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人口減少期の都市計画 

～地域好循環型コンパクト化のすすめ～ 

                    総括支援アドバイザー兼教授 奥原 英彦 

 

● 人口は縮んでも、縮まない都市計画区域 

 現在、人口の 9 割以上が居住する都市計画区域。この都市計画制度は、戦後の人口増加

期に起こった都市の無秩序なスプロール（拡大）化に対応するため、1968 年に開発の「規

制」を主な施策として施行されたものです。 

その目的
．．

は「市民の健康で文化的な生活と機能的な活動を確保するため」であり、「土地

利用、都市施設の整備、市街地開発事業など」の事業を手段
．．

として実施する制度（注 1）で

す。 

（注 1）都市計画決定の手引き - 福島県ホームページ (fukushima.lg.jp) 

 

〇 戦後の急激な人口増と経済成長が背景 

 当時は、戦後のベビーブームを主因とした急激な人口増加と高度成長経済により、大都

市圏への人口集中（注 2）が引き起こす深刻な住宅不足、更には、文化的生活を支える道路

や上下水道などの都市施設の未整備などが引き起こす都市環境の悪化解消、などが急務の

課題であったためでした。 

 このため、毎年巨額な公共投資によって、ニュータウンの建設、道路の高速化、上下水

道などの整備、つまり供給サイド政策によって、これらの課題解決を図ろうとした訳です 

 このように、わが国の人口増加や経済成長は、先進諸国の中でも桁外れに急激（注 3）で

あっため、需要と供給のミスマッチから生じる社会的諸問題を、需要と供給の構造をバラ

ンスさせる観点ではなく、供給政策の一本鎗で進めてきてしまったとしても、仕方がなか

ったとも言えます。 

（注 2）大都市圏への人口集中の推移（日本）：総務省統計局 

 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41055a/toshikeikakuhou-tebiki.html
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（注 3）戦後の経済成長率の推移（日本） 

 

 

〇 縮む地域社会と縮まない市街化区域 

 ところが、わが国の経済も 2000年前後から（需要が供給を下回る）デフレ経済に移行（注

4）。人口も 2010年前後から減少基調に変化してきたにも拘らず、数多くの政策が供給政策

の枠組みから脱却出来ずにいることで、却って問題を深刻化させてしまっています。 

 都市計画も同様です。多くの地方部では、わが国全体の少子高齢化基調に加えて、2000

年前後から人口が減少に転じたにも拘らず、供給一本鎗の政策は変化することなく続いて

います。 

 このため、人口が毎年 1％以上減少している県でさえ、市街化区域面積は全く減少しない

ばかりか、漸増しているのが現状です（注 5）。その結果、都市（市街化区域）における健

全な社会経済活動を支える適正な「人口密度」である「ヘクタール 130人～150人（注 6）」

を満たす都道府県は、わずか東京都（注 7）だけとなっています。 

（注 4）バブル経済崩壊後からデフレ経済への分岐点の時期には諸説ある。企業物価指数で 1991 年 11 月

以降、GDP デフレーターで 1994 年第 4 半期以降、消費者物価指数で 1998 年 9 月以降とされるが、

遅くとも、2000年以降は基本的にデフレ型経済に移行したと考えられている。 

   筆者コラム「地域の「ブランド化」で「稼ぐ」産業政策への転換を」参照 

調査研究支援事業（アドバイザー事業） (f-jichiken.or.jp)： 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1991%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/GDP%E3%83%87%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/1994%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1998%E5%B9%B4
http://www.f-jichiken.or.jp/tyousa-kenkyuu/tyousa-shien/tyousashien.html
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（注 5）福島県の人口推移と市街化区域面積 

 

