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２．調査地区の概要

と述べている。また、材野博史は、
「かいわい」の中で、
「かいわい空間」とは「物理的空間」
・
「時間」
・
「人の回
遊」を変数とした都市空間の状態であり、時代の変遷に
伴う都市の拠点が移動することにより、その時代ごとの
「かいわい」が形成されると定義している。
このように、
“界隈”とは一定の物理的空間における人
の集まりや行動により構成されるものであるらしいこと
が分かる。また、それは事前決定的ではなく、人々の普
段の生活の営みを通じて自然発生的に形成されるもので
あると思われる。

１－４．
“界隈”の究明に向けた調査
実際に“界隈”の究明にあたっては、具体的な地域を
モデルケースとしてその現況を把握し、そのうえで地域
にかかわる人の考えや意識を分析することが必要である。
また、
“界隈”の内容について調査するためには、どのよ
うな地域資源が核となっているかについても調べる必要
がある。そこで、当研究では市が公表しているデータ等
をもとに、地域の現状を把握した上で、アンケート調査
を通して住民の意識から見える地域資源の重要度や「好
きな場所」の分布の傾向を調査し、分析を進めることと
した。

図 1 那古野学区の主な施設・地域資源

２－１．歴史的変遷
那古野地区は、名古屋城築城とともに堀川が開削され、
物流の拠点として栄えた。当初は、美濃路の沿道として
発展を続けたが、1700 年の大火を契機に四間道が整備さ
れ、さらには 1724 年の大火を契機に円頓寺及び慶栄寺が
現在の位置に移転し、門前町が形成された。
明治に入り、笹島に鉄道駅が開設されたことを契機に
円頓寺通が発展し、円頓寺商店街が誕生した。以降、堀
川以西の町では最大の盛り場となる。また、この地域で
菓子製造業が営まれ始めたのも明治に入ってからのこと
である。
1945 年の戦災により円頓寺商店街は全焼するが、その
後復興する。しかし、戦後については、市電の廃止や名
鉄瀬戸線の撤退などにより、以前ほどの賑わいは薄れつ
つある。
高度成長期を経て、再開発が一部で進み、那古野ビル
や国際センタービルが建設され、周辺にも高層建築物が
見られるようになった。その一方では、町並み保存地区
に指定され歴史的な雰囲気の残る地区もあり、特に四間
道周辺では木造家屋が密集し、ある意味では開発から取
り残された様相を呈している。
近年では那古野小学校の向かいに29階建てのマンショ
ン棟と24階建てのオフィス棟からなる名古屋プライムセ
ントラルが建設されるなど、名古屋駅前地区の開発の波
が押し寄せつつあるが、もう一方で木造家屋を活かした
商業利用も進展している。
現在の那古野学区の人口は 3,854 人、世帯数は 2,009
であり、1 世帯あたり人員は 1.84 人となっている。人口
密度は12,890人/ｋｍ2 と全市平均6,919人/ｋｍ2 を大き
く上回る。

★調査方法
対象地区として取り上げるのは、名古屋市西部に位置
する那古野地区である。この地区には、名古屋駅近傍に
ありながら堀川や四間道を擁し歴史的情緒に富むことか
ら観光客も訪れるようになってきた。活況を呈している
とは言いがたいが、地元に根付いた古くからの商店街も
あり地域主体のまつりも開催されている。
調査範囲については、ある程度地域への帰属意識があ
ることや、アンケート調査の協力が得られることを考慮
し小学校区を単位とした。具体的には、四間道・円頓寺
地区の大半をカバーする名古屋市西区那古野小学校区を
対象とし、町内会加入世帯に対して調査票を配布・回収
することにより実施することにした。
また、できるだけ多くの住民の回答が得られるよう西
区役所と提携し、区政協力委員の助力を得て実施した。
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２－２．土地利用状況

２－３．地元のまちづくり活動

住宅地や商店街沿いでは低層の建物では 4 階までの低
層の建物が多いが、幹線道路沿いでは 5～7 階程度の建物
が多く見られる。また、地区南西部の名駅近くになると
古い木造家屋の立ち並ぶ街区においても、一部に 8 階以
上の高層マンションなどが見られるようになり、土地の
高度利用が進んでいる。
那古野学区内には狭隘道路が多く防災面での課題が残
っており、また、公園がほとんどないため、公園等面積
率、樹林地率が全市平均に比べて著しく低い。なお、学
区内にある市指定の保存樹は南西部の浅間神社に数本残
されている。
那古野学区は、都市計画マスタープランにおいて都心
域としての位置付けがなされ、大半は商業系用途地域を
指定されているが、北西部の菊井二丁目は準工業地域、
北東部は近隣商業地域に指定されている。容積率につい
ても、都市計画道路に面していない街区内は 400％と抑制
的であるが、都市計画道路沿いは 500％、名古屋駅周辺や
桜通沿いでは 800～1000％とされており、かなりの高度利
用が可能となっている。

現在、那古野地区では、地域の企業や企業博物館、伝
統工芸の職人、商店街、市民団体、大学など様々な主体
による「ものづくり文化の道推進協議会」が結成され、
この地域にまちづくり活動に取り組んでいる。
さらに、地元においては下記のような地元主体のまち
づくり活動団体が設置されている。

