
１．はじめに  

 札幌市北部にある茨戸川や伏籠川流域の低平地は、昭

和 50 年、昭和 56 年の大水害をはじめたびたび浸水被害

を経験し、都市化、市街化が急速に進んで流域の保水、

遊水機能の低下などの問題をかかえている。そのため、

河川改修事業や総合治水対策が進められている。流域で

は現在も宅地開発が進んで人口が増加しており、河川の

利用についても市民の散策やレクリエーション、憩いの

場として盛んな地域である。本研究は、治水事業の効果

に着目し、ヘドニック・アプローチを用いてその便益を

計測することで、対象地域の今後の整備計画に役立てる

ことを目的としている。環境面でも茨戸川の水質は環境

基準値を満たしておらず浄化対策事業が実施されている

ため、水質に関する検討も含めて行った。 

 また、近年、洪水被害を軽減するために洪水氾濫危険

区域図やハザードマップなど地域の浸水や水害の可能性

に関する情報提供が始まっている。水害意識の啓蒙や実

際の水害時における迅速、適切な避難活動の促進を主な

目的としているが、このような危険度に関する情報提供

が将来の適切な土地利用を誘導する可能性があることも

指摘されている。そこで、地価へ影響を及ぼしている洪

水災害情報に関する要因について分析を行った。また、

平成４年より公表されている石狩川洪水氾濫危険区域図

についての住民の認知度を調査し、札幌市白石区と比較

している。 

 

２．ヘドニック・アプローチの適用 

（１）対象地域の設定 
 調査の対象地域は図-１に示すとおり、茨戸川および三

支川（発寒川・創成川・伏籠川）の流域のうち、三支川

と茨戸川の合流地点を中心として、札幌市北区東部、同

西部屯田地区、および石狩市の石狩川左岸地区とした。

この地域は、過去に洪水による浸水被害が多発した地域

であり、近年は治水対策により大規模な浸水被害は減少

しつつある。ヘドニック・アプローチの対象地域の設定

は、分析目的に依存するとともに、地域特性が異なる場

合は市場参加者の特性も異なり単一の地価関数では精度 

    図-１ 調査対象地域（札幌市北区、石狩市） 
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が低下するため市場の同質性を考慮する必要がある。調

査対象地域は地域特性が似通った同質的な土地市場と考

えられ、また、新興住宅地域が多く市場価格データが比較

的豊富にある。 

 

（２）地価データの収集 

データの精度という観点からみると、一般に公示地価、

基準値地価、路線価をはじめとする評価価格は、政策的

な意図も入り必ずしも市場価格と同一水準でないと言わ

れている。また、取引事例および不動産情報誌を除くと、

地価データは平均的な区画条件をもつ土地の価格である

ことから、評価者によって価格そのものが平均化される

といったバイアス（偏り）を有する可能性も指摘されて

いる。そのため、本調査では最も客観性・信頼性が高い

不動産取引価格に代表される市場価格データを用いる１）

こととした。なお、このデータの収集にあたっては、過

去の洪水や浸水の有無など水害や河川の水質などについ

てばらつきがあり土地特性の異なる十分な数（100地点

以上）のデータであること、なるべく、更地であり取引

年度が同一時点であることを考慮した。これは建物と土

地がともに存在する場合、土地と建物の価格割合は評価

者の主観によることもあり更地データのみの分析の方が

精度が高いこと、また、多時点にわたる地価の分析では

時間的に有意な差がみられる場合、同時点の価格に修正

しなければならず、これを避けるためである。以上によ

り、収集した地価データ数および属性を表-１に示す。こ

れらのデータは流域全体にランダムに存在し、過去の浸

水の有無や河川までの距離等についてばらつきのあるデ

ータであり、分析のための要件はほぼ満たされている。 

      表-１ 収集した地価データ 

所在地 札幌市北区  石狩市  白石区＊＊） 

データ数  １２７   ７２  １５１   
1997 1998 1997 1998 1997 1998 

取引年度 
４１ ８６ ２４ ４８ ２６ 78(47) 
更地 建付地 更地 建付地 更地 建付地 土地種類

＊） ８５ ４２ ５５ １７ 101 ５０ 
注：最終的に採用されたデータ数と異なる 

注＊）：（土地種類）更地データは価値ゼロの古家付きの土地を含む 

注＊＊）：水害変数検討のため白石区でも収集、（ ）は1999年 

 

