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1．はじめに 

 
近年，地震や台風，局地的な集中豪雨などの

大規模自然災害が日本各地で発生しており，

広域的に深刻な被害をもたらしている．特に，

土砂災害危険箇所を多く抱えている日本で

は，道路交通などの外部からのアクセスが途

絶し，人の移動・物資の流通が困難もしくは不

可能となり，孤立化の可能性がある集落１）２）

は，2005 年と 2010 年ともに全国で約 17,000
集落もある（図 1）（内閣府政策統括官（防災

担当），2005，2010）．また，孤立リスクを抱

える地方の多くの農業集落３）では，食料や医

薬品，防災資機材，通信設備，避難・支援マニ

ュアル，自主防災組織などの備えが不足して 
いる状況である（宮本・北川，2007）． 

2000 年代後半から，日本は人口減少社会を 
迎え，特に地方の中山間地域では人口の 50％ 
以上を 65 歳以上の高齢者が占める「限界集

落」が急増し，地域（集落）の維持が次第に困

難になっている（大野，2008；農村開発企画委

員会編，2006，2007）．研究対象地域の鹿児島

県も 65 歳以上が人口の 50％以上を占める集

落数が多く，集落機能の維持が困難となり，今

後 10年以内に無居住化の可能性のある集落も

増えていくと予測される（表 1）． 
集中豪雨や地震などの被害が広範囲におよ

ぶと，中山間地域における救援活動も従来通

りの対応が困難となる可能性が充分にある． 
自然災害などに対する地域防災力の維持・向上が問われている．高齢化・過疎化などを前提に，

地域においてあらゆる自然災害発生を想定し，事前の防災・復興計画して，災害にしなやかに対

応できる地域づくりの取り組みが求められる． 
その取り組み活動の中で，基礎資料となるのが統計データの地図化（可視化）である．近年，

情報化の進展と処理技術の進歩によって，総務省統計局「e-Stat 政府統計の総合窓口」のウェブ

サイト（（https://www.e-stat.go.jp/gis）から，国勢調査や農林業センサス，経済センサス，事業

所・企業統計調査などの人口・社会・経済関連の公的統計データの二次利用，国土地理院のウェ

ブサイト「電子国土基本図（地図情報）」（https://www.gsi.go.jp/kibanjoho/mapinfo_what.html）
などの様々な地図・空中写真データなどの整備が進んでいる４）．これら統計データや地図データ

が，Web 上で無償公開されるようになり，地理学をはじめ様々な分野で地理情報システム（GIS）
を活用した地図化や分析が行われている． 
今回は，市区町村の行政区画よりも小さな地域単位（町丁・字等別）で集計された国勢調査の

「小地域集計」や農業センサスの「農業集落別集計」といった，よりミクロな視点からの定量分

析ができる小地域統計に着目したい．集計範囲が最小単位であるため，地域の統計的把握におけ

る基礎的意味を持っている．平成の大合併によって，農村地域に位置する町村の多くが都市的な

市区町と合併したことで，自治体数は約 3,200 から約 1,750 に減少した．行政領域は広域化し，

図 1 孤立可能性集落数の都道府県別分布（2010 年） 
（内閣府政策統括官（防災担当）（2010）のデータより筆者作成） 

鹿児島 379 103（27.2％） 3 1 7

南薩 770 227（36.0％） 55 13 48

北薩 530 181（34.2％） 43 2 24

姶良・伊佐 664 265（39.9％） 25 3 39

大隅 1780 721（40.5％） 19 2 46

熊毛 239 70（29.3％） 21 0 19

大島 323 90（27.9％） 26 7 9

県計 4685 1707（36.4％） 192 28 192
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表 1 鹿児島県地域別の条件不利地域の集落数（2020 年） 

（鹿児島県（2020）のデータを引用） 



市区町村レベルのデータでは十分に地域的特性を把握することが困難となっている．度重なる市

町村合併によって時系列分析に支障をきたすようになったことから，恒久的な区画単位での統計

が求められるようになり，小地域統計はこうした要望に応えるものともなっている． 
近年の小地域統計の活用に関する地理学的研究については，例えば，梶田（2013，2014，2015）

