と豊かな環境を備えたものと

して計画的に開発され、都市市民の住まいの確保と居住水準の向

上に効果を果たしてきたが、多くのニュータウンでは一時期に開

発され一斉に入居されたことから、現在では早期に開発されたも

のを中心に「高齢化」「子ども世帯の減少」「地域コミュニティ機

能の低下」「空き地・空き家の増大」「施設の老朽化」「バリアフ

リー化の遅れ」「近隣センター等の衰退」「小中学校の遊休化」等

の課題を抱える状況となっている1)。 

和歌山県橋本市には５か所のニュータウンが存在するが、こ

のうち４か所が本研究の対象地である南海橋本林間田園都市に

含まれる。南海橋本林間田園都市の空き家や空き地に関する研究

は小川ら(2013) 2)の研究や、赤塚ら(2015) 3)の研究が挙げられ、各

丁目においての分析が行われている。本研究では、南海橋本林間

田園都市の各地域を丁目以下のエリアに分割し分析を行い、エリ

アごとの特徴を把握することを目的としている補注 (1) 。 

2. 調査対象地の概要 

橋本市は和歌山県の北東端に位置し、市域面積は 130.31km²、

和歌山県域（4726.29km²）の約2.8％となっている。北は大阪府

河内長野市、東は奈良県五條市、南及び西は伊都郡かつらぎ町、

九度山町、高野町に接し、和歌山市中心部、大阪市中心部への距

離は直線でともに約40kmである。市の中心部には紀の川が東西

に流れ、北部は和泉山脈と河岸段丘からなる丘陵地、南部は紀伊

山地（高野山系）に連なっている。鉄道は南海高野線が大阪市と、

ＪＲ和歌山線が和歌山市と奈良方面を結び、橋本駅で結節してい

る 4)。 

南海橋本林間田園都市は南海電鉄が開発を行った民間最大級

の住宅地である。面積約107ha、計画戸数1750戸、計画人口6500

人の「城山台」、面積約79ha、計画戸数1850 戸、計画人口6900

人の「三石台」、面積約 84ha、計画戸数 450 戸、計画人口 1600

人の「小峰台」、面積約272.1ha、計画戸数約4800 戸、計画人口

約18000人の「彩の台」の４つのエリアが開発され、住宅地とと

もに小中学校のような教育施設、商業施設、総合病院なども整備

された5)。このうち、本研究では現在でも大部分で新規宅地造成

が進んでいる「彩の台」を除く、三つの地域を対象として調査を

行った。 

また、調査区域については既存研究よりも精密な分析を行うた

めに丁目以下のエリアに分割しそれぞれ分析を行っている。 

【図-1】南海林間田園都市所在地 
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【図-2】城山台 

 

【図-3】三石台 

 

【図-4】小峰台 

 

3. 調査概要と結果 

3-1. 現地調査 

現地調査において、空き地(1)については駐車場、空宅地、庭・

菜園に分類している。また、空き家(2)については複数の基準を設

け外観から判断を行った。 

現地調査の結果、表１・表２に示す結果を得ることができた。

まず空き家について、表１に示す通り、城山台では一丁目③・四

丁目、三石台では二丁目①・三丁目②などの小学校から離れた地

域で空家率が高くなるという傾向が見られた。一方で小峰台一丁

目④は最寄りの小学校から離れているが、空き家は発生していな

い。また、三石台四丁目や小峰台一丁目③のような小学校から近

いエリアでも空き家率が高くなっている。これらの結果から、空

き家率には小学校との距離以外の要素も関係していると推測さ

れる。 

 

 

【表-1】調査対象地域の住居数・空家数・空家率 
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空き地について、表２に示す通り、空宅地に注目すると城山台

二丁目①・二丁目③、三石台三丁目①・三丁目④、小峰台一丁目

③で空宅地が多くなっている。駐車場について城山台二丁目①、

三石台三丁目⑤で多くなっていることが分かる。 

 

【表-２】対象地域の空宅地・駐車場の区画数 

 

 

