
「天草市・本渡地区通行量調査結果報告書」に関するレポート



（１）本レポートの対象

　本レポートは、以下の２種類の資料をもとに作成します。

　　①報告書『天草市・本渡地区通行量調査報告書 平成28年3月』

　　　（以下、「報告書」と記します。）

　　②データ『H22年度区分集計（平日）』『H22年度区分集計（休日）』

　　　　　　『H23年度区分集計（平日）』『H22年度区分集計（休日）』

　　　　　　『H24年度区分集計（平日）』『H22年度区分集計（休日）』

　　　　　　『H25年度区分集計（平日）』『H22年度区分集計（休日）』

　　　　　　『H26年度区分集計（平日）』『H22年度区分集計（休日）』

　　　　　　　＊調査日は年度末の３月

（２）本レポートの目的

上記（１）の既存資料をもとに、

　①通行量調査の問題点と課題について整理します。

　②通行量等の動向を過年度の傾向として捉えることを試みます。

本レポートの概要



（１）調査名と実施機関

　　「天草市・本渡地区通行量調査」本渡商工会議所

（２）調査目的

　調査目的を確認するため、報告書より抜粋します。

　市内中心市街地の通行量を調査することにより、日々変化する商業形態におけ

る人の流れを把握し、商店の経営計画や商店街の活動計画を立てる際の基礎資料

として活用されることを目的として毎年実施しています。

（２）調査方法・対象

　調査方法を確認するため、報告書より抜粋します。

　一時間単位で（歩行者・二輪車・四輪車）を方向別に測定

　※一部調査箇所（アーケード内３箇所）では性別・「大人または学生以下」ま

　　で調査。但し、通行がない四輪車は測定なし。

（３）報告書の構成

　報告書は以下の内容で構成され、平成28年3月調査分は調査結果の詳細が掲載され

ています。

　過去の調査結果は、平成10年度以降、歩行者・二輪車・四輪車の合計値が記載され

ています。

○Ⅰ．調査要領

○Ⅱ．調査当日の状況

○調査結果

　　・平日アーケード集計、休日アーケード集計

　　・平日集計、休日集計

○調査地点図及び方向通行量

○調査地点別集計、グラフ

○10年前及び前年との比較（総通行量）

○過去の調査結果（総通行量）

通行量調査の概要



（１）語句の定義等について

　通常、「歩行者」と「自転車」は「通行量」として扱われ、商業の基礎資料や賑

わいの指標等として調査が行われます。一般的に「自動二輪」を「通行量」に加え

ることはありません。「自動車」は「交通量」として扱われ、道路交通センサス等

として実施されます。

　報告書では「自転車」と「自動二輪」を「二輪車」として集計されていますが、

「通行量」と「交通量」に分けて分析するためには、集計を分けておくことが望ま

れます。

（２）集計について

　過年度分の調査結果は、「歩行者」「二輪車」「四輪車」の合算値として整理さ

れていますが、通常「歩行者」と「自動車」は合算しませんので、「通行量」と

「交通量」に分けて分析することが望まれます。（報告書のように合算値を使う場

合は、その意味を明らかにしておくことが必要と思われます。）

（３）平成22年度以降の数値について

　１）報告書にみる総通行量（合計）の経緯

　報告書の総通行量の経緯をみると、平成23年3月（平成22年度調査）以降に特異な

傾向が現れます。

　　＊総通行量：歩行者、二輪車、四輪車の合算値

　　　（注）本来、歩行者と自動車は合算しませんが、長期データがこの数地しかないため、

　　　　　　調査の信頼性を確認するためだけに使います。

通行量調査の問題点と課題

（人）

図． 総通行量 （報告書による）



　２）平成22年度以降をデータに置換した場合

　まず、平成22〜26年度調査について、報告書とデータの数値に差異があります。

　この期間をデータに置き換えると、上記１）でみる特異点がなくなります。

　