は国勢調査と農業センサスに関する小地域統計のリンケージの可能性について検討している．人

口・世帯の状況を把握する国勢調査と，農業の実態を把握する農業センサスでは作成目的が異な

るため，小地域統計の集計範囲が一致しないことから，統合的・補完的に利用するための整備が

必要であると指摘している．寺床（2018）も農業集落と国勢調査小地域との関係性について分析

し，大字と農業集落が一致する場合と，1 つの大字に複数の農業集落が含まれる場合があり，その

地域的特徴を明らかにしている．また，花岡（2016）は，国勢調査の小地域集計と匿名データ（国

勢調査全体の 1％を抽出した個人が特定できないよう匿名化処理が施された個票データ）を用い

た小地域マイクロデータの構築と災害・防災研究での利用可能性を検討している．災害・防災研

究において小地域統計は有用性があるが，匿名データや地方自治体が管理している住民基本台帳

は個人情報保護上の制約などの課題もあり，その利用にはハードルが高いことを指摘している．

小地域統計の災害・防災研究への活用の検討は蓄積が必要である． 
本研究では，鹿児島県の国勢調査と農業センサスの小地域統計を用いて，GIS フリーソフト

（MANDARA）を活用して地図化し，地域防災への活用可能性について検討することを目的とする．  

 
2．jSTAT MAP による小地域統計の WebGIS 利用 

 
まず，専用の地理情報システムのソフトを使わなくても Web ブラウザ上で誰でも使える地理情

報システム（WebGIS）である総務省統計局 e－Stat「地図で見る統計（統計 GIS）」の「jSTAT 
MAP５）」を紹介する．操作方法も e－Stat 内で確認することができる．jSTAT MAP は，国土地

理院の地図や空中写真，Google マップのデータの表示することができ，境界データについては都

道府県界，市区町村界，国勢調査の小地域界，農林業センサスの農業集落界などの様々なスケー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 図 2 jSTAT MAP の操作画面 

（総務省統計局「e-Stat 政府統計の総合窓口」より引用） 
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ルの表示が可能であり，重ねて表示することもできる．また，近年のデータに限られるが，国勢

調査や農林業センサスなどの小地域統計がすでにセットされているため，必要な項目を選択する

ことで統計地図を表示することができ，利用者のニーズに沿った地域分析が可能である（図 2）
６）．国土交通省の国土数値情報から土砂災害危険箇所データなどを読み込んで重ねて地図表示す

ることもでき，防災に対する計画や対策にも応用できると考える．  
 
3．国勢調査と農業センサスの小地域統計データの地図化 

 
総務省統計局 e－Stat の「地図で見る統計（統計 GIS）」から，国勢調査の小地域集計（1995 年

～）や農林業センサスの農業集落別集計（2005 年～）などの統計データ（境界データと結合でき

る KEY_CODE 付き）と境界データ（シェープファイル形式）がフリーでダウロードできる． 
 両統計の統計内容をみると，国勢調査の小地域集計は，「人口等基本集計に関する集計」「就業

状態等基本集計に関する集計」「世帯構造等基本集計に関する集計」「従業地・通学地による人口・

就業状態等集計に関する集計」「移動人口の男女・年齢等集計に関する集計」の計 16 項目の統計

データがある．一方，農林業センサスの農業集落別集計は，農業経営体や販売農家の経営内容に

関する計 41 項目の統計データがある．ただし，両統計の小地域統計データは母集団が小さいの

で，国勢調査では一般世帯などの世帯人員や世帯数が 1～3 の地域，農林業センサスでは農家戸数

4 戸以下の集落については，個人情報保護上から秘匿処理（統計表で「X」と表記）されている． 
 次に，両統計の境界データを，地理情報分析支援システム「MANDARA」（http://ktgis.net/man 
dara/）のフリーの GIS ソフトを活用して，両地域の境界データを用いて基盤となる地図ファイル

を作成した．両統計を境界データの地図ファイルを見比べると，集計範囲が異なるため，1 つの大

字に複数の農業集落が含まれる場合が多かった．また，統計データと境界データをリンクさせる

作業は手間がかかる． 
事例として，国勢調査の小地域集計の中から，鹿児島県における総世帯数と 65 歳以上のみの世

帯数の占める割合のデータを使って分布図（図 3）と，農林業センサスの農業集落別集計の中か

ら，鹿児島県における総農業従事者数と 65 歳以上の占める割合のデータを使って分布図（図 4）
を作成した．両図は鹿児島県全体を示しているため，鹿児島市などでは分布の表示が見えにくく