(1).那古野一丁目町づくり研究会
円頓寺商店街周辺に残る昔ながらの街並みや数々
の名所・史跡の減少を危惧し、地元住民を中心に会
が結成された。
古民家を利用した飲食店の経営や、商店街の活性
化に向けた活動のほか、那古野地区での表札の作
成・設置に取り組んでいる。この表札設置事業は、
観光客の増加や地元住民に下町のルーツを認識して
もらい、今後のまちのあり方に関心を持たせること
を狙いとしており、名古屋都市センターのまちづく
り活動助成を受けている。

(2).那古野下町衆
な

円頓寺・四間道界隈まちづくりプロジェクト 那
古衆は縁側妄想会議編集室のメンバーをはじめ、円
頓寺商店街、円頓寺本町商店街店舗の若手経営者、
名古屋で活躍するクリエイター、大学関係者、学生、
コンサルタント関係者など 10 代～40 代までの「円頓
寺や四間道が好きな人」那古野地区の商店街の若い
担い手を中心に結成された。
現在は、商店街における店舗誘致などのマネジメ
ント事業や映画製作への協力、景観・秩序を保つた
めのルール作りなどに取り組んでいる。

ごしゅう

図 2 建物用途現況図

(3).縁側妄想会議編集室
円頓寺商店街や四間道で店舗を経営する 3 人の女
性による季刊フリーマガジン「名古屋のあるくした
街情報誌「ポゥ」
」の発行を通じて地域の情報を発信
している。
「ポゥ」には温かみのある手描きのエリアマップ
や、イベント情報、サービス付のショップ情報など、
Ａ５サイズの大きさにさまざまな情報が載っており、
商店街で無料配布している。

２－３．地元におけるまちづくり活動

図 3 建物階高の状況
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ᰴߦዬߦࠆߣ᧲ޔㇱ߇⓭ߒߡ㜞ߊޔᰴ
ߢർㇱޔਛㇱޔㇱߣߥߞߡࠆ߽ߢߎߎޕၳᎹ߇ᦨ߽
ㄭߊߦࠆ᧲ㇱߩ࿁╵⠪ߦߣߞߡ߽ᦨޔ㊀ⷐᕈ߇㜞
ߊ⼂ߐࠇߡࠆޕ


 ڎቇᩞ߿ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࡦ࠲╬ߩᣉ⸳






ᐔဋ୯ߪ  ߣ㜞ߊޔᮡḰᏅ߽  ⇟⋡ߦዊߐߎߣ
߆ࠄోޔ⊛ߦ㊀ⷐⷞߐࠇߡࠆ  ޕ
߹ߚޔቇ↢ߩ⹏ଔ߇ૐ৻ᣇ ޔઍએߩ⹏ଔ߇㜞ߊ
ߥࠆะ߇ࠅޔනߦᢎ⢒ߩ႐ߣߒߡߩ㊀ⷐᕈߛߌߢߥ
ߊޔၞ↢ᵴߩὐࠆߪේ㘑᥊ߩኻ⽎ߣߥߞߡࠆ
ߎߣ߇߁߆߇߃ࠆޕ


 ڎቇߣߒߡߩ߹ߣ߹ࠅ







ڎᳯᚭᤨઍ߆ࠄ⛯ߊ߹ߜ







ᐔဋ୯ߪ  ߣᲧセ⊛㜞ߊޔߚ߹ޔᮡḰᏅߦߟߡ
 ߣޔ
ޟቇᩞ߿ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࡦ࠲╬ߩᣉ⸳ߣޠ
ਗࠎߢੑ⇟⋡ߦዊߐᢙ୯ߣߥߞߚޔࠄ߆ߣߎߚߒ߁ߎޕ
࿁╵⠪ߦㅢߒߡޟቇޠනߢߩ߹ߣ߹ࠅ߇㊀ⷐߣ
⼂ߐࠇߡࠆߎߣ߇߁߆߇߃ࠆޕ
ᐕ㦂ߦࠆߣޔ
ޟቇߦޠ㑐ߒߡߪ㜞㦂ጀ߶ߤ㊀ⷞߒ
ߡࠆޔߚ߹ޕᚭᑪቛዬ⠪ߦᲧߴߡ㓸วቛዬ⠪
ߩ⹏ଔߪ⋧ኻ⊛ߦૐߊޔਛߢ߽ዬ㓏ᢙ߇㜞ߊߥࠆߦߟ
ࠇߡ㊀ⷐᐲ߇ૐߊߥࠆะ߇ߺࠄࠇࠆޕ






ᐔဋ୯ߪ  ߣ㜞ߊޔၞߩᱧผࠍ㊀ⷐⷞߔࠆะ߇
ࠄࠇࠆޕ
ዬߦࠆߣ⹏ଔ߇㜞㗅ߦ᧲ㇱ㧪ർㇱ㧪ਛㇱ㧪
ㇱߣߥߞߡࠆޕᱧผ⊛⾗Ḯߩ㓸Ⓧ߇ࠄࠇࠆ᧲ㇱ
ߩ୯߇⓭ߒߡ㜞ޕᰴߢ㊀ⷐᐲߩ㜞ർㇱߪޔ
߆ߟߡ❥ᩕߒߚ⩻ሶ㑐ㅪߩደⴝ߇߽┙ߒߡࠆޕ



