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近年の都市河川整備においては，治水や利水のみならず環境や親水利用に目が向けられている．水辺整

備事業を進めるにあたっては，事業者，沿川住民，計画者，関係機関等の複数主体が関係するが，沿川住

民からの評価が低く，水辺利用が進んでいない事例も見られる． 

本研究は，新興市街地内中小河川における水辺整備を事例とする．事業実施から数年を経た区間の沿川

住民へのアンケート調査を実施することにより，利用実態や評価を把握する．特に，沿川住民の水辺整備

との関わりに着目して分析を行う．これらにより，都市河川の水辺整備における円滑な事業遂行や合意形

成に向けた具体的方策として，沿川住民から高い評価を得て利用促進が図られるための整備手法の検討を

行うにあたり，沿川住民の水辺利用や水辺整備事業への態度に影響を及ぼす要因を明らかにするための総

合的分析に向けて，各要因の関係性について個別分析を行うものである． 

 

     Key Words : Waterfront development, Consensus building, Inhabitants' attitudes,  

Causal analysis, Quantification theory type Ⅱ 

 

 

 

1. はじめに 

 

(1)  研究の背景・目的 

近年の都市河川整備においては，治水や利水のみなら

ず環境や親水利用に目を向けた水辺整備の取り組みがな

されている．しかしながら，整備条件や環境などは河川

や地域毎に様々な要素が複雑に関係している．また，水

辺整備を進めるにあたっては，事業者，沿川住民，計画

者，関係機関等の複数主体が関係するため，合意形成に

向けた相互の調整が重要となる．特に，沿川住民の意向

をくみ取ることが肝要である．  

本研究は，新興市街地内中小河川において区画整理事

業と並行して進められた水辺整備の実施事例を対象とす

る．計画段階から事業実施，その後の経年変化のプロセ

スを経て得た知見1)
 に加え，沿川住民へのアンケート

調査を実施することにより利用実態を把握2)
 し，特に，

沿川住民の水辺整備との関わりに着目して分析を行う．

都市河川の水辺整備における円滑な事業遂行や合意形成

に向けた具体的方策を検討するにあたり，沿川住民の水

辺利用や水辺整備事業への態度に影響を及ぼす要因を明

らかにするための総合的な分析に向けて，各要因の関係

性について個別分析を行うものである．  

 

(2) 研究方法 

京都市郊外を流れる新興市街地内中小河川である一級

河川淀川水系X川を対象として，水辺整備に向けたコン

セプトや計画・設計意図について回顧・整理し，沿川住

民へのアンケート調査を実施する． 

先行研究として，例えば豊田ら（2007）3)
 は，アンケ

ートや行動観測の調査により，沿川の空間構成の違いや

住民意識との関係性，沿川の空間構成の特性と利用行動

との関係性を分析している．沿川での行動は，水に触れ

るなどの直接利用よりも川沿いの散歩などへの欲求が高

く，歩行者空間の連続性の有無が重要であることなど，

都市河川における水辺整備の方向性を示しているが，住

民の参画意思との関係性については踏み込んでいない． 

本研究では，調査結果を基に水辺整備に対する沿川住

民の評価を検証し，さらに，水辺利用の頻度の高い層や

水辺整備計画への参画意思の高い層に着目した分析を行

う．都市河川の水辺整備における円滑な事業遂行や合意
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形成に向けた具体的方策として，沿川住民から高い評価

を得て利用促進が図られるための整備手法の検討を行う

にあたり，沿川住民の水辺利用や水辺整備事業への態度

に影響を及ぼす要因を明らかにするための共分散構造分

析に向けて，個別の関係性について判別分析（数量化Ⅱ

類）により分析を行う． 

 

 

2. 研究対象 

 

X川における本研究の対象区間（図-1参照）は，水辺

整備と区画整理事業が並行して行われたB区間を軸とし，

水辺整備や区画整理事業の実施状況が異なる上流のA区

間と下流のC区間を加え，X川最下流部のY川との合流

点から上流約3kmの範囲である．各区間の整備状況の違

いや，沿川の状況を以下に示す．  

 

(1) A区間 

水辺整備が未実施であり，区画整理事業も行われてい

ない上流の区間．沿川状況としては，開発による人家が

連担している最上流の区間と，沿川が耕作地の区間に概

ね二分される．未整備の河岸が残され，草本類が過剰に

繁茂している区間もあるが，水辺へ近付くためのアプロ

ーチは無い．片岸のみではあるが川沿いに遊歩道や道路

が整備され，縦断方向の連続性は確保されている． 

 

