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Abstract: The purpose of this study is to clarify the Historical Transition of "Machidukuri”. As a result, it clarified the three era 

divisions and their themes of “Machidukuri” through J-STAGE registered literature from 1950’s to 2010’s. 

 

１． 研究目的；わが国では「まちづくり」という用語

が一般化しつつあるが，これまでの過程の中で様々な

年代で多くの研究分野で取り扱われてきたものと考え

られる．そもそも「まちづくり」の用語や概念を扱う

研究は，工学系分野を中心に複数みられる１），２）が，分

野を横断的かつ時代変遷を読み取った研究は数少ない． 

そこで本研究では，「まちづくり」という用語のテー

マ性が，特に研究分野においてどのような変遷を遂げ

てきたのか，「まちづくり」の内容を含む研究論文等を

対象に，年代ごと分野ごとにその動向を把握すること

で，「まちづくり」の意義・役割について論考する． 

２． 研究方法；以上より，表１に示す調査を行った． 

３． 結果及び考察；表１の調査の結果，抽出できた「検

索論文」は「まちづくり」が 20,816 件，「街づくり」が

4,209 件，「町づくり」が 1,996 件の順に多かった．その

中，最も多い「まちづくり」の「検索論文」を分野別に

年代ごとの推移を示したのが図１であり，このうち「抽

出論文」を年代ごとに整理したものが表２である．な

お，1950 年代以前の「検索論文」は該当なしであった． 

（１）1960～80年代；図１（A）より，1960 年代は「①

工学系」，「③学際科学系」，「④ライフ系」，「⑥基礎科

学系」で，1970 年代は「②人文・社会科学系」，「⑤医

学・保健衛生系」で，「検索論文」が初めてみられた．

1980 年代に入ると，「④ライフ系」，「⑤医学・保健衛生

系」，「⑥基礎科学系」は微増であるものの，「①工学系」，

「②人文・社会科学系」，「③学際科学系」の増加数は，

それぞれ 216 件，100 件，95 件と顕著に増え始めてい

ることがわかった．この年代を通して複数分野にわた

ってみられた「抽出論文」に，［１］，［２］，［３］が挙

げられ，「まちづくり運動」や「まちづくり活動」とい

った内容がみられる（表２(A））．この年代は，1960 年

代から 1970 年代にかけて全国的な公害問題や都市問

題の顕在化を契機として各地で噴出した住民運動や，

後の自治体によるまちづくり条例の契機となる 1970

年代の歴史的景観保全条例等による影響が考えられ，

地域に根ざした住民主体の「まちづくり」が注目・展

開された時代といえる． 

（２）1990年代；図１（B）より，「①工学系」の「検

索論文」の増加数は 1,305 件と最も増加しているが，他

５分野でも 100 件を超え，全分野で広がりをみせてい

ることがわかる．これらの「抽出論文」として，表２

（B）より，「①工学系」では阪神・淡路大震災の復興

まちづくりに着目した［４］や，東京都内の低層高密

住宅市街地の防災に着目した［５］の他，「④ライフ系」

の［６］，「⑥基礎科学系」の［７］でも阪神・淡路大震

災を取り上げたものがみられた．一方，「①工学系」，

「②人文・社会科学系」，「③学際科学系」，「⑤医学・保

健衛生系」の４分野で共通して，福祉の「まちづくり」

に関わる［８］，［９］，［10］，［11］が抽出された．この

年代は，高齢化社会から高齢社会へ突入した時期に加

え，同時期の 1995 年に阪神・淡路大震災が発生し，福

祉と防災といった異なる２つの「まちづくり」が展開

された時代といえる． 

（３）2000年代；図１（C）より，「①工学系」の「検

索論文」の増加数は 3,716 件と全年代および全分野の

中で最も多い他，「②人文・社会科学系」と「③学際科

項目 概要 
期間 2022（令和 4）年８月 11 日（木）～９月５日（月） 
検索 
方法 

言語や発行年，分野を選択することができる「詳細検索」が可能なため「J-

STAGE」を使用し検索． 
検索 
語彙 

まちづくり／街づくり／町づくり／街作り／町作り／まちつくり／町造り／
街造り／まち作り／町つくり／街つくり／まち造り の 12 用語 

年代 
区分 

全体傾向を把握するため，論文が出現した 1960 年代以降を 10 年単位で区分
（1950 年代以前は検索結果が「０件」であることを確認） 

分野 
区分 

「J-STAGE」で定める「①工学系」（建築学・土木工学，一般工学・総合工学），
「②人文・社会科学系」（哲学・宗教，文学・言語学・芸術学），「③学際科学
系」（情報科学，環境学），「④ライフ系」（生物学・生命科学・基礎医学，農学・
食品科学），「⑤医学・保健衛生系」（一般医学・社会医学・看護学，臨床医学），
「⑥基礎科学系」（数学，物理学）の全６分野 