（３）地点特性データの収集 

 次に、説明変数として用いる地点特性データを資料調

査および現地調査によって収集する。できる限り各地点

のミクロな特性を把握し、重要な地価形成要因を見落と

していないかどうか検討しながら河川を中心に整理した

（表-２）。河川に関するデータとして、過去の水害によ

る浸水の有無、回数や被害規模（床上、床下浸水）等に

ついて、昭和50，56年の大水害を対象に収集した。また、

小規模な洪水であってもごく最近の被害であれば地価に

影響する可能性があるため、過去10年以内の水害を対象

に半径 500ｍ以内に対象地点があるかについても調査し

ている。さらに、北海道開発局が提供している石狩川や

豊平川の破堤を想定した洪水氾濫危険区域図（図-２）に

よって、浸水深の程度による違いについて説明変数を作

成した。その他、伏籠川流域総合治水対策協議会が示す

治水地域地区区分図の低地地域浸水対策地区に該当する

か、不動産取引時に出水の危険が高い地域と明示されて

いたかどうかについてのデータも収集している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       図-２ 洪水氾濫危険区域図 

表-２ 収集した地点特性データ（説明変数） 

分類    主な引用資料等 作成した説明変数 

① 

立地 

・98年住宅地図（1:1,500） 

・98年札幌市都市計画図 

・98年石狩市都市計画図 

・自治体ヒアリング 

取引年度、行政区、市街化調整区域、用

途地域、地目、土地面積、建蔽率、容積

率、建物の有無、角地、接面道路幅員（３

種類）、接面道路間口、接面道路方角、

下水道設備の有無 

・過去３回の大水害地図  

（昭和50年、昭和56年2回） 

浸水回数、浸水有無、床上浸水有無、床

上浸水割合（３回の平均床上浸水割合） 

・治水地域地区区分図 浸水対策地区 

・過去10年内の水害地図・自

治体ヒアリング 

出水危険明記、過去10年内水害、及びこ

れらの合成変数 

 

水害 

・洪水氾濫危険区域図 洪水氾濫危険区域、予想浸水深 

・98年ロード地図（1:15,000） 
河川までの距離、小河川を含む河川まで

の距離 

② 

河川 

 

 

  

 

 水質

環境 ・96年,97年公共用水域の水

質測定結果 

BOD平均値、BOD75％値及びこれらと河川

までの距離の合成変数 

③ 

交通 

 

公共

交通 

・98年住宅地図（1:1,500） 

・98年JR北海道時刻表 

・98年札幌市営交通路線図 

・98年中央バス路線図 

最寄りのバス停・ＪＲ駅・地下鉄駅まで

の道路実測距離、札幌駅までの所要時間

（複数ルート）、及びバス乗車時間等を

ウェイト付けした変数 

 道路 
・98年住宅地図（1:1,500） 

・98年ロード地図（1:15,000） 

最寄りの主要道路までの最短実測道路距

離、札幌駅までの最短実測道路距離 

④ 

生活 

 

・98年住宅地図（1:1,500） 

・98年ロード地図（1:15,000） 

 

最寄りの小病院直線距離、最寄りの大病

院直線距離、最寄りの小中学校直線距離、

最寄りの大型スーパー直線距離、及びこ

れらの合成変数 

 ・地点現地調査 
地点前面道路歩道除雪状況、同車道除雪

状況 

⑤ 

環境 

・98年住宅地図（1:1,500） 

・98年ロード地図（1:15,000） 

最寄りの小公園直線距離、大公園直線距

離、防風林や緑道までの直線距離、マイ

ナス施設までの直線距離、及び合成変数 

 ・地点現地調査 
地点前面道路からみえる付近の緑量、同

遠景の緑量 

 



（４）地価関数の構造推定 

 以上のように収集した地点特性データ（説明変数）の

選択にあたり、地価に影響を及ぼす要因をくまなく採用

する必要がある。しかし、このような条件を満たす説明

変数の設定方法は確立されていない。地価関数の関数型

の選択方法も同様である２）。そのため、試行錯誤を行って

地価関数の構造を推定する。推定にあたり、説明変数間

の関係を把握するために相関マトリックスを作成し、多

重共線性に配慮しながら、式の統計的適合度（ｔ値、（自

由度調整済）決定係数）が高くなるよう、また残差の分 

布等が平準化する１）ように、説明変数の選択などに注意

して計算を繰り返した。なお、作成した説明変数の数は

91、分析ケース数は 250 以上ある。また、建物の価格を

含むデータの分析も試みたが、（２）で述べたように建物

の価値を分離することが極めて困難で精度が低い結果と

なったため、途中から更地サンプルのみで分析を行った。 

 