（注 6）徒歩圏の都市機能が成立する人口密度。日・独の伝統的な都市において成立しており、都市計画

における経験値として知られている。（「ドイツのコンパクトシティは何故成功するのか」 

 村上敦、学芸出版社 に、具体的な事例が詳しい） 

（注 7）市街化区域における人口密度は、東京都 128人/ha。全国平均 61.5人/ha。 

ちなみに、福島県は 66人/ha。（令和 2年度） 

（都市交通調査・都市計画調査：都市計画現況調査 - 国土交通省 (mlit.go.jp) 

 

● 何故、縮まない日本の地方都市 

 現代における都市とは、前述のとおり「市民の健康で文化的な生活と機能的な活動を確

保するため」の装置であります。特に、地域活性化との関連から見ると、新たな地域経済

循環を生む装置（構造）でなくてはなりません。 

 そのためには、後述するように、需要（人口）と供給（市街化面積）の適正マッチング

点である「ヘクタール 130 人～150人」を目標値に、都市政策を大転換させる必要があるの

です。 

 

〇 人口減少→低密度化→需要減 がもたらす負の経済循環 

 人口減少による需要が供給を大幅に下回り始める低密度の都市地域では、何が起こるの

でしょうか。 

例えば、徒歩圏で毎日の買い物を支えていた近隣型商店（街）では、売上が年々減少す

ることで、住民でもあった個人商店が消えていきます。また、電車やバスなどの公共交通

機関では、乗る客数が年々減少していくことで採算性が悪化し、路線や本数が減少してい

きます。 

https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/genkyou.html
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このように、人口減少→低密度化→需要減によって、適正人口密度で成立し都市型生活

を支えてきた正常なサービス経済循環が、次第に機能低下を起こし、住みにくい地域が広

がっているのです。特に、わが国では、国民が好む食材の特性から新鮮な生鮮三品が揃っ

ていることが買物利便性の条件でしたので、近隣型商店街の消滅は子供や高齢者が徒歩で

買物に行けないという、住みにくい地域を作ってしまいました（注 8）。 

このような低密度化が都市全体に広がってくると、今まで買回り品を売っていた都市の

中心商店街においても、需要希薄化により経済循環機能が低下。いわゆる「シャッター商

店街」が駅前で広がっていくことになります。 

（注 8）1970 年代後半からの都心人口の空洞化が社会問題化した東京都では、近隣型商店街のテコ入れ

による都心活性化策として、1980年から「東京都モデル商店街事業」をスタートさせ、多く地

域で「活気ある商店街を核とした住みやすい地域」が復活。人口も戻って来るとともに、中に

は、域外も巻き込んだ地域活性化に発展する事例も出てきた。 

     第一号指定を受けた谷中銀座商店街は、「谷根千（谷中、根津、千駄木）」という新たな地区

ブランドの確立にも成功。1985年鈴木都知事（当時）が初の商店街視察を行った。 

 

〇 モータリゼーションの放置が招く負の経済循環の加速化 

さらに、これらの傾向に拍車をかけたのが、わが国でも 1970年頃から始まり、2000 年こ

ろから加速化した過度なモータリゼーション（過度な自家用車移動依存）です。 

先進諸国のモータリゼーションには、大別すると、モータリゼーション以前から都市があった「欧州

型」（自家用車利用が50％未満）と、1930年代からのモータリゼーションによって都市の郊外化が拡大

した「米国型」（同利用が50％以上）がありますが、1970年代からモータリゼーションが始まったとい

われる日本の地方部は、現在外出時のマイカー利用率が 70～80％台となっており、急速に米国

型に近づいています（注 9）。 

このため、自家用車移動の制約環境（駐車場がない、駐車料金が高い、バス優先レーンの設置）のな

い地方部の都市では、外出時のマイカー利用率上昇に歯止めがかからず、人口減少基調が顕著と

なっても低密度な都市の外延化が止まらない（コンパクト化出来ない）、つまり、人口が減少しても市

街化区域は拡大していくという、経済合理性からは説明のつかない奇妙な現象が起こっているのです。 
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（注 9）国別に見た外出時交通手段の比較 

 

筆者コラム「地域公共交通を巡る現状と展望」参照： 

調査研究支援事業（アドバイザー事業） (f-jichiken.or.jp) 