 ڎ߿ᐢ႐ߥߤ
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 ڎㄭᚲߠ߈

ࠆ↸ޕฬᄌᦝߩᤨᦼ߿↸ౝળ߳ߩෳ↹⁁ᴫߥߤࠍ⠨ᘦߔ
ࠆߣ⧯ޔઍߪᣥ↸ฬߦ㚔ᨴߺ߇⭯߽ߩߣ⠨߃ࠄࠇ
ࠆޔ߅ߥޕዬߏߣߩᗧ⼂Ꮕߪዋߥ߆ߞߚޕ









߅ ڎ⬿ߐ߹߿߶ߎࠄߥߤ







ᐔဋ୯ߪ  ߣᲧセ⊛㜞ߊޔᮡḰᏅ߽  ߣ߹
ࠅ㜞ߊߥߎߣ߆ࠄޔ࿁╵⠪ోߣߒߡㄭᚲߠ߈ࠍ
㊀ⷐⷞߒߡࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ
ᐕ㦂ߦࠆߣޔߨᐕ㦂ߦᲧߒߡ୯߇㜞ߊߥࠆ
ะߦࠅޔᐕ㦂ࠍ㊀ߨࠆߦߟࠇߡㄭᚲߠ߈ࠍ㊀ⷐⷞ
ߔࠆࠃ߁ߛޕ
ᚭᑪቛዬ⠪ߩ߶߁߇㓸วቛዬ⠪ߦᲧߴߡ㜞
୯ߣߥߞߡࠆޔߚ߹ޕ
ޟቇߣߒߡߩ߹ߣ߹ࠅޠห᭽ޔ
㓸วቛዬ⠪ߩ߁ߜޔ㜞ጀ㓏ዬ⠪ߩ୯߇ૐߊߥߞߡ
ࠆޕ


ᐔဋ୯ߪ  ߢࠅޔ
߅ޟኹ߿␠߽ࠅࠃޠૐߊߥߞ
ߚ߇ޔᮡḰᏅߦߟߡߪ߅ޟኹ߿␠߽ࠅࠃޠᄢ߈ޕ
ߎߎߢ߽ᄙߊߩደᩮ᭽߿ߥߤ߇ሽߔࠆ᧲ㇱ
ߢ㜞㊀ⷐᐲࠍ␜ߒޔりㄭߥ߽ߩ߶ߤ㊀ⷐߣ⼂ߐ
ࠇߡࠆࠃ߁ߛޕ


 ڎᄢ߈ߥᧁ߿ᧁ

 ڎฎߊ߆ࠄߩ߅⑂ࠅ















ⷙᮨߩᄢዊߢޟᄢ߈ߥᧁ߿ᧁޟߣޠ᮸ᧁ߿りㄭߥ✛ޠ
ߦಽ㘃ߒߡࠆ߇ⷙߢࠢ࠶ࡏࡦࠪߪߢߎߎޔᮨߩᄢ߈
ߥ߽ߩߦߟߡ⡞ߡࠆߩߎޕ㗄⋡ߩᐔဋ୯ߪ  ߣ
߶߷ోᐔဋߣหߓ୯ߢߞߚ߇ޔᮡḰᏅ߇ᄢ߈ߊޔ
࿁╵⠪㑆ߢߩᗧ⼂Ꮕ߇ࠆߎߣ߇ಽ߆ࠆޕ
ቇౝߢ໑৻Ꮢᜰቯߩሽ᮸߇ࠆ᧲ㇱߩ⹏ଔ߇⓭
ߒߡ㜞߆ߞߚޔߚ߹ޕᅚᕈ߿ਥᇚߦߣߞߡߩ㊀ⷐᐲ߇㜞
ߊߥߞߡࠆ߅ޟߪࠇߎޕኹ߿␠ޠ
ޔ
ޟ߿ᐢ႐ޠ
ޔ
ޟ᮸
ᧁ߿りㄭߥ✛߽ߡߟߦޠห᭽ߩะ߇ࠅޔᅚᕈߦߣ
ߞߡߪ✛ߩ㊀ⷐᐲ߇㜞ߎߣ߇ಽ߆ࠆޕ


ᐔဋ୯ߪ  ߢࠅޔᲧセ⊛㊀ⷐߥ߽ߩߣߒߡ⼂ߐ
ࠇߡࠆߎߣ߇߁߆߇߃ࠆޕ
ዬߦࠆߣޔർㇱߩߺߢૐߊߥߞߡࠆ
߇ߩߎޔߢߪᄢⷙᮨߥ⑂߇ߥߊ߇ߣߎߩߘޔ㊀ⷐᐲ
ߦᓇ㗀ߒߡࠆ߆߽ߒࠇߥޕ
ᐕ㦂ߦࠆߣᐕ㦂߇㜞ߊߥࠆߦߟࠇߡ㊀ⷐᐲ߇ૐߊ
ߥࠆะ߇ࠄࠇࠆߎߣ߆ࠄ⧯ޔᐕጀߩ߶߁߇⑂ౖߥߤ
ࠍ㊀ⷐⷞߒߡࠆߎߣ߇ࠊ߆ߞߚޕ