(2) B区間： 

研究対象区間の中流部に位置し，2002～2011年度に

「土地区画整理事業との連携による河道改修と多自然化

計画」をコンセプト4)
 として，区画整理事業と並行し

て二面張りの多自然川づくりが行われた区間．沿川には

一部耕作地も残っているが，区画整理事業後は市街化が

進んでいる．深目地の石積護岸等による整備が行われて

おり，河岸の草本類の過剰な繁茂は抑制されているが，

河道内は河川の営力により自然形成されたみお筋などが

維持されている．水辺へ近付くためのアプローチが7箇

所整備されており，川沿いには両岸ともに遊歩道や道路

が整備され，縦断方向の連続性が確保されている． 

 

(3) C区間： 

2002年度以前に，区画整理事業と並行して三面張りの

河川整備が行われた下流部の区間．沿川の市街化がかな

り進んでおり，耕作地の比率は最も低い．河岸はブロッ

ク積等による整備が行われており，河道内の堆積土の箇

所を除いては草本類の繁茂は殆ど見られず，人工的な様

相を呈している．水辺へ近付くためのアプローチは急勾

配護岸に設置されたはしごや足掛け金物であり，川沿い

には両岸ともに遊歩道や道路が整備され，縦断方向の連

続性が確保されている． 

 

 

3. アンケート調査の設計 

 

(1) 調査対象及び設問の設定 

a) アンケート対象エリア及び対象者 

アンケートの対象範囲は，X川最下流部のY川との合

流点から上流約3kmのA～C区間における，X川からの距

離が数百m程度の範囲の世帯（約1,900世帯）である（図

-1参照）． 

水辺整備と区画整理事業が並行して行われたB区間を

軸として，水辺整備や区画整理事業の実施状況の条件が

異なるA区間やC区間の沿川住民を対象とすることによ

り，水辺整備がもたらす影響や，住民の水辺整備計画へ

の参画意思を把握し，その違いを分析できる．なお，B

区間の対象範囲外縁部については，区画整理が実施され

ていない旧集落も対象範囲として違いを把握する．さら

に，X川の合流先であるY川沿川の一部旧集落区域も対

象とし，当該河川とは異なる河川の沿川住民への影響等

も把握するものとした． 

配布対象は，アンケート対象エリアにおける一般家庭

の全戸を配布対象とし，学校や学生寮等の教育機関関連

施設，介護福祉施設等の公共施設は除くものとした．ア

ンケートの回答にあたっては，各家庭における成人の代

表者1名が記入するものとし，回答者本人と家族全員の

「川との関わり方」について回答を依頼するものとした． 

b) アンケートの設問設定 

アンケート設問の概要を表-1に示す．問.1はX川のA～

C区間における水辺の利用状況，問.2はX川のB区間にお

ける水辺整備の進め方や整備内容に対する意見・水辺の

利用状況，問.3～5はX川に限定せず川全般における水辺

の利用状況，水辺整備の進め方や整備内容に対する意見，

ライフスタイル，問.6は居住地域・年数と家族構成を確

認するものとした． 図-1 X川における研究対象範囲 
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表-1 アンケート調査の項目と内容 

番号 調査項目 内 容 

問.1 X川A～C区間の

水辺の利用状況 

認知度，利用経験の有無，利用頻

度，利用目的，移動手段，良いと

思うところ 

問.2 X川B区間の水辺

整備の進め方や

整備内容に対す

る意見・水辺の

利用状況 

整備に関する認知度，環境面の理

想像との対比，環境と利用のバラ

ンス，利用頻度の増減，アプロー

チの利用頻度と認知度 

問.3 川全般における

水辺の利用状況 

X川以外の利用経験の有無，利用

河川，利用頻度，利用目的 

問.4 川全般における

水辺整備の進め

方や整備内容に

対する意見 

意見聴取者の範囲，水辺整備計画

への参画意思，アプローチの必要

性，好ましいアプローチの構造，

桟橋の必要性 

問.5 川全般に対する

ライフスタイル 

川の水辺に対するイメージ，鴨川

に行くと仮定した時の利用目的，

子供の頃の身近な水辺の有無・イ

メージ・利用目的 

問.6 居住地域・年数

と家族構成 

居住地域，居住地域の区画整理事

業実施の有無，居住年数，居住地

域の良いと思うところ，家族構成

 

 

4. 調査結果の概要 

 