 

● 半世紀前に「脱車社会」に舵を切った欧州の都市計画 

 実は、都心商店街の売上低下、シャッター商店街による都心活力の空洞化などは、わが国

固有の現象ではなく、モータリゼーションの進展により、1960 年代の欧州各国においても

散見され始めた、負の都市現象でした。 

 

〇 「自動車偏重型」から「徒歩、自転車、公共交通、自動車の共存型」へ 

 しかし、欧州各国都市における人口密度は、その歴史的成り立ちや都市計画的拘束力の

強さ（注 10）が故に、モータリゼーションの進展によっても大きな変更が見られない「前」

に、1970年代から次々と「脱車社会」へと舵を切ったのは、賢明な選択でした（注 11）。 

 具体的には、中心市街地への自動車の進入禁止、公共・商業エリアの終日歩行者天国化、

ＬＲＴなどによる公共交通アクセスの充実、自転車専用道路の設置などにより、移動手段

が「自動車偏重型」から「徒歩、自転車、公共交通、自動車の共存型」（注 9図参照）へと

シフトし、地域循環経済が見事に復活しました。 

（注 10）欧州で一番厳しいと言われるドイツの都市計画では、注 6の「ヘクタール 130人～150人」

という住宅地の人口密度を指標として、建ぺい率や容積率、賃貸率などを指定して新興住宅

地の計画や再開発を実施するマスタープラン（土地利用計画：いわゆる線引き）があり、こ

の線引きのない土地はドイツには存在しない。 

http://www.f-jichiken.or.jp/tyousa-kenkyuu/tyousa-shien/tyousashien.html
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そして、この都市計画制度によって、住宅地や商業地の供給量を需要に対応させることで、

都市内の経済循環を安定的かつ中長期的に維持させることに成功している。 

（注 11）ドイツの道路計画の変遷 

 

 

〇 「徒歩、自転車、公共交通、自動車の共存型」で復活する地域循環 

 欧州で「脱車社会」に先行する都市では、当初は、中心市街地の商業者からは「車が来

ないと売上が下がる」との思い込み（注 12）から反対もあったそうですが、今では全くあ

りません。 

 その結果、欧州の地方都市は、中心市街地には終日人で溢れ、高齢者も安全な街区をゆ

っくりとウィンドウショッピングを楽しみながら散歩。子供たちは 15分に 1本程度の公共

交通を利用して登下校。若者は夜まで演劇を楽しみカフェで談笑。 

 これらの「徒歩、自転車、公共交通、自動車の共存型」都市の形成によって地域循環経

済が活性化するという潮流（構造）は、今や、欧州共通の認識（注 13）となっています。 

（注 12）かつての常識や経験（慣習）が、その前提が変わっても行動変容を妨げてしまう心理的バイアス

を「経路依存性」というが、この「思い込み」は典型的な経路依存性の事例と考えられる。 

かつて自動車が贅沢な乗り物であり都心での交通渋滞がなかった時代（～1960 頃）には、車客

が来ると売上が増え、商店のブランド力もアップした。しかし、1960 年以降のモータリゼーショ

ンによる渋滞や騒音、交通事故の多発は、都心の状況を一変させた。商店前の歩行者が激減したか

らである。このような状況になっても脱車社会に反対することは、合理的ではないが心理的には存

在しうる。この経路依存性から早く脱却できるかが、時代を先取りした政策実施のポイントである。 

（注 13）EU欧州委員会では、EUにおける初めての都市政策を 1997年 10月「EUにおける都市アジェンダ」

として提言。その中では、「都市の内発的発展＝地域経済循環の機能化」を目指すために、中心市街地

を「歩いて暮らせる空間に再設計する」ことを展望した。 
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筆者コラム「地域経済循環率 100％超の地域づくり」参照：調査研究支援事業（アドバイザー事業） (f-jichiken.or.jp) 