 ڎᤄߩฬ







↸ ڎౝળሶߤ߽ળߥߤߩၞᵴേ





㇊ฎ㊁ߪᣥ᧪ߩⶄᢙߩߩ㓸วߣߥߞߡࠆ߇ޔ
↸ฬᄌᦝ ㇊ฎ㊁ቇㄝߢߪᤘ  ᐕ㨪 ᐕߦታᣉ
ࠍ⚻ߚߢߪߩߘޔฬᱷ߇↸ౝળߩฬ⒓߿ⴝ〝ฬ
Ꮕὐߦࠄࠇࠆߦㆊ߉ߥޕ
ߒ߆ߒߩߎޔ㗄⋡ߩᐔဋ୯ߪ  ߣోᐔဋ୯ࠍ࿁
ߞߡ߅ࠅޔᮡḰᏅ߽  ߣૐߎߣ߆ࠄޔᤄߩฬࠍ
ࠆ⒟ᐲ㊀ⷞߒߡࠆߎߣ߇߁߆߇߃ࠆޕᐕ㦂ߦߺࠆ
ߣޔߨᐕ㦂ߦᲧߒߡ㊀ⷐᐲ߇㜞ߊߥࠆะ߇ࠄࠇ



ᐔဋ୯ߪ  ߣో㗄⋡ਛਅߦ⟎ߒޔ㊀ⷐᐲ߇㜞
ޟㄭᚲߠ߈ߦޠኻߔࠆᗧ⼂ߣߩᏅ⇣߇ࠆࠃ߁ߛޕ
․ߦ  ઍߦࠃࠆ⹏ଔ߇㜞ߥߤⷐࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߩઁޔ
⚛ߣᲧߴߡ⧯ᐕጀߩ⹏ଔ߇㜞ὐ߇․ᓽ⊛ߢࠆޔߚ߹ޕ
ቛߩ࠲ࠗࡊߦࠆߣޔ೨㗄ߣห᭽ߩะ߇ߺࠄࠇޔ

-8-

㜞ጀ㓏ዬ⠪㑆ߢߩࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߦኻߔࠆᗧ⼂ߩห⾰ᕈ
߇߁߆߇߃ࠆޕ


ᐔဋ୯ߪ  ߣߥߞߡ߅ࠅޔᄢㅢࠅߣ߶߷ห᭽ߩૐ
⹏ଔߣߥߞߡ߅ࠅޔቇౝߦ߅ߡࠅ߹ߪޠߜߺޟ㊀
ⷞߐࠇߡߥߎߣ߇ಽ߆ࠆޕዬߏߣߦࠆߣޔ
᧲ㇱ߇㜞ߊߥߞߡ߅ࠅߩߎޔߦࠆ྾㑆ㄝ
ߩ〝ߦኻߔࠆᗧ⼂߇㊀ⷐᐲߦᤋߐࠇߡࠆࠃ߁ߛޕ


ߩߤߥߒߎ߅ߜ߹ ڎᵴേ






 ڎᄢㅢࠅ








⺞ᩏၞౝߢߪᐫⴝ߿྾㑆ߩᵴᕈൻߦะߌߚ
ᵴേ߇ዷ㐿ߐࠇߡ߅ࠅޔਛߢ߽  ᐕߦߪ㐳✬ᤋ↹
ޟ9#;#㧍ߩޠᓇ߇ⴕࠊࠇࠆߥߤᵴᴫࠍ๒ߒߡࠆޕ
ߒ߆ߒߩߎޔ㗄⋡ߩᐔဋ୯ߪ  ߣోᐔဋࠍਅ࿁ߞ
ߡ߅ࠅࠅ߹ޔ㊀ⷐߣߪ⠨߃ࠄࠇߡߥࠃ߁ߛޕ


ᐔဋ୯ߪ  ߣૐ߁߃ᮡḰᏅ߽ዊߐߊޔቇౝߢ
ߩޟᄢㅢࠅߩޠ㊀ⷐᐲߪૐߎߣ߇ಽ߆ࠆޕ
ਛߢ߽ޔㇱർㇱ㧪ਛㇱ㧪᧲ㇱߣ߁⹏ଔߩะ߇
ߘࠇߙࠇߩធߔࠆᐙ✢〝ຬߣᲧߔࠆὐ߇⥝ᷓ
ޕ


 ڎደⴝߩሽ







 ڎવ⛔Ꮏ⧓ຠ߿ฬ↥ຠ






ᐔဋ୯ߪ  ߣ೨㗄⋡ਛߢ߽ਅߦ⟎ߔࠆޕ
⡯ᬺߦࠆߣޔቇ↢ࠍ⧯ઍ߆ࠄߘߩⷫઍ
ߦࠊߚߞߡደⴝߩ㊀ⷐᕈ߇ࠄࠇߡࠆߩߦኻߒߡޔ
ߘࠇએߩᐕઍߣߥࠆߣ⹏ଔ߇ẋᷫߔࠆะ߇ࠄࠇࠆޕ