　報告書とデータの差異について、どちらが正値なのかの判断は、実施機関事務局で

の精査に委ねます。

（人）

図． 総通行量 （一部データ置換による）



（４）データについて

　１）データ数値の不具合

　平成24年度と平成25年度の休日のすべての項目に、同じ数値が入っています。

　どちらかが正値で一方が欠落していると思われます。

　２）特異点

　「松下蒲鉾店前」の通行量は、平成23,24,26,27年をみると300人前後で推移してい

ますが、平成25年の数値はその5〜6倍、平成28年は3〜4倍程度まで伸びています。平

成28年については、報告書には「イベント開催等影響要因はなし」となっています。

　「ポルト前」通行量の平

成24年平日のような小さな

特異点も複数ありますが、

前述のような不具合も考慮

すると、入力ミス等がない

か精査が必要かもしれませ

ん。

（人）

（人）

③ポルト前通行量 ⑥松下蒲鉾店前通行量

大きな特異点

←信頼性不明

小さな特異点



（５）分析するスパン（調査年度間）について

　通行量調査等は、当該調査日の事実として捉えることができます。つまり「当該調

査地点で、当該調査日の、何時に、どちら方向に、何人（台）通ったか」を把握する

ことができます。

　しかし、１年のうちの１日のみのデータであることに留意し、短期スパンでの過大

な評価は避けたいところです。具体的には、例えば「昨年は100人が通り、今年は120

人が通ったため、２割増の傾向にある」という評価は、調査目的である「商店の経営

計画に活かす」ことに誤認を生じる可能性もあり得ます。

　よって、長期スパンでの傾向を捉え分析することが望ましいと考えます。報告書に

10年前との比較がありますので、15年前、20年前との比較を増やすこも、傾向をより

精緻に捉えるためには有効です。



3

（１）データについて

　前述の通り、平成22〜25年度調査について、①報告書とデータの数値に差異がある

こと、②平成22年度と23年度の休日に全く同一の数値が入っていること、③特異点の

要因については不明であること、を承知した上で、「歩行者」と「自動車」の区別が

可能なデータを使って、平成22〜27年度の6ヶ年の動向を概観します。

（２）分析の前提

・通行量の分析として「歩行者」を対象とします。自転車は「二輪車」の集計から抽

出不可能なため除きます。

・交通量の分析として「自動車」を対象とします。自動二輪は「二輪車」の集計から

抽出不可能なため除きます。除きます。

・「平日」と「休日」の各合計値を対象とします。「時間別」、「方向別」、「性

別」、「大人・学生以下別」は除きます。

・３調査地点（①ブルーポイント前、②ほりぞえ芳香園前（H28.3）、商人前（H23.3

〜H27.3）、③ポルト前）を「アーケード」として扱います。

・７調査地点（①ブルーポイント前、②ほりぞえ芳香園前（H28.3）、商人前（H23.3

〜H27.3）、③ポルト前、⑥松下蒲鉾店前、⑦おもちゃのかわうち前、⑧若田釣具

店前）を「中心商店街」として扱います。

・上記７調査地点以外の８地点を「周辺部」として扱います。

通行量、交通量の分析に向けて
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①ブルーポイント前
②ほりぞえ芳香園前（H28.3）
　商人前（H23.3～H27.3）
③ポルト前
④サンキューマート前
⑤トヨタレンタリース前
⑥松下蒲鉾店前
⑦おもちゃのかわうち前
⑧若田釣具店前
⑨マツヤビル前
⑩産交バスセンター前
⑪家具プラザ山下前
⑫「亀川小学校前」バス停前
⑬岸上酒店前
⑭小西税理士事務所前
⑮松下電機前

①ブルーポイント前
②ほりぞえ芳香園前（H28.3）
　商人前（H23.3～H27.3）
③ポルト前
④サンキューマート前
⑤トヨタレンタリース前
⑥松下蒲鉾店前
⑦おもちゃのかわうち前
⑧若田釣具店前
⑨マツヤビル前
⑩産交バスセンター前
⑪家具プラザ山下前
⑫「亀川小学校前」バス停前
⑬岸上酒店前
⑭小西税理士事務所前
⑮松下電機前