（５）調査結果 

地価関数は前述した経過を経て、表-３に示すとおり、 

式の統計的適合度が最も高いこと等により確定した。最

終的に採用した説明変数は全部で９変数であり、サンプ

ル数は残差の大きい地点の特性を十分吟味した上で、明

らかに特殊サンプルと考えられる地点を除いた 134 地点

である。決定係数は 0.722、自由度調整済決定係数は 

0.702であるが、現実の不動産取引事例を用いた分析では

通常それほど高い決定係数が得られないことが多いため、

有意な結果であるといえる。残差プロット図は図-３のと

おりである。最終的な地価関数では、過去３回の大水害

（昭和 50年 1 回、昭和 56年２回）のうち、いずれか一

回以上浸水した地点を１とするダミー変数「X1 ：浸水有

無」を採用した。この変数はマイナスで有意であり（ｔ

値：-2.05）、地点の安全度が浸水していない地点と同程

度に向上した場合、約 2,903 円／㎡の効果があることが

わかった。なお、水質に関してどの変数からも有意な結

果を得ることができなかった。河川の水質に大きな差が

無く認識されていないこと、中小河川等の詳細な水質デ

ータの不足などが原因として考えられる。  

                             

                       表-３ 地価関数推定結果 

説明変数  標準偏差  係 数 ｔ 値 有意水準（Ｐ値） 

X1 浸水有無（あり＝1） 0.495 -2,902.57 -2.05  0.043 

X2 公共交通による札幌駅までの所要分数ln 0.190 -31,954.79 -7.60  0.001以下 

X3 取引年度（97年＝1） 0.501 6,249.70 4.35  0.001以下 

X4 下水道（あり＝1） 0.250 14,943.17 4.03  0.001以下 

X5 小中学校までの直線距離（ｍ） 263.440 -12.67 -4.04  0.001以下 

X6 接面道路方角２（南＝１） 0.410 7,748.00 4.59  0.001以下 

X7 小河川含直線距離（ｍ） 435.914 -4.04 -2.41  0.017 

X8 市街化調整区域（市街化区域＝1） 0.208 5,096.84 1.41  0.162 

X9 地目（宅地＝1） 0.380 7,218.03 3.73  0.001以下 

C 定数項 ― 157,529.25 8.82  0.001以下 

サンプル数（Ｎ）＝134、決定係数（R ２）＝0.722、自由度調整済決定係数（R＊２）＝0.702 

推定式  
ｙ＝a1・X1+a2・X2+a3・X3+a4・X4+a5・X5+a6・X6+a7・X7+a8・X8+a9・X9+Ｃ 

※ｙ：地価（円/㎡），X1～X9：説明変数，Ｃ：定数項， a1～a9：パラメータ（係数） 

  

３．洪水災害情報に関する検討  

（１）水害変数の比較（北区、石狩市） 
 次に有意な結果を得ることができなかった洪水災害関

係の説明変数について分析を進める。表-４は、水害に関

する各説明変数を表-３の推定式の「浸水有無」変数の代

わりにあてはめて算出したものである。表-４のなかで、

洪水氾濫危険区域図で浸水深 1ｍ以上または２ｍ以上の

危険区域内の地点を１とするダミー変数は、係数の符号

が逆転するなど不安定な変数であり、これ以外の水害に

関する説明変数でも、何れも有意な結果は得られなかっ

た。以上より、住民にとっては特に大規模な過去の浸水

被害の影響が大きく、一方で洪水氾濫危険区域等につい

ての認識がそれほど高くないことが示されている。 
 

図-３ 残差プロット図 



  表-４ 水害に関する説明変数の比較（北区、石狩市）  

説明変数 R ２ R ＊２ 係 数 ｔ値 Ｐ値 

浸水回数 0.718 0.698 -1,260.12 -1.50 0.136 

床上浸水（床上浸水あり＝1） 0.715 0.694  1,528.42  0.85 0.395 

床上浸水割合（平均浸水） 0.715 0.694  9,911.32  0.81 0.422 

浸水対策地区（対策地区＝1） 0.722 0.702  4,779.27  2.02 0.046 

出水危険明記（危険明記＝1） 0.715 0.694  2,726.20  0.85 0.395 

過去10年内水害（500ｍ内＝1） 0.713 0.693 -1,132.21 -0.41 0.685 

出水危険明記+過去10年内水害 0.713 0.693    730.11  0.33 0.745 

過去10年内水害（400ｍ内＝1） 0.714 0.693  1,360.02  0.57 0.573 

過去10年内水害（300ｍ内＝1） 0.716 0.695  2,849.37  1.04 0.300 

過去10年内水害（200ｍ内＝1） 0.715 0.694  2,661.85  0.93 0.354 

洪水危険区域（浸水深1ｍ＝1） 0.719 0.698 -4,694.90 -1.56 0.121 

洪水危険区域（浸水深2ｍ＝1） 0.772 0.756 10,184.58  5.67 0.001 

 