なっているが，MANDARA では特定地域をズームイン（またはズームアウト）して表示できる． 

国勢調査の小地域集計を使った図 3 の場合，総世帯数に占める 65 歳以上の割合が 50％以上の限 
界集落と呼ばれる地域や，40％以上の限界集落化の可能性がある地域が多く分布していることが

読み取れる．一方，農林業センサスの農業集落別集計を使った図 4 の場合，65 歳以上の農業従事 
者の割合が 50％を占めている農業集落が多く分布している．また，土砂災害危険箇所データなど 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 鹿児島県における総世帯数と 65 歳以上のみの世帯数の占める割合の町丁別分布（2015 年） 
注）データが表示されていない箇所は「データなし」または秘匿データのため表示できないものである． 

（2015 年国勢調査の「小地域集計」のデータより筆者作成） 
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を読み込んで重ねて地図表示させることも可能である．このように，両分布図から市町村レベル

よりもより詳細に地域の人口，農業従事者の状況を把握することができる．しかし，前述したよ

うに，両統計ともに個人情報保護上から秘匿処理されている地域も多いため，この点については，

研究対象地域を選定し，現地での地域調査などが必要となるだろう． 
 
4．おわりに 

 
以上のように，近年，全数調査で実施された信頼性の高い大規模な公的統計である国勢調査や

農業センサスなどの小地域統計が入手しやすくなっている．小地域統計の利用目的（研究目的）

に合わせて地域（集落）単位を任意に設定できるなど，数多くのメリットを持っている． 
また，地理情報システム（GIS）を用いた小地域統計の地図化（可視化）がしやすくなっているこ

とから，特定地域に対する理解を大きく深めることができ，小地域統計の需要は高まると予測さ

れる．jSTAT MAP のような Web ブラウザ上で確認できる地域分析ツールの活用も期待される． 
国勢調査や農林業センサスの小地域統計は，大規模災害を想定した事前の地域性を考慮した支

援計画や復興計画などの地域防災力の向上を図るための DIG（災害図上訓練）のワークショップ，

地理教育での身近な地域の防災学習などの基礎資料となる．小地域統計のデータと Web 上で利用

できる新旧地形図やハザードマップなど様々な地理情報を GIS 地図で重ね合わせてみることで，

地域防災の計画・活動に活用できると考える． 
ただし，梶田氏や寺床氏が指摘しているように，国勢調査と農業センサスなどの小地域統計は 

集計範囲が一致しないことと，調査年次によって地域（集落）の集計範囲が変化するため，設定 
区域の照合と分析に際しては繁多な手作業を必要とする．両統計の総合的な検討は難しいため，

両統計を補完的な形で利用できる環境の整備が望まれる．また，近年，個人情報保護の上で秘匿

処理の施される区画が増大しており，分析の正確性を損ねる可能性もはらんでいる． 
今後は，従来の研究を踏まえて両統計の小地域統計の補完的な利用の分析・検討を継続し，ま

た，特定地域の様々な統計データを活用して地図化を行いたい．今回は，コロナウイルスの感染

拡大の影響で，小地域統計を用いて実際の地域調査を実施することができなかった．地域防災力

を高める取り組みや地理教育の防災学習に役立てられるように，その有効活用を実践していきたい．  

 
 
注 
1）内閣府政策統括官（防災担当）（2005，2010）によると，自然災害で孤立する可能性がある集落を判断する上

で，地区または集落へのすべてのアクセス道路が土砂災害危険箇所（土石流危険渓流，急傾斜地崩壊危険箇所，

地すべり危険箇所）または山地災害危険地区に隣接していることと，船舶の停泊施設がある場合は，地震または

津波により当該施設が使用不可能となるおそれがあることを基本条件としている． 

図 4 鹿児島県における総農業従事者数と 65 歳以上の占める割合の農業集落別分布（2015 年） 
注）データが表示されていない箇所は「データなし」または秘匿データのため表示できないものである． 