対象 
論文 
抽出 
方法 

１）「J-STAGE」（１）が公開する「ジャーナル」「会議録・要旨集」「研究報告書・
技術報告書」「解説誌・一般情報誌」「その他」を対象に，上記の 12 用語
を年代区分・分野区分ごとに検索し「検索論文」を抽出（検索論文の合計
件数は重複あり）（全 27,726 件） 

２）「検索論文」のうち，日本語かつ査読有の論文に絞り，年代区分・分野区
分ごとのヒット率（２）の上位 15 件の論文を「抽出論文」として整理 

 

表１ 調査概要［筆者作成］ 

令和 4年度　日本大学理工学部　学術講演会予稿集

 258

F2-27



 

学系」の増加数もそれぞれ 2,507 件，2,148 件とこれま

での年代と比べて多いことがわかる．また，表２（C）

より，「①工学系」の「抽出論文」には［12］，［13］，

［14］，［15］があり，いずれも住民主体の「まちづく

り」に関わるものである他，「②人文・社会科学系」と

「③学際科学系」の［16］や「④ライフ系」の［17］等，

NPO 法人によるものもみられ，1960〜80 年代から始ま

った住民主体の「まちづくり」に関して，さらにその

関心が深まったと考えられる．一方，複数分野でみら

れた「抽出論文」として，リノベーションによる福祉

の「まちづくり」に関する［18］や，「③学際科学系」

と「⑤医学・保健衛生系」でも住宅改修や住環境改善

等の［19］や［20］の他，医療や福祉関係に関わる［21］

や［22］が挙げられるといった，2000 年代の人口減少

社会到来によって，既存ストックを有効活用しつつ超

高齢社会へ対応する動きがみられた．その背景には，

2006 年に施行された「バリアフリー法」による影響も

考えられ，1990 年代からの福祉の「まちづくり」のさ

らなる進展がみられた． 

（４）2010年代；図１（D）より，「①工学系」を除い

た５分野では，2000 年代の「検索論文」の増加数を上

回った．さらに，表２（D）より，これらの分野で共通

してみられた「抽出論文」として，スポーツからの「ま

ちづくり」を示した［23］がある他，「②人文・社会科

学系」，「③学際科学系」，「④ライフ系」，「⑤医学・保健

衛生系」の４分野でも［24］のようなスポーツ関連の

テーマがみられた．他方，「②人文・社会科学系」で［25］

や［26］，「③学際科学系」と「④ライフ系」に共通して

［27］のように，前述のスポーツとは対照的に，観光

からの「まちづくり」を示す研究がみられるようにな

る．この年代は，これまでの年代ではほとんどみられ

なかったスポーツと観光といった，分野を横断する新

たなテーマが「まちづくり」に生まれた時代といえる．

また，「④ライフ系」や「⑥基礎科学系」では再び防災

に関わる［28］がみられ，2011 年の東日本大震災等の

度重なる震災によって，1990 年代からの防災に関わる

論文が再びみられるようになったと考える． 

４． まとめ；以上より，わが国の 1950 年代以降の研究

分野における「まちづくり」の歩みを整理し概観した． 
補注；（１）国立研究開発法人科学技術振興機構が運営する電子ジャーナルプ
ラットフォームのこと． / （２）検索用の辞書に登録された単語等の重み付け
及びその出現頻度の組み合わせによってつけた順位の高い順に表示する． 
参考文献；１）渡辺俊一ほか：「用語「まちづくり」に関する文献研究（1945～
1959）」，都市計画論文集，32 巻，pp.43～48，1997（最終閲覧日：2022.8.1） / 
２）渡辺俊一：「「まちづくり定義」の論理構造」，46 巻３号，pp.673～678，2011
（最終閲覧日：2022.8.1） 

項目 文 献 

（A） 
1960～  

1980年代 

[１]①広原盛明ほか：「丸山地区における「まちづくり運動」の特質と条件：神戸市丸山地区における「まちづくり運動」の調査研究(その２-１)」，日本建築学会論
文報告集，194 巻，pp.59～69，98，1972 

[２]①牛野正：「住民主体による地域づくり計画の展開過程」，都市計画論文集，13 巻，pp.145～150，1978 
[３]①②③望月史郎ほか：「生活空間計画に関する調査・研究(６)：あやめ台団地におけるまちづくり活動の調査を通じて」，デザイン学研究，1988巻68号，p.90，1988 

（B） 
1990年代 

[４]①河上牧子ほか：「阪神・淡路大震災の復興まちづくりにおける情報紙「まちづくりニュース」の発行活動の現状と課題」，都市計画論文集，34巻，pp.685～690，1999 

[５]①千鳥一平ほか：「防災性能からみた低層高密住宅市街地における小規模空地確保の計画と整備手法に関する研究」，都市住宅学，1997 巻 19 号，pp.81～84，1997 