ᐔဋ୯ߪ  ߣో㗄⋡ߩਛߢ߽߆ߥࠅૐ߇ޔᮡḰ
Ꮕߩ୯߽  ߣᄢ߈ߎߣ߆ࠄޔ࿁╵⠪㑆ߢߩᗧ⼂ߩ߫
ࠄߟ߈ߪᄢ߈ࠃ߁ߢࠆޕ
ᐕ㦂ߦࠆߣઍ߇㜞ߊߥࠆߦߟࠇߡ㊀ⷐᐲ߇ẋᷫ
ߔࠆะ߇ࠅ⧯ޔᐕጀ߶ߤ㜞㊀ⷐⷞߔࠆะ߇ࠆޕ
߹ߚޔዬၞߢߪർㇱߛߌ߇߿߿ૐ⹏ଔߣߥ
ߞߡࠆޕ


 ڎ㔀߿ 68 ߢ⚫ߐࠇࠆߎߣ








ߩ╬ࠣࡦࠠࡄࡦࠗࠦ ڎ㚢ゞᣉ⸳







ㄭᐕޔ㇊ฎ㊁ቇㄝ߇ࡔ࠺ࠖࠕߦขࠅߍࠄࠇࠆߎ
ߣ߇Ⴧ߃ߡ߈ߚ⁁ߚߒ߁ߎޕᴫࠍ᳃ߪߤߩࠃ߁ߦᝒ߃
ߡࠆߩ߆ޕ
୯ࠍߡߺࠆߣߩߎޔ㗄⋡ߩᐔဋ୯ߪ  ߣઁ㗄⋡ߣ
Ყߴࠆߣ㊀ⷐᐲ߇ૐߊߥߞߡࠆޕ
ᐕ㦂ߦࠆߣޔߨ⹏ଔ߇৻ቯߢߪࠆ߇ޔᢓ߃ߡ
⸒߃߫  ઍߩ⹏ଔ߇߿߿㜞ߊ  ઍ㨪 ઍߩ⹏ଔ߇ૐ
ߣߥߞߡࠆޕ


ᐔဋ୯ߪ  ߣో㗄⋡ਛ  ⇟⋡ߦૐ୯ߢࠅޔᮡḰ
Ꮕ߽  ߣᄢ߈ߊޔ࿁╵⠪㑆ߩᗧ⼂Ꮕ߇ᄢ߈ߎߣ߇
߁߆߇߃ࠆޕ
ઁߩ㗄⋡ߢߪᅚᕈߩ߶߁߇㜞㊀ⷐᐲࠍߟߌࠆะߦ
ࠆਛߢߩߎޔ㗄⋡ߪ↵ᕈߩ⹏ଔ߇ᅚᕈࠍ࿁ߞߡࠆޕ
↵ᕈߦߣߞߡߪޔ㚢ゞᣉ⸳ߩ㊀ⷐᐲ߇㜞ࠃ߁ߢࠆ ޕ
߹ߚޔዬߦࠆߣർㇱ߇߽ߞߣ߽㜞ࠇߎޕ

〝 ڎ
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ߪޔ㋕㚞߆ࠄ㔌ࠇߡࠆߎߣ߆ࠄ⥄ޔേゞ߳ߩଐሽᐲ
߇㜞ߚߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ


ߦߟߡߪᐕ㦂ߦᲧߒߡ⹏ଔ߇㜞ߊߥࠆะ߇
ࠆࠃ߁ߛޕ


 ڎ㜞ጀࡆ࡞⟲ߩ⌑

ڎ⡯ᬺ







ળ␠ຬ⥄༡╬ߪᱧผ⊛ⷐ⚛ࠍ㜞ߊ⹏ଔߒߡࠆ
ะ߇ࠄࠇߚޔߚ߹ޕਥᇚߦߟߡߩ⹏ଔ߇㜞߽ߩ
ߣߒߡߪߤߥࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߿✛ޔౝߢߩ↢ᵴⅣႺ
ߦ㑐ߔࠆ߽ߩߦኻߔࠆ㊀ⷐᐲ߇㜞ޕቇ↢ߦߟߡߪޔ
ో⊛ߦᄢቇ↢ኾ㐷ቇ↢ߩ⹏ଔ߇ߣࠅࠊߌૐะ
߇ࠄࠇࠆޕή⡯ጀߦߟߡ߽ోޔ⊛ߦૐ⹏ଔࠍ
ߒߡࠆะ߇ࠄࠇࠆ߇ޔ㜞ጀቛߦߟߡߪᲧセ
⊛㜞⹏ଔࠍߒߡ߅ࠅޔㇺળ⊛ߥⷐ⚛ࠍࠆ⒟ᐲ⢐ቯ
⊛ߦᝒ߃ߡࠆߎߣ߇ಽ߆ࠆޕ




ㇺᔃㇱߦࠆ㆙᥊ߣߒߡߩࡆ࡞⟲ࠍኻ⽎ߣߒߚ㗄⋡ߢޔ
ᐔဋ୯ߪ  ߣో㗄⋡ਛ  ⇟⋡ߦૐߊޔᮡḰᏅߩ୯߽
ో㗄⋡ਛᦨ߽ᄢ߈ߊޔ࿁╵⠪ߩᗧ⼂ߩ߫ࠄߟ߈߇ᄢ߈
ߎߣ߇߁߆߇߃ࠆޕ
ߎߩਛߢ߽ޔዬ࠲ࠗࡊߩะߪ․ᓽ⊛ߢࠅޔ
㓏એߩዬ⠪ߦߟߡߪዬ㓏߇㜞ߊߥࠆߦߟࠇߡ㊀
ⷐᐲ߇㜞ߊߥࠆޕ


