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１.研究の背景・既往研究

少子化、人口減少、レジャーの多様化、地方衰退により、

今後閉園する遊園地・テーマパークの増加が見込まれる。

これらの跡地は敷地規模が大きいため、閉園後の新たな跡

地利用が周辺地区に与える影響も大きい。また今後、産業

遺産のように、娯楽施設が遺産的価値を持ちうる可能性が

ある。これまでの跡地利用は、施設を全面撤去し再開発す

る手法が主流だった。しかし今後は人口減少に伴い、大都

市圏以外では従来型の再開発が困難になる可能性が高く、

施設の再活用した跡地利用の手法も検討が必要である。

すでに川崎 (2014) の鉄道沿線の遊園地跡地利用を対象

とした研究や足立ら (2013) による遊園地閉園が周辺地区

にもたらす影響に関する研究はされているが、従前施設を

活用した遊園地・テーマパークを対象にした研究はない。

２.研究の目的・方法

本稿は全国で閉園した遊園地・テーマパークの跡地利用

の動向を明らかにする。さらに施設の一部を再活用した跡

地利用事例のプロセスをそれぞれ検証・比較し、そのプロ

セスに至った主な要因を明らかにする。

３章では閉園した遊園地・テーマパーク跡地利用の体系

的整理を行う。ウェブ上で収集した情報をもとに、新聞

データベース (朝日・読売・毎日・日経 )や書籍、論文に

記載されているものを抜粋し、開園・閉園年、事業主体者、

立地、跡地用途を基準に分類する。４章では、分類した一

覧の中から、従前の遊園地施設を再活用しており、かつ

宅地や商業とは異なった跡地利用事例の比較検証を行う。

本稿では「化女沼レジャーランド」「呉ポートピアランド」

「到津遊園」の三施設を対象事例とする。検証の焦点とし

て、⑴閉園前後のプロセス⑵空間の継承性 (再活用した既

存遊具や施設 )⑶利用者の変化の３つを挙げる。

３．閉園した遊園地・テーマパークの跡地利用動向

閉園した遊園地・テーマパーク事例の開園期間・事業主

体・立地・跡地用途に着目し、一覧として作成した。( 表

1) また跡地利用するにあたって、施設撤去の有無、新た
表1	閉園した遊園地・テーマパーク一覧
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表 2	跡地利用の属性別傾向

表 3	三事例の比較

所有・運営

前事業者 古川商会 (後藤社長 ) 第三セクター（阪急、呉市等） 西日本鉄道

所有：北九州市
運営：北九州整備公社

所有：呉市 /運営：呉ポートピア
友の会など 3団体

都市域外

同一（廃墟） 13 施設（管理棟・店舗など）
遊具 4台 /サル山 /バードハウス /
ムササビ /池 /音楽堂 /ホール

1億円 (温泉掘削費 ) 7.26 億円

1年 11 ヶ月ー 1 年 10 ヶ月

86.93 億円

市街化区域内

自由空間　遊びとにぎわいの
創造〜わたし流の公園遊び〜

化女沼にまつわる伝説、
照夜姫を守り神としている

化女沼を再び観光地にする
後継者が現れるまで維持

ツアー、ライブ会場、イベント
利用（いずれもほぼ無収益）

店舗賃料 /会議室賃料 /自転車貸出
/イベント開催（予算5000万円／年）

入園料 /餌代 /寄付 /乗物代 /駐車
代 /市の補助金（予算 4億円 /年）

第三セクターでの失敗の清算 /
都決で用途が公園に縛られる

市民からの要望 /当時動物園の
ない政令指定都市がなかった

自然環境教育施設

市街化区域内

約１万円
/団体 (ツアー )

（駐車場代含め）無料
800 円 / 大人

(市内学校は無料）
入園料

収益源
/予算

立地

テーマ
/方針

残存施設

整備期間

活用
/整備理由

整備費

施設名 化女沼レジャーランド 呉ポートピアパーク 到津の森公園

古川商会 (後藤社長 )

市街化区域内の
大部分の事例は
ここに属する

戦前の主に 1920 年代に開
園した大部分の事例

戦後　60 年代と 90 年代に
開園した事例が多数

戦後　60 年代と 90 年代に
開園した事例が多数

戦前に開園した
事例も少数あり

60 年代と 90 年代が多数

戦後〜 00 年代まで満遍な
くみられる

市街化調整区域内と
都市計画区域外が多い

主に
都市計画区域外

主に都市計画区域外

市街化区域内 /市街化
調整区域内 /都市計画区
域外が満遍なくみられる

戦前は電鉄系が多いが、
1970 〜 80 年頃から三セク
や観光・開発系が増加

商業や住宅、文化、教育、
宿泊・娯楽などの事業性の

高い用途が多い

緑地や環境 (エネルギー施設 )
などの公共性の高い用途が多い

更地となり、現段階では
跡地利用が明確ではない

緑地や公園、広場といった公共性
が高く、事業性の低い用途が多い

廃墟化

主に三セク、観光・開発系、
レジャー系

主に三セク、
観光・開発系、

主に観光・開発系

60 年代前半までに開園した
事例は主に電鉄系だが、それ
以降は三セクや観光・開発系

0
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図 1	呉ポートピアランドと呉ポートピアパークの入場者数の推移 (呉市資料より作成 )