詳しくは、「EU における都市政策の方向」国土交通政策研究所 2002 年：kkk16.pdf (mlit.go.jp) 

 

〇 わが国における「脱車社会」型都市の成功例 

 わが国においても、「徒歩、自転車、公共交通、自動車の共存型」を目指して都市計画を

実践しつつある都市においては、着実な地域経済の好循環が見られます。 

 ＬＲＴ（注 14）の新規建設を進めている宇都宮市では、ＬＲＴ停車駅周辺でマンション

建設が相次ぎ、今春には 30年ぶりに小学校が開校。最近は、目に見えて街並みが変化。 

 また、富山市はかつて、県庁所在地で最も人口密度が低く自動車での移動が多い「薄く

広がる都市」でしたが、ＬＲＴ沿線のいくつかの街を団子状に人口密度ＵＰを誘導。 

 いずれの都市も、地域経済の好循環を示す証拠として、住宅地や商業地の基準地価（注

15）が「軟調」な地方都市の中にあって「堅調」な地価となっています。 

（注 14）筆者は、「脱車社会の実現」（目的）が明確な都市計画であれば、LRT（手段）導入は１つの実現

手段として検討に値すると考えているが、「コンパクトシティ化（手段、結果）のためには LRT（手

段）しかない」という一部の風潮には疑問がある。 

（注 15）2021年 7月 1日国土交通省発表。特に、富山市では、住宅地は 6年連続、商業地は 8年連続の上

昇となっている。 

 

● 地域循環を高める、これからの都市計画 

 わが国の都市成長を振返ってみると、前述したように、戦後における世界に例を見ない急

激な人口増と高い経済成長に見合った宅地や商業地、工業団地、都市施設などの「供給」（手

段）を行うことが目的化
．．．

されてしまい、何のために（市民の健康で文化的な生活と機能的

な活動を確保するため）、どのような目標に向かって（経済循環面から需給バランスのとれ

る人口密度ヘクタール 130 人～150人まで）などの振返り（棚卸し、反省）を、殆どせずに

来てしまいました。 

 このため、元々、持家政策によって、都市中心から郊外へと低密度に膨張していた都市

が、人口減少期に入っても、モータリゼーションの影響もあり「縮まない都市（薄く広が

り続ける都市）」になってしまいました。 

 この結果は、前述したとおり、人口減少期に入っている地方都市の殆どで、地域循環構

造が悪化する負のスパイラル現象が顕在化（注 16）。中心市街地を見ても人影がまばらで活

気がなく、自家用車だけが走り回る危険で住みにくい地域となっているのではないでしょ

うか。 

 筆者は、地域活性化（地方創生）との関連から見ると、都市の中心市街地を新たな地域

経済循環を生む主要な装置（エンジン）に戻す必要があると考えます。 

 具体的には、欧州諸都市や富山市などの成功例に習い、住宅地では需要（人口）と供給

（市街化面積）の適正マッチング点である「ヘクタール 130人～150人」を目標値に、中心

http://www.f-jichiken.or.jp/tyousa-kenkyuu/tyousa-shien/tyousashien.html
https://www.mlit.go.jp/pri/houkoku/gaiyou/pdf/kkk16.pdf
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市街地では「脱車社会化」を進め、都市全体を「徒歩、自転車、公共交通、自動車の共存

型」の都市へと再設計（大転換）させることです。 

（注 16）象徴的なのが県庁所在地の老舗百貨店の閉鎖。例えば、「山交百貨店（甲府市）」が 2019 年 9

月に閉鎖。2020年 1月に「大沼（山形市）」が自己破産で営業停止。同年 3月に「新潟三越（新

潟市）」が閉鎖。2020 年 8月には「中合（福島市）」が閉鎖。 

筆者コラム「地域公共交通を巡る現状と展望」参照： 

調査研究支援事業（アドバイザー事業） (f-jichiken.or.jp) 

 