ڎዬ
᧲ㇱߦߟߡߪޔฎᧁㅧኅደ߿〝߅ޔ⬿
᭽߿߶ߎࠄޔᳯᚭᤨઍ߆ ࠄ⛯ߊ߹ߜޔၳᎹߥߤᱧผ
⊛ⷐ⚛ߩ㜞߽ߩࠍ㊀ⷐⷞߔࠆะ߇ࠄࠇߚޕ
ߕ
ࠇߩ㗄⋡߽᧲ㇱߦ┙㓸Ⓧߒޔ྾㑆ߣ߆߆ࠊ
ࠅߩᷓ‛ߣߥߞߡࠆޕ
ㇱߦߟߡߪޔቇᩞ߿ᣉ⸳ޔޔቇ
ߣߒߡߩ߹ߣ߹ࠅޔ
ㄭᚲߠ߈ߥߤᣉ⸳߿ࠦࡒ
ࡘ࠾࠹ࠖߦ㑐ㅪߔࠆ㗄⋡ߩ⹏ଔ߇㜞৻ᣇߢޔ
ᱧผ⊛
⾗Ḯߦኻߔࠆ⹏ଔ߇⋧ኻ⊛ߦૐߊߥߞߡࠆޕ
ർㇱߦߟߡߪ㊀ⷐᐲߩ㜞߽ߩ߽ૐ߽ߩ
߽ઁၞߣᄢ߈ߊะ߇⇣ߥߞߡ߅ࠅޔ
หߓቇౝߦ
߅ߡ߽ᐢຬⴝ〝ߦࠃࠆၞಽᢿ߇ߎࠅޔ
ၞ⾗
Ḯߦኻߔࠆᗧ⼂Ꮕ߇↢ߓߡࠆߎߣ߇߁߆߇߃ࠆޕ
ਛㇱߢߪ⋧ኻ⊛ߦ㜞ጀቛߦኻߔࠆ⹏ଔ߇㜞
৻ᣇߢޔฎᧁㅧᑪ▽‛߿ኹ␠㑑ޔᤄߩฬߥߤ
ߦኻߔࠆ⹏ଔ߇ૐޕ
ℂ⊛ߦ㇊ฎ㊁ቇߩਛᔃߦ
⟎ߒߥ߇ࠄ߽ᱧผ⊛ⷐ⚛ߩ⹏ଔ߇ૐߊㇺᏒ⊛ߥⷐ⚛
ߩ⹏ଔ߇Ყセ⊛㜞ὐ߇․ᓽ⊛ߢࠆޕ
ో⊛ߥะߣߒߡޔ
ߘࠇߙࠇߩၞߦሽߔࠆⷐ
⚛ࠍ㊀ⷞߔࠆะ߇ࠄࠇޔ
ၞ⾗Ḯߣዬߩㄭធ
ᕈߦ⋧㑐ᕈ߇ࠆ߽ߩߣᕁࠊࠇޔ
․ߦߘߩะߪᑪㅧ
‛߿ⓨ㑆ޔ
ࡕࡁߣߞߚ‛⊛ⷐ⚛ߦ㑐ߒߡᒝࠃ߁ߛޕ


ߩߎ ڎߩ㜞ጀࡑࡦ࡚ࠪࡦ߿ࡆ࡞






ᐔဋ୯ߪ  ߣో㗄⋡ਛߢᦨૐ୯ߢࠅߩߎޔၞߩ
᳃ߦߣߞߡޔㄭ㓞ߩ㜞ጀᑪ▽‛ߩ㊀ⷐᐲߪૐޕ
߹ߚޔዬၞߦࠃࠆᗧ⼂Ꮕ߇ᄢ߈ߊ  ߦ․ޔ㓏㨪
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３－４．
「好きな場所」にみる
空間的まとまり
(1).「好きな場所」の指摘数
今回の調査では、回答者の「好きな場所」について、
地図中に○を付す形で自由に記入してもらうとともにそ
の理由を記入することで、学区住民の意識を集約した。
ここで得られた「好きな場所」の状況について、その
地理的な分布状況を見るとともに、指摘された具体的な
対象の把握や住民との関係に関する分析から好きな場所
がどのように認識されるのか、その構造について考察す
る。
具体的には、回答者にアンケート用紙にある地図上の
「好きな場所」を自由に囲んでもらった。そして、ここ
では、囲まれたエリアを街区単位に置き換え、有効指摘
数に対して当該街区が何回「好きな場所」のエリアに含
まれたかを算定した。(図 5)
この結果、四間道やその東に位置する美濃路周辺に多
くの指摘が集中していることが分かる。なお、指摘数の
割合の 1.0％で全回答者の約 20％の人が指摘している計
算になる。美濃路東沿いの街区には全回答者のうち 30～
40％、県の重要文化財である川伊藤家や青木家、蔵を改
装したレストンランなど並ぶ四間道と美濃路に挟まれた
街区には実に 70％以上、古民家を物販店等に改装した四
間道西沿いの街区には 30～50％の回答者が好きな場所と
して指摘しており、四間道を中心とした街区に集中して
いることが明らかとなった。さらに、四間道から円頓寺
商店街、円頓寺本町商店街へと続くエリアも指摘割合が
高い。この商店街周辺街区については少なくとも全回答
者のうちの 20～50％の人が好きな場所として挙げている。
次いで、江川線を挟んで西側に位置する円頓寺本町商
店街周辺も指摘割合が高くなっている。円頓寺本町商店
街に沿って南北の街区に指摘が集中しており、那古野小
学校のある街区にも及んでいる。
また、那古野学区からは外れるものの、地域の北部に
あたる新道二丁目も指摘割合が高くなっている。このあ
たりには菓子や玩具を扱った問屋が多く集積する地域で、
10～20％の回答者が好きな場所として挙げている。
これらの点から、学区内には四間道～円頓寺商店街周
辺、円頓寺本町商店街～那古野小学校周辺、問屋街周辺
の 3 つが「好きな場所」の集まったエリアということが
わかった。