アーケードアーケード
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図．調査地点の位置

⑧



（人） （人）
商人前 ← → ほりぞえ芳香園前

（１）アーケードについて

　１）ブルーポイント前

　平日は、最大469人(H24)、最小264人(H26)であり、やや振れ幅が大きいため、影響

要因を再確認したり、10年20年スパンでの傾向を確認する必要があります。平成26年

以降に増加の動きがありますので要因を考察することが有効だと考えられます。

　休日は、最大334人(H23)、最小247人(H28)であり、やや減少の傾向がうかがえま

す。平成24年と平成25年のデータに不備がありますが平均で281人となっています。

　２）商人前／ほりぞえ芳香園前

　平成28年から「ほりぞえ芳香園前」に調査地点が変更されています。

　それまでの「商人前」は、平成26-27年の直近で130〜150人で推移しています。

　「ほりぞえ芳香園前」は、平成28年の１時点の結果しかなく、平日210人、休日168

人となっています。

通行量



（人）

　３）ポルト前通行量

　平日は、最大741人(H24)、最小322人(H25)であり、２倍以上の振れ幅があります。

このように、通行量が多い時と少ない時についてポルトの影響要因がないか確認が必

要です。

　４）総括

　平日を平成28年の１時点でみると、「ポルト前」385人（アーケード西）、「ブル

ーポイント前」374人（アーケード南）、「ほりぞえ芳香園前」210人（アーケード

北）となっており、北側の通行量が少ない傾向にあります。



（２）中心商店街について

　１）松下蒲鉾店前

　（特異点の精査を待ち、分析は省略します。）

　２）おもちゃのかわうち前

　平日の平均が201人、休日の平均が193人となっており、平日・休日の差が小さいの

が特徴です。

　平成28年にかけて落ち込みがみられますが、減少傾向が現れ始めたのか、平成23年

相当の数値でもあり誤差の範囲かの判断は、長期スパンの分析も必要です。

通行量

（人）

（人）



　３）若田釣具店前

　他の調査地点との比較で、最も少ない通行量になっています。平成28年の休日は

100人を割り込む最低値を記録していますので今後注視すべきポイントです。

　４）マツヤビル前

　平日は、平成24年以降、減少の動きがみられますが、平成27-28年は横ばいで推移

しており、減少に歯止めをかける要因があったのか考察することが有効であると考え

られます。

　休日の推移は「おもちゃのかわうち前」に近似した動きがみられます。

　

　５）総括

　アーケードの周辺は、平日の平均で、南北軸の「おもちゃのかわうち前」「若田釣

具店前」が200人前後、東西軸の「マツヤビル前」280人、「松下蒲鉾店舗前」655人

となっており、東西方向のトリップが多くなっています。

（人） （人）



（人） （人）

（人） （人）

（３）周辺部について

　　　郊外の通行量はデータを掲載し分析は省略します。

通行量



（人） （人）

（人） （人）



（１）周辺部の交通量について

　１）「産交バスセンター前」と「トヨタレンタリース前」

　「産交バスセンター前」と「トヨタレンタリース前」は市内を貫く主要道路（国道

324号）であり、15,000台前後の交通量があります。

　「産交バスセンター前」は中心部に近い地点ですが、平均値では北側の「トヨタレ

ンタリース前」のほうがやや上回っています。

　「トヨタレンタリース前」は、平均値が調査地点の中で最も大きくなっています。

丸尾町の三叉路付近に商業機能が集積しており、交通量がやや北側にシフトしている

可能性があるかもしれません。

交通量

（台） （台）

産交バスセンター前（平日平均14,618台）

トヨタレンタリース前（平日平均15,140台）

中心商店街
市役所

324



　２）「小西税理士事務所前」と「松下電機前」

　「小西税理士事務所前」は国道324号であり、平日平均で比較すると「トヨタレン

タリース前」の約３分の２程度の交通量になります。

　同じく、「松下電機前」は「トヨタレンタリース前」の約３分の１程度の交通量に

なります。

　平日・休日の動きは近似しており、数値の差は大きくありません。

（台） （台）

トヨタレンタリース前（平日平均15,140台）

324

324

小西税理士事務所前（平日平均9,820台）

松下電器前交通量（平日平均5,617台）

商業集積



　３）「「亀川小学校前」バス停前」と「岸上酒店前」

　「「亀川小学校前」バス停前」は、平日平均１万台強の交通量がありますが、同じ

国道でも「トヨタレンタリース前」には及ばず、「小西税理士事務所前」の交通量に

近くなっています。

　「岸上酒店前」の平日平均が７千台規模となっています。東側から「「亀川小学校

前」バス停前」を通過した車両のうち約７割程度が当該地点を西へ通過し、３割程度

は当該地点を通過する前に商業集積利用で往復している可能性もあります。

　平日と休日の交通量の差が小さいのも特徴です。

交通量

（台） （台）

商業集積266

岸上酒店前（平日平均7,485台）

「亀川小学校前」バス停前

（平日平均10,798台）



　４）家具プラザ山下前

　県道26号の「家具プラザ山下前」は、平日平均で 7,300台の交通量になっていま

す。休日は平均で 5,000台まで減少し、平日と休日の交通量に差がやや大きくなって

います。

　５）サンキューマート前

　県道24号の「サンキューマート前」は、若干の商業集積があり、国道程の交通量は

ありませんが、中心部にも近く平日平均で 5,200台規模になっています。

（台） （台）



（２）中心商店街の交通量について

　１）松下蒲鉾店前

　TAIYOの駐車場出入口があり、平日平均4,500台規模となっています。

　２）おもちゃのかわうち前

　最も少ない交通量で、平日平均4,000台規模となっています。

　３）若田釣具店前

　国道324と並行した道路で、平日平均5,000台規模となっています。国道のおよそ３

分の１です。

　４）マツヤビル前

　アーケードの南側、サンリブの西側に位置し、平日平均で5,788台となっており、

中心商店街周辺では最も交通量が多い道路となっています。

交通量

（台） （台）



（台） （台）

おもちゃのかわうち前

（平日平均4,052台）

若田釣具前（平日平均5,031台）

松下蒲鉾店前（平日平均4,486台）

マツヤビル前（平日平均5,788台）
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