〇 第一ステップ：商業集積のある通りや地区の「歩行者天国化」（経済循環の実感） 

中心市街地での脱車社会化の進め方には、いろいろなアプローチが考えられますが、欧

州での事例や日本での経験を踏まえると、商業集積のある通りや地区の「歩行者天国化」

の「社会実験」から、しかも、曜日や時間を決めるなど、「部分的」にスタートさせること

が、賢明なやり方でしょう。地域の人々に、経済循環が復活するのを実感してもらうこと

が極めて大切だからです（注 17）。 

 いくら、他の都市で上手くいっていると言われても、「車が来ないと売上が下がる」とい

う思い込みは商業者には根強くあり、ほとんどが反対側に回るのが常のようです。このた

め、その誤解の払拭には、自分事として体験（経験）してもらうしかありません。 

しかし、歩行者天国化によって売上の伸長を一旦実感した商業者は、今度は他の地区で

の「歩行者天国化」に際しても推進の説得側に回ってくれるでしょうし、曜日限定を撤廃

し全日化（注 18）にも賛成してくれるのではないでしょうか。 

需要と供給の観点からみると、この歩行者天国化は、単位面積当たりの歩行者を増やす

ことで、買物「需要」を増やす（注 19）政策の 1つと見ることが出来ます。 

（注 17）筆者は、（注 11）で先述したとおり、わが国の地方部における多様な主体の多くが（注 16）の

ような危機的事態に至っても行動変容を起こさないのは、「経路依存性」から脱し切れていない

からであり、それが新たな政策転換を阻んでいる最大の障害と考えている。このため、都市計

画において「脱車社会」を進めるためにも、まず、商業者に「車が来ないと売上が下がる」と

いう「経路依存性」から脱してもらうことが早道であり、第一歩であると考えている。 

（注 18）日本最初の買物公園通り（北海道旭川市平和通り）においても、1972年から道路法に基づく歩

行者専用道路として恒久化される以前に、1969年には 12日間だけの社会実験が行われるなど、

期間を限定した試行を積み重ねている。 
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（注19）歩行者量と小売売上効率の相関（歩行者が増えると売上が増える） 

（資料）国交省都市局「まちの活性化を測る歩行者量調査のガイドライン」 

筆者コラム「地域公共交通を巡る現状と展望」参照 

調査研究支援事業（アドバイザー事業） (f-jichiken.or.jp) 

 

〇 第二ステップ：賃貸公営住宅の建設による中心部の高密度化（ヘクタール 130 人～150 人）の

実現 

 次のステップは、需要と供給の観点からみた、需給バランスのとれる人口密度ヘクター

ル 130人～150人を目指し、いろいろな機会を利用した中心市街地の再整備です。 

 機会としては、例えば、1970 年代の都市化が始まった頃に賃貸型の公営住宅が建設さ

れており、半世紀経った現在その改築期を迎えている。また、合併後の旧庁舎の有効利用

が進んでいない。さらには、小学校の統廃合によって生じた土地の有効利用を考えている。

などの様々なケースが考えられます 

これらのあらゆる機会を捉えて、中層の優良賃貸型公営住宅（一戸あたり 120 ㎡程度）

を作り提供する（注 20）のが、第二ステップです。 

わが国の住宅政策は、持家の一本鎗で進めてきたので、空き家が目立ち始めた現在にお

いても、新規居住需要は都市の外延部へと誘導され「薄く広がり続ける都市」になってい

ることは、前述のとおりです。 

そこで、欧州の都市（注 21）のように、利便性の高い中心市街地に優良な賃貸住宅を提

供することで、都市中心部における新規居住需要が高まり、結果的に人口密度ヘクタール

130人～150人の地区が形成されていきます。 

   この人口密度の地区では、徒歩でアクセス可能な近隣型商店（街）が成立することで、

買物利便性が高まり、自家用車移動の必要性が劇的に低下することで、安全安心な地区形

成の条件（注 22）が整ってきます。 

   このようにして、都市内の経済循環を安定的かつ中長期的に維持させることが可能とな

ってきます。 
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（注 20）筆者は、人口減少期において地域経済循環率を高め、また、若年層人口の定着を図るために、