(1) 配布・回収状況 

アンケート調査の実施状況は以下の通りである．全体

での回収率は約22%であったが，区域毎のアンケート調

査票回収率は，B,C区間が27％，A区間が21％と水辺利

用が比較的多いと考えられる下流側がやや高くなってい

る．また，B区間の対象範囲外縁部旧集落の回収率は

6％と低く，X川とは異なるY川の沿川旧集落からの回答

については3％と極めて少なかった． 

配布日：2014年7月5日（土） 

配布数：約1900軒 

配布・回収方法：各戸投げ込み配布・郵送回収 

回収率：約22％（417 / 約1900） 

 

 (2) 回答者の属性 

回答者の家族構成は，1～4人家族が大半であるが，19

歳以上の成人のみの家族が31％と多い．次いで61歳以上

の高齢者のみの家族が30％，小学生以下の子供を含む家

族が29％の順であり，中学生以上の未成年を含む家族の

比率が10％と最も低い． 

居住年数は大半が10年以上と5年以内に二分され，居

住年数5～10年の家族は少ない．小学生以下の子供が含

まれる家族は，居住年数5年以内（区画整理後に居住），

成人以上で構成される家族は居住年数10年以上（区画整

理前から居住）が多い傾向にある． 

5. 沿川住民態度に影響を及ぼす要因の個別分析 

 

(1)  調査結果の分析における着目点 

調査結果の分析における着目点の因果連関（仮説）と

アンケート調査の設問設定，各項目間の関係に関する分

析番号①～⑤を図-2に示す． 

効率的・効果的に意見を集約して，沿川住民の利用ニ

ーズに適合する整備を行うためには，水辺の利用経験か

ら水辺整備への興味を持ち，水辺整備計画に対する参画

意思が高い層から意見を集約するのが効率的・効果的で

あると考えられる．現在の水辺利用状況や水辺整備事業

への態度に影響を及ぼす要因としては，沿川住民の居住

環境や家族構成などの属性があるが，加えて，水辺に対

する嗜好や生い立ちが影響していると考えられる．この

ことから，本研究では以下の点に着目した分析を行う． 

a) 属性 

住居と水辺整備区間との距離や居住年数，子供の有無

などの家族構成等の要因が，水辺利用の頻度や目的，さ

らに水辺整備への興味や水辺整備計画に対する参画意思

に影響を与えていると考える． 

X川のB区間の沿川住民は区画整理事業実施後に住む

ようになった住民が大半である．B区間の水辺整備が周

辺住民へ及ぼす影響を把握するために，下流C区間と上

流A区間の沿川住民も対象として分析を行う．なお，B

区間の対象範囲外縁部旧集落と，Y川の沿川旧集落から

 

水辺に対する嗜好

・水辺に対するプラスまたはマイナ

スのイメージ(問.5）

・京都の代表的な都市河川である

鴨川に対する水辺利用のイメー

ジ (問.5）

・居住地域に対するイメージ（問.6）

生い立ち

・子供の頃の身近な水辺の有無、

その利用経験の有無とその目的

・子供の頃の身近な水辺のイメージ

（問.5：子供の頃の水辺との関わり）

水辺に対する嗜好や住環境・家族

構成等の属性が、水辺利用の有

無、頻度、目的に影響を与える。

（問.1，問.2：X川における水辺の利

用状況)

（問.3：川全般における水辺の利用

状況)

水辺に対する嗜好や属性に加え、

現在の水辺利用状況が、水辺整備

への興味の度合いや、水辺整備計

画への参画意思に影響を及ぼす。

（問.2：X川の水辺整備の進め方や

整備内容に対する意見）

（問.4：川全般における水辺整備の

進め方や整備内容に対する意見）

回答者の属性

・住居と水辺との距離や居住年数

・家族構成等

（水辺整備区間と隣接する区域の住

民への影響度合いの違いを把握）

（問.6：居住区域・年数、家族構成）

現在の水辺利用状況 水辺整備事業への態度

,

図-2 因果連関（仮説）と設問設定 

（○囲み数字は分析番号） 
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の回答数が極めて少なかったことから，以後の分析にあ

たっては除外するものとする． 

b) 水辺に対する嗜好や生い立ち 

水辺整備への興味を持っており，水辺整備計画に対す

る参画意思が高い層は，水辺利用の頻度が高い層と相関

関係にあると考えられる．これらの層については，水辺

利用に対する嗜好として，基本的に良いイメージを持っ

ていると期待される．また，水辺に対する嗜好について

は，子供の頃における水辺との関わりなどの生い立ちが

大きく影響していると考えられる．子供の頃における身

近な水辺の有無，その水辺に対するイメージや利用経験

が，水辺に対する嗜好を形成すると考えられる． 

 