（2015 年農林業センサスの「農業集落別集計」のデータより筆者作成） 



2）孤立集落の定義については，中山間地域，沿岸地域，島嶼部などの地区及び集落において，「地震，風水害に伴

う土砂災害等による道路構造物の損傷，道路への土砂堆積」「地震動に伴う液状化による道路構造物の損傷」「津

波による浸水，道路構造物の損傷，流出物の堆積」「地震または津波による船舶の停泊施設の被災」などの要因

等により，道路交通及び海上交通による外部からのアクセス（四輪自動車で通行可能かどうかを目安）が途絶

し，人の移動・物資の流通が困難もしくは不可能となる状態とする． 
3）農林水産省の用語解説によると，農業集落とは，「市町村の区域の一部において，農作業や農業用水の利用を中

心に，家と家とが地縁的，血縁的に結び付いた社会生活の基礎的な地域単位のこと」である（https://www.maff. 
go.jp/j/wpaper/w_maff/h23_h/trend/part1/terminology.html）． 

4）その他にも，例えば，宮崎県が提供している「地理情報システム ひなた GIS」（https://hgis.pref.miyazaki.lg. 
jp/hinata/），経済産業省と内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局が提供している「RESAS 地域経済分析

システム」（https://resas.go.jp/#/13/13101），埼玉大学の谷 謙二氏が提供している「Web 等高線メーカー」

（http://ktgis.net/service/webcontour/index.html）や「今昔マップ on the web：時系列地形図閲覧サイト」

（http://ktgis.net/kjmapw/）などがあるので，参照されたい． 
5）jSTAT MAP の概要については，羽渕・駒形（2019）を参照されたい． 
6）jSTAT MAP に収録されている統計データは，国勢調査や農林業センサスの他にも，「漁業センサス」「事業所・

企業統計調査」「経済センサス（基礎調査・活動調査）」「学校基本調査」「人口動態調査」「医療施設調査」「地域

保健・老人保健事業報告」「医師・歯科医師・薬剤師調査」「社会福祉施設等調査」「介護サービス施設・事業所

調査」「水質汚濁物質排出量総合調査」がある． 
 
 
文献 
大野 晃（2008）：『山村環境社会学序説―現代山村の限界集落化と流域共同管理―』 農山漁村文化協会．  
鹿児島県（2020）：令和元年度過疎地域等の条件不利地域における集落の状況把握調査結果について―本県分調査

結果（速報）―（ https://www.pref.kagoshima.jp/ac06/shuraku/documents/56688_20200708135406-1.pdf 
2021 年 1 月 5 日最終閲覧）． 

梶田 真（2013）：国勢調査と農業センサスの補完的検討の試み―小地域統計を用いた久慈市山形町の戦後動態の

定量分析―．人文地理，65（2），pp.42-60． 
梶田 真（2014）：地域統計としての農業センサス―農村地域における小地域統計の利用可能性に関するノート 

―．東京大学人文地理学研究，21，pp.47-66． 
梶田 真（2015）：可住地情報を利用した小地域統計の高精度可視化による活用―島根県島後への適用―．地理科

学，70（2），pp.77-91． 
寺床幸雄（2018）：農業集落と国勢調査小地域との関係性に関する基礎的分析．立命館文學，656，pp.661-647． 
内閣府政策統括官（防災担当）（2005）：『中山間地等の集落散在地域における孤立集落発生の可能性に関する状況

調査（都道府県アンケート調査）』 内閣府． 
内閣府政策統括官（防災担当）（2010）：『中山間地等の集落散在地域における孤立集落発生の可能性に関する状況

フォローアップ調査（調査結果）』 内閣府政策統括官（防災担当）． 
花岡和聖（2016）：全国版の小地域マイクロデータの構築と災害分析への活用―国勢調査・匿名データの利用―．

地域安全学会論文集，29，pp.247-255.  
羽渕達志・駒形仁美（2019）：地図で見る統計（jSTAT MAP）について．情報の科学と技術，69（6），pp.244-249． 
農村開発企画委員会編（2006）：『限界集落における集落機能の実態等に関する調査報告書―平成 17 年度農林水産

省農村振興局委託―』 農村開発企画委員会． 
農村開発企画委員会編（2007）：『限界集落における集落機能の実態等に関する調査報告書―平成 18 年度農林水産

省農村振興局委託―』 農村開発企画委員会． 
宮本英揮・北川慶子（2009）：中山間地域集落の山地災害リスクの評価．佐賀大学文化教育学部研究論文集，14（1），

pp.261-271． 