図 5 指摘数の分布状況

(2).指摘形状による指摘数の補足
囲まれたエリアに街区が多く含まれる場合と、少ない
場合とで街区に対する「好きな場所」という思い入れの
強さが異なることが想定されるので、思い入れの強さを
考慮した形で指摘の数を集計したい。すなわち、指摘一
つあたりの点数がちょうど 1 となるよう、指摘の範囲内
にある街区ごとに点数を割り振った。(たとえば、一つの
○に 4 つの街区が含まれている場合は、各街区に 0.25、2
つの街区が含まれる場合は 0.50 ずつ割り振られる。)そ
して、これらの数値を集計し、そこに占める割合を指摘
値としてまとめた。(図 6)
この結果、指摘値の割合が 3.5％以上となっている街区
として、那古野小学校がある街区、四間道と美濃路に挟
まれた街区が浮かびあがってきた。
この二つの街区は「好きな場所」として明確に特定で
きる街区といえよう。
また、このほかにも、問屋街の立地する新道二丁目南
東部や新道中央公園のある街区、名古屋駅のある街区や
名古屋プライムセントラルの立地する街区、さらには、
早苗公園のある街区、旧新明小学校のある街区、国際セ
ンターのある街区についても高くなっており、特徴的な
施設や高層建築物、公園、公共施設、交通施設のある街
区が明示される傾向がある。

図 6 指摘値の分布状況
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(3).指摘理由の分析
ここでは、マーケティングなどに利用される「共起ネ
ットワーク」という手法を利用し、那古野小学校と四間
道周辺に関して、それぞれの自由記述欄から文章を構成
する単語の出現数およびほかの単語の関連性を可視化し
てみる。

①.那古野小学校所在街区(図 7)

②.四間道東沿い街区(図 8)

出現数の多い語とそのまとまりについて見ると、
「春」
「桜」といった語のまとまりが把握できる。この「桜」
とは、那古野小学校の敷地内に存在する桜の木だけでな
く入学式や卒業式など、新しい門出の象徴として桜のイ
メージが作用しているものと考えられる。また、元気に
遊ぶ姿に対する記述、声が聞こえることに対する記述な
ど、動詞が多く見られることから、人の営みやにぎやか
さに対する思い入れが強いことがうかがえる。
こうしたことから、那古野小学校については施設の存
在だけではなく地域における生活の記憶を呼び起こすも
のとして「好きな場所」として多くの指摘を集めたこと
が分かる。回答者の多くが昔から学区内に居住しており、
それぞれのライフステージにおいて那古野小学校と何ら
かのかかわりを持ってきたが、こうした結果に繋がって
いる。
なお、この街区には第三幼稚園、消防署・交番などが
あるが、とりわけ第三幼稚園とともに指摘されているケ
ースが多く、住民の意識の中で幼稚園と小学校が一体と
なっていることが分かる。

この街区については「古い」
「町並」
「みる」の出現数
が非常に高くなっており、それらの語が一連の文章とし
て用いられていることが多い。この中には、屋根神様や
堀川、円頓寺商店街、子守地蔵尊に関する語も多く見ら
れ、学区住民の間で近隣街区との一体性が認識されてい
ることが分かる。これらの点から、この街区が非常に高
い指摘値となっていたのは、さまざまな要因が重なり合
う場所であったによるものであろう。
つまり、ここで見られる住民の意識は、四間道を中心
とした周辺一帯に対するものと考えられ、とりわけ川伊
藤家や青木家が立地するこの街区を象徴として「四間道
周辺」の町並みや新規店舗の出店などを好きな場所とし
て肯定的に捉えているようである。

図 8 四間道のイメージ

図 7 那古野小学校のイメージ
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４．まとめ
していることから、
“界隈”性を演出する大きな要素と
なっていると考えられる。

前章では、
「好きな場所」として空間的なまとまりを明
確にし、さらに「好き」という意味合いの中に、日常生
活や思いが密接に関わりあっていることも示した。(図 9)
そこで、ここでは、得られた空間的なまとまりを“界隈”
として定義する。

４－１．那古野“界隈”
那古野地区では、広幅員街路で区分された三つの“界
隈”が確認された。それは、①.四間道沿道からその西方、
②.那古野小学校周辺、③.問屋街周辺の各“界隈”の概
要は以下のとおりである。