 (2) 個別分析の結果 

アンケートから得られる情報としては，住環境・家族

構成，嗜好，生い立ち等の要因や，水辺の利用実態や水

辺整備計画への参画意思となるが，これらの情報に対し

て判別分析（数量化Ⅱ類）を行い，「水辺利用の意向の

高い層，低い層」，「水辺整備事業への参画意思の高い

層・低い層」など，水辺整備事業の計画立案に影響を及

ぼすと考えられる層の特徴を明らかにする． 

因果連関図（図-2）をもとに，水辺の利用状況や水辺

整備事業への参画意思を目的変数として，回答者の属性，

水辺に対する嗜好や生い立ちや等を説明変数として，そ

の影響を分析した． 

各分析（図-2 分析番号①～⑤）における分析結果を

以下に示す．なお，分析にあたっては，「無回答」「そ

の他」等の回答者は分析毎に除去を行った． 

a) ①-1 回答者属性→利用頻度（表-2） 

（利用目的が直接利用，散歩等の層に限定して分析） 

X川の利用頻度については，「①土地区画整理区域

（X川B,C区間）」より「②民間開発区域（X川A区

間）」の方が高い傾向を示している（第2軸）． 

居住年数については，利用頻度に対する顕著な影響は

見られない． 

家族構成分類については利用頻度に対する影響が最も

大きいと考えられ，「①②子供がいる家族」が最も利用

頻度が高く，続いて「④高齢者のみの家族」，残る「③

成人のみの家族」は利用頻度が最も低い傾向にある． 

b) ①-2 回答者属性→利用頻度（表-3） 

（利用目的が買い物，通勤・通学の層に限定して分析） 

X川の利用頻度については，「①土地区画整理区域

（X川B,C区間）」より「②民間開発区域（X川A区

間）」の方が高い傾向を示している（第2軸）． 

居住年数については，利用頻度に対する顕著な影響は

見られないが，「②居住年数5～10年以内」の層は利用

頻度が高い傾向にある． 

家族構成分類については利用頻度に対する影響が最も

大きいと考えられる（第2軸）． 

「③成人のみの家族」，「②中学生以上の未成年がい

る家族」は利用頻度が高く，続いて「①小学生以下の子

供がいる家族」，残る「④高齢者のみの家族」は利用頻

度が低い傾向にある． 

c) ② 回答者属性→参画意思（表-4） 

水辺整備事業への参画意思が中位である「②配布ビラ

等を見る程度で十分」の層については全体的に分布して

おり，居住区域や年数，家族構成の分類による特徴的な

違いは認められない．これは，回答者属性に関わらず，

水辺整備事業への参画にあまり関心を示さない層は必ず

一定数存在することを示していると考える． 

水辺整備が未施工である「②民間開発区域（X川A区

間）」の住民は参画意思が高い（第1軸）． 

居住年数については，水辺整備事業への参画意思に対

する顕著な影響は見られない． 

家族構成の分類が水辺整備事業への参画意思に対する

影響が大きい（第1軸）．「①②子供がいる家族」が最

 

表-2 個別分析1の結果（分析番号①-1；直接利用層） 

目的変数 

X川の利用頻度 度数 合計
①ほぼ毎日 52

203 ②週 1～3回 72

③月 1回以下 79 

アイ
テム 

カテゴリ 第 1軸 第 2軸

居住 
区域 

①土地区画整理区域（X川B,C区間) -0.0787 0.2758 

②民間開発区域（X川A区間） 0.3109 -1.0898 

居住 
年数 

①0～5年以内（2009年以降） 0.4403 -0.0527 

②5～10年以内（2008年～2004年から） 0.7849 -0.3511 

③10年以上前から（2003年以前から） -0.3714 0.1035 

家族 
構成 
の 
分類 

①小学生以下の子供がいる家族 -1.9620 -0.5857 

②中学生以上の未成年がいる家族 0.4938 -1.7755 

③成人のみの家族（④を除く） -0.0178 1.1837 

④61歳以上の高齢者のみの家族 0.8978 -0.1427 

相関
比 

 0.0604 0.0207

 