[６]④八木範彦：「阪神・淡路大震災における兵庫県理学療法士会の活動」，理学療法学，23 巻７号，pp.408～411，1996 

[７]⑥志岐常正：「阪神・淡路大震災の調査から：阪神・淡路大震災調査団による調査とその教訓を中心に」，地学教育と科学運動，27 巻，pp.21～26，1997 

[８]①②③⑤徳田哲男：「生活環境と福祉のまちづくり」，福祉のまちづくり研究，１巻１号，pp.14～15，1999 

[９]①②③⑤清水浩志郎：「土木工学と福祉のまちづくり」，福祉のまちづくり研究，１巻１号，pp.８～９，1999 
[10]①②③⑤寺山久美子：「地域生活支援と福祉のまちづくり」，福祉のまちづくり研究，１巻１号，pp.16～17，1999 
[11]①②③⑤一番ケ瀬康子：「21 世紀に向けた福祉のまちづくり」，福祉のまちづくり研究，１巻１号，pp.２～７，1999 

（C） 
2000年代 

[12]①熊谷かな子ほか：「住民提案型地区まちづくり計画による住環境の管理・運営に関する研究」，都市計画論文集，37 巻，pp.391～396，2002 
[13]①荒俣桂子ほか：「市民まちづくり活動における初動期支援制度の役割に関する研究」，都市計画論文集，37 巻，pp.445～450，2002 
[14]①野澤千絵：「市民のためのまちづくり学習の効果と課題に関する研究」，都市計画論文集，40.3 巻，pp.559～564，2005 

[15]①後藤純ほか：「プロジェクト型協働のまちづくり制度における意思決定手続き」，都市計画論文集，42.3 巻，pp.223～228，2007 
[16]②③佐々木厚司：「京都出町地区を中心としたまちづくり活動と支援 NPO」，ノンプロフィット・レビュー，１巻１号，pp.91～102，2001 
[17]④花岡利幸：「地域づくりにおける NPO CCCM まちづくりの背景」，村落社会研究，12 巻２号，pp.21～27，2006 
[18]①②③⑤谷内久美子ほか：「現代 GP「リノベーションまちづくりデザイナーの養成：福祉のまちづくりプロジェクト」の授業成果と課題」，福祉のまちづくり研

究，10 巻２号，pp.32～39，2009 
[19]③⑤井上結ほか：「住宅改修に関係する専門職を対象とした意識調査：建築分野と保健・医療・福祉分野別の比較」，福祉のまちづくり研究，７巻２号，p.35，2006 
[20]③⑤西尾幸一郎ほか：「自閉症児・者のための住環境改善や暮らし方の工夫に関する研究：騒音等に関する生活困難に対処するために」，福祉のまちづくり研究，

７巻２号，p.35，2006 
[21]③⑤谷内久美子ほか：「ロービジョン者の夜間の歩行誘導に関する研究」，福祉のまちづくり研究，７巻２号，p.31，2006 
[22]③⑤米田郁夫：「手動車いすの操作負担の定量的評価とスケール化に対する考察」，福祉のまちづくり研究，７巻２号，p.26，2006 

（D） 
2010年代 

[23]②③④⑤⑥高岡敦史：「スポーツまちづくりの概念化」，日本体育学会大会予稿集，69 巻，p.152，2018 
[24]②③④⑤酒井政幸：「実践現場が期待するスポーツによるソーシャルイノベーションと人材活用について」，日本体育学会大会予稿集，68 巻，p.15，2017 
[25]②韓準祐：「由布院の事例分析を通した観光まちづくり研究の再考察の試み」，観光学評論，４巻２号，pp.91～106，2016 
[26]②四本幸夫：「観光まちづくり研究に対する権力概念を中心とした社会学的批判」，観光学評論，２巻１号，pp.67～82，2014 
[27]③④岩間絹世：「城崎温泉における観光まちづくりの展開―リーダー集団の人間関係に着目して―」，E-journal GEO，12 巻１号，pp.59～73，2017 
[28]④⑥宮定章：「防災の観点から見た里山・里地・里海」，日本海水学会誌，70 巻４号，pp.241～244，2016 

[凡例]①：工学系，②：人文・社会科学系，③：学際科学系，④：ライフ系，⑤：医学・保健衛生系，⑥：基礎科学系 

表２ 「抽出論文」の代表文献一覧［筆者作成］ 

分野  年代 
- （A） （B） （C） （D） 

1950
年代 

1960
年代 

1970
年代 

1980
年代 

1990
年代 

2000
年代 

2010
年代 

①工学系 0 1 28 244 1,549 5,265 7,393 

②人文・社会
科学系 

0 0 17 117 659 3,166 6,732 

③学際科学系 0 1 11 106 610 2,758 5,562 

④ライフ系 0 1 6 86 496 1,196 2,588 

⑤医学・保健
衛生系 

0 0 1 16 209 1,190 2,175 

⑥基礎科学系 0 1 4 38 188 606 1,677 

⑦計 0 1 48 371 2,156 7,263 10,977 

注：重複があるため，各分野の総数と合計値は異なる． 
図１ J-STAGE分類に基づく 10年ごとの分野別件数［筆者作成］ 
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