3-2. 資料調査 

資料調査において、2000年から2020年にかけてゼンリン住宅

地図 6)を参考に空き地・空き家の分析を行い、その地域の平均の

空き家であった期間を算出した。 

資料調査の結果、城山台では一丁目③、二丁目①、三丁目①、

四丁目、三石台では二丁目①、三丁目①、三丁目②、三丁目④、

四丁目、小峰台一丁目②、一丁目③で平均の空き家であった期間

が長くなった。（表３・表４・表５） 

また、城山台と三石台においてゼンリン住宅地図に駐車場と記

載のあるものが確認できた。小峰台においては駐車場という記載

があるものはなかった。城山台は商業地域周辺、道路外縁部に三

石台は駅周辺部に集中しており、これらの駐車場は長年駐車場と

して利用されていた。 

【図-5】城山台の空き家期間 

【表-3】城山台の空き家の居住者不在期間 

 

 

 

【図-6】三石台の空き家期間 

 

 

【表-4】三石台の空き家の居住者不在期間 
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【表-5】小峰台の空き家の居住者不在期間 

 
 

【図-7】城山台の駐車場利用 

 

 

 
【図-7】三石台の駐車場利用 

4. 総括 

今回の調査において、丁目をさらにエリアに細分化すること

により各エリア別に空き家の発生や土地利用に特徴があること

が分かった。特に城山台一丁目③のエリアや城山台四丁目、三石

台二丁目①のエリアのように最寄りの小学校まで徒歩10分以上

の距離にあるエリアは空き家が発生しがちであるということが

分かった。これは南海橋本林間田園都市の「21 世紀のこどもに

新しいふるさとを」という子育てを重視するというコンセプトか

らも教育に関係する立地条件を重視する人々がこの地域に多く

移住したと考えられる。一方で小峰台においては小学校への距離

が比較的遠い一丁目④のエリアでも空き家率が低くなっている

ことから、小学校との距離以上の利点が存在する可能性が考えら

れる。現地調査と資料調査の結果を比較すると現地調査で空家率

が高くなっている地域は資料調査の空き家年数の平均において

も高くなる傾向が見られたが、資料調査からは現地調査とは異な

る結果が判明した。資料調査では近隣小学校から遠い三石台三丁

目④でも空き家が続く傾向があることが分かったが、現地調査の

結果を加えると、城山台二丁目①、三石台三丁目①、小峰台一丁

目②および③などの小学校に近い地域においても空き家が続く

傾向があり、近隣小学校との距離の関係以外にも影響している要

因があると推測される。 

空き地の土地利用について、駐車場としての土地利用は資料

調査より計画的に駐車場が設定されてきたことが分かる。特に城

山台の中心部には商業施設が存在し、三石台三丁目は林間田園都

市駅からの徒歩圏にあることからそれぞれの地域において駐車

場のニーズが20年前からあったことが分かる。空宅地について

は現在も空宅地として販売されている区画、実質的に駐車場とし

て利用されている区画、庭・畑として利用されているものなどが

あり、定期的な管理がされていない区画は存在しなかった。また、

長期にわたり空宅地となっている地域の付近に開発された建売

住宅群に新たな住民が活発に流入している地域、空宅地が売れ残

っているにも関わらず空き家が発生している地域など新規居住

者と既存宅地・住居ストックのミスマッチが起こっている地域が

複数存在している。これらの利用されていない土地や物件の新た

な流通方法を模索し、時代にマッチした利用方法を検討すること

が住宅地全体の質を維持・向上させ持続的に利用できる住宅地と

するために必要であると考える。 

現地調査では空宅地を家庭菜園やスポーツ用地、駐車場とし

ている様子が見られた。このような空宅地の利活用により周辺住

民との顔を合わせる機会を増やし、空間的・精神的にもゆとりの

ある生活を送ることによって良好な地域コミュニティ・防犯機能

が維持されていると推測される。これらの地域コミュニティ、新

たな移住者と空き家の三者を結ぶ関係性を把握することが既存

住宅地を存続するために重要であると考える。 

 

【補注】 

(1) 空き地について、駐車場として整備されているもの、轍があ

るもの、自動車が駐車されているものを駐車場としている。

また、樹木や野菜などの植物を栽培やスポーツ利用が見られ

- 316 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.20, 2021年 11月 

Reports of the City Planning Institute of Japan, No.20, November, 2021 

 

 

 

るものを庭・菜園として区別した。これらのいずれもないも

のを空宅地としている。 

(2) 空き家の判定の基準として、(ⅰ)自動車・自転車・バイク等

が頻繁に駐車されている形跡がない、(ⅱ)洗濯物が干されてい

ないという二つの条件を満たし、(a)雨戸が閉められている、

(b)表札がない、(c)郵便物が放置されている、(d)敷地内外に雑

草が繁茂しているという四つの条件のうち二つ以上に該当す

るものを空き家としている。 
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