1992 1998 2000 2006 現在

呉ポートピアランド 再整備期間 呉ポートピアパーク

ネイブルランド 福岡県 1995-98 三セク 市街化区域内 教育

鎌倉シネマワールド 神奈川県 1995-98 映像 市街化区域内 教育

ウルトラマンランド 熊本県 1996-13 映像 市街化区域内 商業

倉敷チボリ公園 岡山県 1997-08 三セク 市街化区域内 商業

フェスティバルゲート 大阪府 1997-07 行政 市街化区域内 商業

キリンガーデンコミュニティ 兵庫県 1998-03 メーカー 市街化区域内 商業

大川寺遊園 富山県 1961-97 三セク 市街化調整区域内 緑地、墓地

カッパピア 群馬県 1961-03 行政→三セク 市街化調整区域内 緑地

一畑パーク 島根県 1961-79 電鉄 都市計画区域外 駐車場

伏見桃山城キャッスルランド 京都府 1964-03 電鉄 市街化調整区域内 公園・緑地

四国ニュージーランド村 香川県 1988-05 観光・開発 都市計画区域外 環境

広島ニュージーランド村 広島県 1990-08 観光・開発 都市計画区域外 環境

弓ヶ浜わくわくランド 鳥取県 1998-06 行政 市街化調整区域内 緑地

岡山スカイガーデン 岡山県 1999-07 レジャー 市街化調整区域内 環境

行川アイランド 千葉県 1964-01 工業 都市計画区域外 なし(更地)

千光寺山グリーンランド 広島県 1966-07 観光・開発 市街化調整区域内 なし(更地)

新潟ロシア村 新潟県 1993-04 金融→三セク 都市計画区域外 なし(更地)

富士ガリバー王国 山梨県 1997-01 観光・開発 都市計画区域外 なし(更地)

谷津遊園 千葉県 1925-82 電鉄 市街化区域内 緑地

*到津遊園 福岡県 1932-00 電鉄 市街化区域内 公園・緑地

真鶴サボテンランド 神奈川県 1963-04 電鉄 市街化調整区域内 緑地

梅津寺パーク 愛媛県 1963-09 電鉄 市街化区域内 公園・広場

東条湖ランド 兵庫県 1969-00 観光・開発 都市計画区域外 娯楽

カナディアンワールド 北海道 1990-97 三セク 都市計画区域外 緑地

*呉ポートピアランド 広島県 1992-98 三セク 市街化区域内 緑地

柏崎トルコ文化村 新潟県 1996-05 金融 都市計画区域外 公園→宿泊・サービス

ユネスコ村 埼玉県 1951-90 電鉄 市街化調整区域内 閉鎖中

奈良ドリームランド 奈良県 1961-06 観光 市街化調整区域内 廃墟

*化女沼レジャーランド 宮城県 1979-00 個人 都市計画区域外 廃墟

ジョイランド樽前 北海道 1975-86 三セク 都市計画区域外 廃墟

グリュック王国 北海道 1989-03 観光 都市計画区域外 廃墟

山口ニュージーランド村 山口県 1990-05 観光・開発 都市計画区域外 廃墟

天華園 北海道 1992-99 建設 都市計画区域外 廃墟

アジアパーク 熊本県 1993-00 三セク 市街化区域内 廃墟

ワンダーランドASAMUSHI 青森県 2000-05 メーカー 都市計画区域外 廃墟
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名称 所在 開園期間 事業主体 立地 跡地用途