（２）水害変数の比較（白石区） 

 札幌市白石区（図-４）も、浸水の頻度が高い。そこで、

北区、石狩市と同様に地価関数を推定し、水害変数によ

る影響の比較を行った。収集した地価データは表-１に示

す。地価関数の推定方法として、北区、石狩市で有意で

あった変数を中心に検討し、それ以外については検討が

不十分であるため最終的な値とはなっていない。しかし、 

表-５に示すとおり、採用した説明変数及び、推定結果は、

決定係数等からは適合度がよい結果である。北区、石狩

市と同様に「浸水有無」変数が有意であり、説明変数と

して採用した。同様に、水害 

に関する変数の検討結果を、 

表-６にまとめる。洪水氾濫 

危険区域図があまり認識され 

ていないことは同じであるが、 

t値は北区、石狩市に比べて 

高い。また、「過去10年内の 

水害」（200m以内が最もｔ値 

が高い）や「出水危険区域」 

変数のt値も高く、説明変数 

となり得る可能性が高いと 

考えられる。         図-４ 対象地域（白石区） 

表-５ 地価関数推定結果（白石区） 

説明変数  標準偏差 係 数 ｔ 値 Ｐ値 
浸水有無（あり＝1） 0.4078 -12267.68 -2.787 0.006 

公共交通による札幌駅（大通

駅）までの所要分数ln 
0.3054 -53030.7 -9.047 0.001

以下 

取引年度（97年6月=１…99

年8月＝27） 
7.1941 -552.468 -2.555 0.012 

生活施設最短距離（病院・小
中学校・スーパー）ln 

0.7727 -6045.679 -2.834 0.006 

合計幅員（接面道路（ｍ）） 6.5883  854.831  3.712 0.001 

市街化調整区域（市街化区域

＝1） 
0.2180 24973.79  3.209 0.002 

不整形土地（旗地＝１） 0.1960 -22358.38  2.888 0.005 

定数項    -- 271080.74 12.61 0.001 

Ｎ=101、決定係数（R２）=0.751、自由度調整済決定係数（R＊２）=0.733 

表-６ 水害に関する説明変数の比較（白石区） 

説明変数 R ２ R ＊２ 係 数 ｔ値 Ｐ値 

浸水回数 0.754 0.736 -6,846.04 -2.26 0.026 

出水危険明記（危険明記＝1） 0.774 0.757 -1,5073.9 -4.19 0.001 

出水危険明記（災害明記＝1,2） 0.774 0.757 -1,4759.3 -4.22 0.001 

過去10年内水害（500ｍ内＝1） 0.743 0.723 -6,728.30 -2.07 0.041 

過去10年内水害（400ｍ内＝1） 0.742 0.722 -6,482.11 -1.97 0.051 

過去10年内水害（300ｍ内＝1） 0.746 0.727 -7,799.19 -2.33 0.021 

過去10年内水害（200ｍ内＝1） 0.757 0.739 -1,0652.0 -3.16 0.002 

過去10年内水害（100ｍ内＝1） 0.741 0.721 -7,16.04 -1.90 0.060 

洪水危険区域（水深1or2ｍ＝1） 0.736 0.716 -7,975.51 -1.31 0.192 

洪水危険区域（浸水深0～４） 0.734 0.714 -1,495.78 -1.01 0.312 

 

（３）洪水氾濫危険区域図の住民認知度 
 次に、住居が出水危険区域に含まれる札幌市北区と白

石区の住民に対して洪水氾濫危険区域図の認知度及び利

用方法について意識調査（郵送）を平成12年3月に実施

した。住民基本台帳より無作為に抽出し、北区379票（回

収率 37.9％）、白石区 168票（回収率 34.9％）を回収し

ている。白石区住民の認知度は 22.6％で北区住民の

17.2％より高い。認知している白石区住民のうち80％以

上が水害の危険性が出水危険区域に比べて高い災害危険

区域の住民であった。北区では災害危険区域は設定され

ていない。白石区の住民がこのような洪水災害情報を認

識していることは、白石区で推定された地価関数の説明

変数のうち、洪水氾濫危険区域図に関する情報が北区に

比べ有意な可能性があること、また、北区では有意でな

かった出水危険区域の情報に関する変数が白石区では有

意である結果から予想できる。なお、土地や住宅購入の

際に洪水氾濫危険区域図を利用したいと考えている割合

は北区で15.3％、白石区で12.3％であった。 

４．あとがき  

 本研究では、過去に浸水した地点の治水安全度が浸水

していない地点と同程度に向上した場合の便益を計測す

ることができた。また、洪水氾濫危険区域図等の認識が

高くないことを示した。精度や確率など情報提供内容等

の問題もあると考えられるが、調査対象地域を広げ安全

な地点をあわせて地価関数を推定することも考えられる。

さらに、水害など洪水災害情報に関する説明変数の影響

や地域比較も行ったが、今後詳細な分析が必要である。 

 最後に、ヘドニック・アプローチについて東京工業大

学肥田野登教授に御指導頂き、調査を進めるにあたり北

海道開発局関新次氏、辻珠希氏、足立憲泰氏に御協力頂

きました。ここに厚くお礼申し上げます。 
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