自治体の取り組むべき政策の 1つが、この公的賃貸住宅の提供であると考えています。 

（注 21）わが国における公営・公共賃貸住宅比率が 5％（住宅・土地統計調査 総務省統計局）と比較

して、例えば、ドイツの地方都市での公的借家（賃貸）比率は、20％前後（ドイツ統計年鑑 連

邦統計局）と極めて高い。また、30歳～60歳のファミリー世帯の借家率（公的・民間）は 50％

を超えており、各都市の都市計画においても、地域毎の賃貸戸数を定めている。 

 （注22）わが国では、生活道路の隅々まで自家用車が入り込み、都市内おいて安全安心な地区はほぼ消滅している。 

筆者コラム「地域公共交通を巡る現状と展望」参照： 

調査研究支援事業（アドバイザー事業） (f-jichiken.or.jp) 

 

〇 第三ステップ：公共交通網の再編 

 そして、仕上げが地域公共交通網（注 23）の再編です。イメージとしては、ヘクタール

130人～150人の地区を、富山市の例のように団子状に串刺しするように路線を形成。15分

ごとにバスなどを運行。 

 このバスについては、既存のバス事業者に加えて、郵便車、病院、ホテル、工場、スク

ールバスなどのあらゆる地域交通資源を総動員してプログラム化し、地域自らがデザイン

する自律型の公共交通網を構築（注 24）することになります。 
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（注 23）「地域公共交通」を鉄道や路線バスなどの公共交通事業者が提供する交通サービスと、狭く捉える必要はない。 

例えば、スクールバス（交通-文教連携）、病院巡回バス（交通-福祉連携）などの公共性の高い地域交通サービ

スへの「一般（特定）住民の混乗」、更には、貨物運搬車やホテル送迎バスなど「民間部門が保有する輸送資源

への混乗」までも総動員することで、地域住民や観光客の移動ニーズにきめ細かく対応することが可能となる。 

筆者コラム「地域公共交通を巡る現状と展望」参照： 

調査研究支援事業（アドバイザー事業） (f-jichiken.or.jp) 

（注 24）2020年 11月に施行された「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法

律」の趣旨でも示されている通り、これからの時代は、地域の交通を「地域が自らデザインする」

時代であり、かつ、「地域の移動ニーズにきめ細かく対応」できるように「輸送資源の総動員によ

る移動手段を確保」することが、自治体に求められている。 

 

〇 残されている時間は少ない 

    2025年には、団塊世代が後期高齢者となり免許返納が大量に始まります。薄く広が

り続ける地方都市の中で、さらに、次々とバス路線が縮小していく中で待っているの

は、地方都市の高齢者が「買物難民」化と「交通難民」化していく姿です。 

    また、地方都市の中心部における地域経済循環が低下することで待っているのは、

（注 16）に象徴されるような都市サービス産業の崩壊が生む中心市街地の空洞化です。

コンパクトシティとは全く逆の危機的状況となってしまうのです。 

更には、都市サービス産業の雇用力が低下し、住むのに危険で魅力のない地方都市

では、若者層の大都市圏移転が加速することでしょう。 

前述の第一ステップ～第三ステップは、脱車社会への道であり、しかも前例踏襲や

経路依存性から脱却出来ない人々には、とても乗り越えられない壁に映るかもしれま

せん。 

しかし、都市全体を脱車社会、「徒歩、自転車、公共交通、自動車の共存型」の都市

へと再設計（大転換）し、地域経済循環の好循環化の実現なくして、人口減少期に入

った地方都市衰退の危機は乗り越えられないでしょう。 

残されている時間はほとんどないのです。 

以上 

 

 

 

※ このコラムは執筆者の個人的見解であり、公益財団法人ふくしま自治研修センターの 

公式見解を示すものではありません。 
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