表-3 個別分析2の結果（分析番号①-2；通過層） 

目的変数 

X川の利用頻度 度数 合計
①ほぼ毎日 28

58 ②週 1～3回 21

③月 1回以下 9 

アイ
テム

カテゴリ 第 1軸 第 2軸

居住
区域

①土地区画整理区域（X川B,C区間) -0.1007 -0.1954 

②民間開発区域（X川A区間） 1.3593 2.6375 

居住
年数

①0～5年以内（2009年以降） 0.0364 -0.3339 

②5～10年以内（2008年～2004年から） 1.7164 0.4417 

③10年以上前から（2003年以前から） -0.3027 0.1657 

家族
構成
の
分類

①小学生以下の子供がいる家族 1.1410 -0.2792 

②中学生以上の未成年がいる家族 -1.6821 0.8304 

③成人のみの家族（④を除く） -0.1304 0.7829 

④61歳以上の高齢者のみの家族 -0.3757 -1.3467 

相関
比

 0.1089 0.0687
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も参画意思が高く，続いて「③成人のみの家族」，残る

「④高齢者のみの家族」は最も低い傾向にある． 

d) ③-1 嗜好，生い立ち→利用頻度（表-5） 

（利用目的が直接利用，散歩等の層に限定して分析） 

第2軸が参画意思の違いを良く反映しており，子供の

頃水辺へ行った目的が，X川の利用頻度に対する影響が

大きい． 

鴨川の水辺利用イメージの違いが，利用頻度に大きな

影響を与えている傾向は見られない． 

居住地域に対するイメージの違いが，利用頻度に大き

な影響を与えている傾向は見られないが，「②自然と調

和した町並みがきれい」の層が比較的利用頻度が高い． 

子供の頃水辺へ行った目的のうち，「③水辺があった

が行かなかった」層や，「②間接的水辺利用（散歩

等）」における，X川の利用頻度が低い傾向にある． 

e) ③-2 嗜好，生い立ち→利用頻度（表-6） 

（利用目的が買い物，通勤・通学の層に限定して分析） 

第1軸が参画意思の違いを良く反映しており，鴨川の

水辺利用イメージが，X川の利用頻度に対する影響が大

きい． 

鴨川の水辺利用イメージにおける，「①直接的水辺利

用」の層がX川の利用頻度が高い． 

居住地域に対するイメージの違いが，利用頻度に大き

な影響を与えている傾向は見られないが，「②自然と調

和した町並みがきれい」の層が比較的利用頻度が高い． 

子供の頃水辺へ行った目的のうち，「②間接的水辺利

用（散歩等）」の層における，X川の利用頻度が高い傾

向にある． 

f) ④ 嗜好，生い立ち→参画意思（表-7） 

第1軸が参画意思の違いを良く反映しており，川の水

辺全般に対するイメージと，子供の頃水辺へ行った目的

が，水辺整備事業への参画意思に対する影響が大きい． 

水辺に対する「①プラスのイメージ」の層の参画意思

が高く，「②マイナスのイメージ」の層の参画意思が低

い． 

鴨川の水辺利用イメージが参画意思に及ぼす影響は小

さいが，「①直接的水辺利用」の層については，参画意

思が高く，目的変数の度数分布においても「①意見を述

べたい」の比率が全体平均26％に比べて34％と高い． 

居住地域に対するイメージの違いが，参画意思に大き

な影響を与えている傾向は見られないが，「②自然と調

和した町並みがきれい」の層が比較的参画意思が高い． 

子供の頃水辺へ行った目的について，「③水辺があっ

たが行かなかった」層は，影響度は大きいものの，1，2

軸ともにプラスであり，配布ビラ等を見る程度で十分と

考えている可能性が高い．一方，「①直接的水辺利用」

の層は参画意思が高い． 

 

表-4 個別分析3の結果（分析番号②） 

目的変数 

水辺整備事業への参画意思 度数 合計
①意見を述べたい 87

296 ②配布ビラ等を見る程度で十分 183

③参画しようとは思わない 26 

アイ
テム 

カテゴリ 第 1軸 第 2軸

居住 
区域 

①土地区画整理区域（X川B,C区間) 0.1168 -0.4359 

②民間開発区域（X川A区間） -0.5612 2.0938 

居住 
年数 

①0～5年以内（2009年以降） 0.3888 0.7691 

②5～10年以内（2008年～2004年から） 0.7768 0.8874 

③10年以上前から（2003年以前から） -0.3933 -0.6224 

家族 
構成 
の 
分類 

①小学生以下の子供がいる家族 -1.3592 -0.1946 

②中学生以上の未成年がいる家族 -0.8168 0.5527 

③成人のみの家族（④を除く） -0.2701 -0.2373 

④61歳以上の高齢者のみの家族 1.4410 0.1968 

相関
比 

 0.0130 0.0105

 