二子玉川園 東京都 1929-85 電鉄 市街化区域内 商業

阪神パーク甲子園住宅遊園 兵庫県 1929-03 電鉄 市街化区域内  商業

粟崎遊園 石川県 1925-41 個人→電鉄 市街化区域内 軍用地

多摩川園 東京都 1925-79 開発・観光 市街化区域内 福祉→宗教・緑地

近鉄あやめ池遊園地 奈良県 1926-04 電鉄 市街化区域内 住宅・教育・商業

狐ケ崎ヤングランド 静岡県 1927-93 電鉄 市街化区域内 商業

向ヶ丘遊園 神奈川県 1927-02 電鉄 市街化区域内 娯楽・住宅

京山ロープウェー遊園 岡山県 1956-98 電鉄 市街化区域内 娯楽→産業

小山ゆうえんち 栃木県 1960-05 観光 市街化区域内 商業

横浜ドリームランド 神奈川県 1964-02 観光・開発 市街化区域内 教育・緑地・墓地

伊豆富士見ランド 静岡県 1966-94 観光 都市計画区域外 産業

びわ湖タワー 滋賀県 1965-01 観光・開発 市街化区域内 商業

吉野川遊園地 徳島県 1969-11 観光 市街化調整区域内 医療

天城いのしし村 静岡県 1971-08 観光 都市計画区域外 福祉

小田急花鳥山脈 静岡県 1970-98 電鉄 都市計画区域外 教育

エキスポランド 大阪府 1972-09 電鉄→三セク 市街化区域内 商業

ジャングルパーク遊園地 鹿児島県 1972-05 商社 市街化区域内 商業

赤坂遊園 広島県 1972-91 電鉄 市街化区域内 住宅

小田急御殿場ファミリーランド 静岡県 1974-99 電鉄 都市計画区域外 商業

沖縄エキスポランド 沖縄県 1975-00 三セク 市街化調整区域内 宿泊

ひのくにランド 熊本県 1975-96
水産→不動産
・レジャー開発

市街化調整区域内 住宅

マリンピアくろい 山口県 1977-97 観光・水産 市街化調整区域内 産業

ゆのはまランド 山形県 1981-02 工業 市街化調整区域内 産業

神戸ポートピアランド 兵庫県 1981-06 電鉄 市街化区域内  商業

森のゆうえんち 京都府 1983-01 電鉄 市街化区域内 宿泊

長崎オランダ村 長崎県 1983-01 観光→三セク 都市計画区域外 公的機関・福祉・商業

マリンパーク山田 岩手県 1988-99 三セク 都市計画区域外 文化

マリンパーク境ガ浜 広島県 1989-99 三セク 都市計画区域外 文化

王子ファンシーランド 岡山県 1989-95 三セク 都市計画区域外 娯楽

アリバシティ神戸 兵庫県 1993-97 メーカー 市街化区域内 商業

ナムコワンダーエッグ 東京都 1992-00 メーカー 市街化区域内 住宅・商業

ワイルドブルーヨコハマ 神奈川県 1992-01 メーカー 市街化区域内 住宅

ベイパーク石巻 宮城県 1993-02 観光・開発 市街化区域内 商業

りんくうパパラ 大阪府 1994-04 観光・開発 市街化区域内 商業
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な建築物の有無、用途の有無の３項目に沿って、５つの属

性に分類した。それぞれの傾向は表 2に示している。

４．従前の施設を活用した事例

前章で分類した従前の遊具や施設を活用した施設活用型

事例の内、次の三事例においてヒアリング調査を行った。

それぞれの特徴とその比較を表 3に記した。

⑴化女沼レジャーランド

開園当時は一度もメディアに取り上げられたことがな

かったが、事業者 (オーナー )の思いから閉園後解体せず

に廃墟化した結果、廃墟愛好家などから徐々に注目を集め

た ( 図 2)。閉園して数年が経ってからメディアに取り上

げられたことをきっかけに、ライブやコスプレイベントの

会場や映画のロケ地、廃墟ツアーの目的地として利用され

始める。化女沼レジャーランドの開園当時は地域住民を中

心として利用されていたのに対し、閉園後廃墟化してから

外部からの利用に変化している (図 3)。

⑵呉ポートピアランド

第三セクターが事業主体となり、遊園地として開園当初

は来場者数も多かったが、徐々に減少し 1998 年に閉園、

三セクは経営破綻に追い込まれた。破綻後、呉市役所は

再び市民の憩いの場を設けるために、市民の無料公園「呉

ポートピアパーク」として再整備した ( 図 4)。開園初期

の市民に定着させるための一時的な盛り上がりをみせた

活動促進期を除くと、指定管理者移行後は安定した入場

者数を確保している。呉ポートピアランドは市民のリピー

ター率が低かったのに対し、呉ポートピアパークとして開

園後は市民から一定頻度の利用がある (図 1,5)。

⑶到津遊園

事業者である電鉄の経営方針の変更により閉園が決まる

も、市民 26 万人の署名をきっかけに有料公園かつ市民動

物園「到津の森公園」として北九州しに再整備された (図

6)。到津遊園開園時でも、常に市民が日常的に利用してい

たため、署名活動も活発に行われた ( 図 7)。到津の森公

園として再開後も市民の教育活動の一部として機能し続

けている。

５.まとめ

３章では遊園地・テーマパークの跡地利用の動向を整理

し、５つの属性に分類した。４章では施設活用型事例の中

から、聞き取り調査を行った三事例のそれぞれの閉園前

後のプロセス、空間の継承性、利用者の変化に着目した。

三事例で共通している点は、それぞれ閉園前の施設を活用

するきっかけとなる人物あるいは団体が存在し、再整備や

維持がされているという点である。しかし、プロセスある

いは、事業主体や立地などの前提条件に関しては事例ごと

に大きく異なっている。これらの差異を掘り下げ、従前施

設を活用した跡地利用の可能性について、今後も検討して

いきたい。
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図 3	化女沼レジャーランドの利用者変化と転換プロセス
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図 7	到津遊園と到津の森公園の転換プロセス
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図 4	呉ポートピアパーク (出典：GoogleMap)

図 2	化女沼レジャーランド (出典：GoogleMap)

図 6	到津の森公園 (GoogleMap)
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