①.四間道界隈
四間道周辺では、円頓寺商店街との接点から浅
間神社にかけ、近年整備された道路の舗装や蔵の
外壁が統一感を演出しており、一体的な空間形成
が進められている。また、四間道から西方にかけ
て、古い町屋の並びや趣のある路地や多くの家に
見られる植栽などにより雰囲気が演出されており、
これらが連続することによって一体的な空間形成
がされている。

写真 A ①.四間道界隈

②.那古野小学校界隈
小学校の周辺には幼稚園や消防署などの公共・
公益施設が集積しており、こうした施設との一体性
が確認された。こうしたまとまりが空間的にも、ま
た、日常生活の場所としても認識されていることが
わかる。

舗装が新しくなった四間道

古民家を改装した店舗

写真 B ②.那古野小学校界隈

③.問屋街界隈
北部の問屋街周辺も街区のまとまりが見られる。
この地域については、同様の業態が集積し独特の雰
囲気が醸し出されている。

４－２．
“界隈”と道

那古野小学校のファサード

“界隈”の形成には「道」が大きく影響しているよう
だ。広幅員街路は“界隈”を区分するものとして作用し、
また、細街路などは逆に“界隈”性を強めるものとして
作用していることがわかる。特に細街路については、地
域資源の重要度における「路地」の項においても、四間
道界隈が位置する東部地区では相対的に高い重要度を
示していたが、それは身近な「道」は日常生活の場であ
り、また、建物との親密感を醸し出す空間形成にも寄与

写真 C ③.問屋街界隈

駄菓子問屋
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那古野小学校の校庭

玩具問屋
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⊝ߐ߹ޔቛㇺᏒዪᱧผ߹ߜߠߊࠅផㅴቶߩ⊝ߐ߹ߦߪޔ
ߎߩ႐ࠍ୫ࠅߡᗵ⻢ߩᗧࠍߒ߹ߔޕ
ᦨᓟߦ⎇ߩߎޔⓥߪฬฎደᄢቇᄢቇ㒮 ዊ᧻⎇ⓥቶߣ
ߩหߢㅴࠄࠇߚ߽ߩߢࠅޔოߦᒰߚࠆߚ߮ߦㄆᛴ
ᒝߊߏᜰዉߚߛߚዊ᧻వ↢ߦ߽ߣޔߚ߹ޔᄛㆃߊ߹
ߢޟㆇห⎇ߡߒߣޠⓥߦขࠅ⚵ࠎߢߚዊਭߐ
ࠎߦ߽ޔᗵ⻢ߩᗧࠍߒ߹ߔޕ



 ၞ⾗Ḯߩో
࿁ߩ⺞ᩏ⎇ⓥߢߪޔቇㄝߦ߅ߌࠆޟᅢ߈
ߥ႐ᚲߩޠᜰ៰ߩ㓸⸘ߦࠃߞߡਃߟߩⓨ㑆⊛ߥ߹
ߣ߹ࠅࠍ
̌⇇㓊̍
ߣߒߡߒߚ߇ޔ
ߘߩ৻ᣇߢޔ
ዊߐߥ␠ߥߤࠅ߹ߪߦ⊛⥸৻ޔ⍮ߐࠇߡ
ߥ߽ߩߩޔㄭ㓞ߦዋᢙߩੱߚߜ߇ᒝᗲ⌕
ࠍ߽ߞߡࠆࠃ߁ߥၞ⾗Ḯߩሽ߽⏕ߐࠇ
ߚޔߚ߹ޕ
ޟ᮸ᧁ߿りㄭߥ✛ߙࠇߘޔߦ߁ࠃߩޠ
ࠇߩ᳃ߦࠃࠆ߽ߩߦኻߒߡ߽㊀ⷐᐲ߇㜞ߣ
ߐࠇߚߎߣߥߤ߆ࠄⷙޔᮨ߇ᄢ߈ߊߦ⥸৻ޔᐢߊ
⍮ߐࠇߡࠆࠃ߁ߥⷐ⚛ߩ߶߆ߦ߽ၞߦߣ
ߞߡᄢಾߥ⾗Ḯ߇ࠆߎߣ߇ಽ߆ߞߚޕ
ߎ߁ߒߚዊⷙᮨߥၞ⾗Ḯߪⴕޔ߿ડᬺߦࠃ
ࠆ⋥ធ⊛ߥᬺߩኻ⽎ߣߥࠅߦߊߚޔర
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ᵬᶍᵌᵎᵗᵒẅᵐᵎᵏᵏᵌᵑẅẅᶚẅẅᄂᆮإԓ

ộẼỉ ḛမᨚḜ Ўௌẅ῍ӞעғỆໜử࢘ềề῍

 ᵐᵑ ࠰ ᵑ உ
ႆẅᘍ
ẖᵒᵔᵎᵋᵎᵎᵐᵑ
ӸӞࠊދɶғޛထɟɠႸ ᵏ ဪ ᵏ ӭ
ᵲᵣᵪᴾᵍᴾᵤᵟᵶᴾᴾᵎᵓᵐᵋᵔᵕᵖᵋᵐᵐᵎᵎᴾᵍᴾᵐᵐᵏᵏ
ᶆᶒᶒᶎᵘᵍᵍᶕᶕᶕᵌᶌᶓᶇᵌᶍᶐᵌᶈᶎᵍ
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