表-5 個別分析4の結果（分析番号③-1；直接利用層） 

目的変数 

X川の利用頻度 度数 合計
①ほぼ毎日 44

181 ②週 1～3回 64

③月 1回以下 73 

アイテム カテゴリ 第 1軸 第 2軸

川の水辺全
般に対する
イメージ 

①プラスのイメージ 0.0500 -0.1278

②マイナスのイメージ※ -1.4590 3.7278

鴨川の 
水辺利用イ
メージ 

①直接的水辺利用 -2.0794 -0.6087

②間接的水辺利用（散歩等） 0.2439 0.0714

居住地域に
対するイメ
ージ 

①自然環境がきれい -0.4635 -0.6120

②自然と調和した町並みがきれ
い 

0.3671 0.4847

子供の頃，
水辺へ行っ
た目的 

①直接的水辺利用 0.0137 0.1330

②間接的水辺利用（散歩等） -0.1537 -0.2863

③水辺があったが行かなかった 2.7186 -2.2729

④水辺がないので行かなかった -0.6751 0.4670

相関比  0.1002 0.0347
※サンプル数が少なく信頼性が低い項目 

表-6 個別分析5の結果（分析番号③-2；通過層） 

目的変数 

X川の利用頻度 度数 合計
①ほぼ毎日 19

44 ②週 1～3回 15

③月 1回以下 10 

アイテム カテゴリ 第 1軸 第 2軸

川の水辺全
般に対する
イメージ

①プラスのイメージ -0.1892 0.0591 

②マイナスのイメージ※ 1.8923 -0.5912 

鴨川の
水辺利用イ
メージ

①直接的水辺利用 2.1276 -0.5476 

②間接的水辺利用（散歩等） -0.2128 0.0548 

居住地域に
対するイメ
ージ 

①自然環境がきれい -0.4975 -0.5580 

②自然と調和した町並みがきれ
い

0.3781 0.4241 

子供の頃，
水辺へ行っ
た目的 

①直接的水辺利用 -0.4587 0.2327 

②間接的水辺利用（散歩等） 0.5767 0.4247 

④水辺がないので行かなかった 0.2523 -1.3833 

相関比 0.1837 0.0111 
※サンプル数が少なく信頼性が低い項目 
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g) ⑤-1 X川及びX川以外の川での水辺利用状況 

→参画意思（表-8） 

水辺整備事業への参画意思が中位である，「配布ビラ

等を見る程度で十分」の層については全体的に分布（図

-3）しており，X川の利用頻度や利用目的，その他の川

の利用目的による特徴的な違いは認められない．これは，

回答者の水辺利用状況に関わらず，水辺整備事業への参

画にあまり関心を示さない層は必ず一定数存在すること

を示していると考える． 

第1軸が参画意思の違いを良く反映しており，X川以

外の川の利用目的については，X川における利用頻度や

利用目的より，水辺整備事業への参画意思に対する影響

が大きい． 

上記，X川以外の川における利用については，「①直

接的水辺利用」の層が最も参画意思が高く，次いで「③

間接的水辺利用（買い物，通勤・通学）」の層，「②間

接的水辺利用（散歩）」の層と続き，「④行かない」の

層は参画意思が低い． 

X川の利用目的において，「③間接的水辺利用（買い

物，通勤・通学）」の層の参画意思が比較的高い． 

X川の利用頻度において，「②週1～3回」の層の参画

意思が比較的高く，「③月1回以下」，「①ほぼ毎日」

の層の参画意思が低い． 

h) ⑤-2 X川における水辺の利用状況→参画意思 (表-9) 

水辺整備事業への参画意思が中位である「②配布ビラ

等を見る程度で十分」の層については⑤-1と同様に全体

的に分布しており，X川の利用頻度や利用目的による特

徴的な違いは認められない． 

第1軸が参画意思の違いを良く反映しており，X川の

利用頻度において，「②週1～3回」の層の参画意思が比

較的高く，「③月1回以下」，「①ほぼ毎日」の層の参

画意思が低い．また，X川の利用目的においては，「③

間接的水辺利用（買い物，通勤・通学）」や「①直接的

水辺利用」の層の参画意思が高く，「②間接的水辺利用

（散歩）」の参画意思が低い． 

上記については，利用頻度の低い層の参画意思が低い

だけでなく，散歩を主体としてほぼ毎日利用する層も参

画意思が低いことを示している． 

 

 

 

表-8 個別分析7の結果（分析番号⑤-1） 

目的変数 

水辺整備事業への参画意思 度数 合計
①意見を述べたい 90

319 ②配布ビラ等を見る程度で十分 203

③参画しようとは思わない 26 

アイテム カテゴリ 第 1軸 第 2軸

X川の 
利用頻度

①ほぼ毎日 -0.2561 0.0917

②週 1～3回 0.5951 0.3943

③月 1回以下 -0.3590 -0.4474

X川の 
利用目的

①直接的水辺利用 -0.5061 -0.5127

②間接的水辺利用（散歩） -0.0930 0.2313

③間接的水辺利用
（買い物，通勤・通学） 

0.4608 -0.6699

X 川以外
の川の利
用目的 

①直接的水辺利用 1.1759 -0.7420

②間接的水辺利用（散歩） 0.2228 0.6267

③間接的水辺利用
（買い物，通勤・通学） 

0.7134 -2.3293

④行かない -1.2966 -0.2391

相関比 0.0499 0.0095

表-7 個別分析6の結果（分析番号④） 

目的変数 

水辺整備事業への参画意思 度数 合計
①意見を述べたい 69

258 ②配布ビラ等を見る程度で十分 170

③参画しようとは思わない 19 

アイテム カテゴリ 第 1軸 第 2軸

川の水辺全
般に対する
イメージ 

①プラスのイメージ 0.1623 0.1003 

②マイナスのイメージ -2.8288 -1.7484 

鴨川の 
水辺利用イ
メージ 

①直接的水辺利用 0.5667 -0.1676 

②間接的水辺利用（散歩等） -0.0718 0.0212 

居住地域に
対するイメ
ージ 

①自然環境がきれい -0.6471 0.5508 

②自然と調和した町並みがきれ
い 

0.4964 -0.4226 

子供の頃，
水辺へ行っ
た目的 

①直接的水辺利用 0.1406 -0.0774 

②間接的水辺利用（散歩等） -0.2363 -0.9295 

③水辺があったが行かなかった 1.5178 3.1020 

④水辺がないので行かなかった -0.6755 0.6740 

相関比  0.0589 0.0061 
  

表-9 個別分析8の結果（分析番号⑤-2；アイテム限定） 

目的変数 

水辺整備事業への参画意思 度数 合計
①意見を述べたい 91

322 ②配布ビラ等を見る程度で十分 204

③参画しようとは思わない 27 

アイテム カテゴリ 第 1軸 第 2軸

X川の 
利用頻度

①ほぼ毎日 -0.5110 -0.2772 

②週 1～3回 1.2431 -0.4785 

③月 1回以下 -0.7711 0.6849 

X川の 
利用目的

①直接的水辺利用 0.3050 1.1986 

②間接的水辺利用（散歩） -0.2218 -0.5500 

③間接的水辺利用
（買い物，通勤・通学） 

0.7028 1.6235

相関比 0.0155 0.0051 
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⑤-1 X川及びX川以外の川での水辺利用状況? 参画意思（群）

①意見を述べたい（WS、

説明会、アンケート）

②配布ビラ等を見る程度

で十分

③参画しようとは思わない

凡 例

① ②

③

図-3 個別分析7のサンプルプロット(分析番号⑤-1) 
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6. 総合的分析 

 

(1) 水辺整備事業の計画立案に影響を及ぼす層の特徴 

個別分析の結果より，水辺整備事業の計画立案に影響

を及ぼすと考えられる「水辺利用の意向の高い層，低い

層」，「水辺整備事業への参画意思の高い層・低い層」

の特徴は以下に示すとおりであると考えられる． 

a) 利用頻度や参画意思に影響を及ぼす回答者属性 

（分析番号①-1，①-2，②） 

水辺整備事業の隣接区域の住民については，利用目的

に関わらず水辺の利用頻度が高く，水辺整備事業への参

画意思も高い． 

家族構成分類については，利用頻度や参画意思に及ぼ

す影響が大きいと考えられる．利用目的が直接利用，散

歩等の層は子供のいる家族，高齢者のみの家族の順で利

用頻度が高く，利用目的が買い物，通勤・通学の層につ

いては，成人のみの家族，中学生以上の未成年がいる家

族の利用頻度が高く，利用目的と家族構成分類との整合

性が高い．参画意思については，子供がいる家族が最も

高く，続いて成人のみの家族となり，高齢者のみの家族

は最も参画意思が低い． 

b) 利用頻度や参画意思に影響を及ぼす嗜好や生い立ち 

（分析番号③-1，③-2，④） 

水辺に対するイメージについては，利用頻度に対する

顕著な影響は見られないが，参画意思に対する影響は大

きく，プラスのイメージを持つ層の参画意思は高い． 

子供の頃水辺へ行った目的の影響が大きく，子供の頃

に直接的または間接的（散歩等）水辺利用を目的とした

層は，現在も水辺利用頻度が高い傾向がある．また，子

供の頃の目的が直接的水辺利用の場合は参画意思が高い． 

京都の代表的な都市河川である鴨川に対して，直接的

水辺利用をイメージするする層については，利用頻度や

参画意思が比較的高い傾向がある． 

居住地域に対するイメージの違いが大きな影響を与え

ている傾向は見られないが，自然環境そのもののきれい

さよりも，自然と調和した町並みがきれいと感じる層の

利用頻度や参画意思が比較的高い傾向がある． 

c) 参画意思に影響を及ぼす水辺利用状況 

（分析番号⑤-1，⑤-2） 

身近な川においては間接的水辺利用（買い物，通勤・

通学）で週1～3回利用するする層，身近な川以外におい

ては直接的水辺利用を目的とする層の参画意思が高い． 

一方，参画意思が低い層として，利用頻度が低い層の

みならず，散歩を主体としてほぼ毎日利用する層も該当

することが特徴的である． 

 

(2) 総合的分析に向けた着目点 

沿川住民の利用ニーズに適合する水辺整備を行うため

には，ワークショップや住民説明会，アンケートなどに

おいて，効率的・効果的に意見を集約すべきと考えられ

る層を対象にして実施することが重要である．今後，水

辺整備事業の計画立案に影響を及ぼす層の特徴をもとに

モデル化を行った上で共分散構造分析を実施して因果関

係を明らかにするが，想定される意見集約対象のイメー

ジは以下の通りである． 

子供の頃に直接的な水辺利用をした層は，親の世代と

なり子供がいる場合，同様の直接的な利用を行う傾向が

あり，利用頻度や水辺整備事業に対する参画意思も高い．

また，買い物，通勤・通学の移動手段として週1～3回程

度水辺を利用する，中学生～成人を主体とした家族の層

についても，利用頻度や参画意思が比較的高い． 

一方，利用頻度がほぼ毎日と高く，散歩による水辺利

用が主体である層は，居住年数が長く地域に密着してい

る高齢者が主体の層と考えられ，計画の説明・意見聴取

を行う住民説明会等において住民の代表として参加する

機会が比較的多いが，水辺整備事業に対しての参画意思

は低い層であり，意見集約対象としては適切でない． 

 

 

7. おわりに 

 

本研究は， X川における水辺整備の事例における利用

実態などをもとに検討を行い，都市河川の水辺整備にお

ける円滑な事業遂行や合意形成に向けたを検討するにあ

たり，沿川住民の水辺利用や水辺整備事業への態度に影

響を及ぼす要因を明らかにするための総合的な分析に向

けて，個別の関係性について判別分析（数量化Ⅱ類）を

行い，影響を及ぼすと考えられる要因を抽出した． 

本稿では示していないが，共分散構造分析による総合

的な分析に取り組む予定である．その結果については発

表会の時に示す． 
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CAUSAL ANALYSES OF ATTITUDES OF RESIDENTS ALONG THE MEDIUM 

AND SMALL SIZE RIVER 

FOR THE POSTERIOR EVALUATION OF THE NATURE- FRIENDLY 

ENVIRONMENT AND THE WATER AMENITY 

 

Yasumasa FUKUSHIMA, Takashi UCHIDA 

 

 
In recent years the development of the urban river has been focusing on efforts for the environment and 

the water amenity besides the flood control and the water utilization. In the waterfront development the 

stakeholders/agents such as local governments, inhabitants, planners, and bodies concerned are mutually 

involved, in some cases however, the residents along the river have failed to value and then water amenity 

has made little progress. 

This paper takes a case of the waterfront development of the small size river in an emerging built-up 

area. Going through several years after the project implementation, we take hold of the actual condition 

and the evaluation by means of questionnaire survey to the inhabitants. An analysis focus on their 

involvement with the waterfront development is especially conducted. This study performs respective 

analyses on the relationship between the factors towards the smooth implementation of the enterprise and 

the consensus formation and in urban riverside development considering development methods in order 

to promote the utilization with high evaluations from the inhabitants as concrete strategies.   
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