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としたらどういうことがあるのか、お話を願い

たいと思います。

姥浦 まず、根本的に、東日本大震災は、都市

計画のパラダイムが変わる中で起きた話です。

人口減少と少子高齢化により、
都市計画自体も、

拡大する都市計画から既にあるものをどうつく

り変えていくのか、場合によっては集約化を図

っていくのかという、いわゆる拡大する都市か

ら成熟・縮退する都市をどうつくっていくか、

というところに課題がシフトしてきているわけ
です。

そういう中で、三陸地方という、典型的に人

口が減少し高齢化が進んでいるようなところで

起きたのが、第一の大きな特徴ですね。人口や

土地利用のフレームをどう設定していくかが非

常に難しくて、人口が減少しているうえに、移

動を全く読むことができない中で計画をつくっ

ていかなければならない。

く違って、まちそのものを移転させて完全につ

もう一つの特徴が、阪神・淡路大震災と大き

くり直す「移転」を含んでいることです。阪

所長）
組みの中でバタバタと走りながらつくったこと

神・淡路は、道路を広げましょうという通常の

国土交通政策研究所

佐々木 今日は、東日本大震災の現場に直面し

もあり、現場の運用についてはいろいろ課題が

（国土交通省

た姥浦先生と女川町長に、生の声をお聞かせい

の計画論と、
手続きの調整が非常に難しかった。

いまちをどうやっていくのかということで、そ

フレームでできたわけです。今回は、全く新し

あると思います。

教訓になって、後輩たちが読んで、役立つよう
なことが一つでも二つでも議論できればいいと

佐々木 まず、姥浦先生、東日本大震災全体を

思います。

ている中でやっていかなければならなかったと

さまざまな事業を一気に、しかも期限が限られ
今回の復興計画については、いろいろな事業

見て、復興計画の課題のポイントとして挙げる

思います。
や予算をつけて支援する制度を、復興という枠

都市計画のパラダイムシフト
・三陸の復興計画の特徴
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ただいて、次に巨大災害が起きた時の何らかの
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たぶん女川町も同じような感じで、人口減少

の中ですし、それから防潮堤をどうするかとい

う安全性の問題とか、
新しい駅をどこに置くか、

住宅をどうするかという、さまざまな事業が一

気に入ってきている中でまちづくりをされてい

ると思うのです。

女川町の人口フレームと
土地利用

須田 女川は町内の七割の住宅が流失し、人口

のおよそ一割の方が尊い命を失うという、あの

状況でどうやっていくのか、なかなか表現しに

くい難しさがあったのですね。

私が町長に就任したのは被災後の一一月です

けれども、女川町には、六月ぐらいから、国の

直轄調査が入って、復興制度は決まっていなか

ったのですが、復興計画づくりに向けたサポー

トがなされていました。コンサルタントを中心

に専門家が入ってこられて、いろいろな復興ま

ちづくりの絵を描いていく。コンセプトメーキ

ングをしていくわけです。私も、その後を受け

て具体的な事業を描いていくわけですね。まだ

区画整理事業も「なされるだろう」ぐらいで決

まらない。あと防災集団移転促進事業も、
「こ

ういうルールになるだろう」という未確定のと

ころでやっていた。

最初に「人口フレームはどうするか」という

話になる。現実問題として、震災後生き残った
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画を立案して、区域の設定をしていく。それを

見直すに当たっては、導入した理由があると思

に落ち着きながらフレームを固めていくような
形ができないかと思って、例えば津波復興拠点

方が九二〇〇人弱で、今は六八〇〇人弱まで減
っている。自然減だけでなく社会減も相当な数

うので、そこは阻害してはいけないと思うので

のにしていこう」ということになる。それは、

整備事業などは、拠点を先行的に開発して復興

ただ、女川町の区画整理の場合は、最初にフ

法とか条例、政令ではなくて、ある意味、扱う

なわけです。あの当時、めちゃくちゃにされた

レームを決められたけれども、ほかの自治体で

側の現場に委ねられるというのか……。

すが、一方で、携わっている側の感覚では、絵

わが町においては、計画の中に変更が容易に

は弾力的に区域を変更しています。区画整理の

佐々木 裁量性ですね。

していく建前には一応していたのですが、現実

しやすいように、造成面は「ここはニーズが少

区域を変更するのは実は難しいのですが、やり

須田 裁量性でやれるだろうけれども、何か行

町を「六〇〇〇人の人口フレームで」と言った

なければ凍結、あるいは事業縮小する」という

やすくなるような制度を平時から考えておくと

政的には、
「一回決めたら、変更はだめ」みた

をゼロから描き始めたけれども「変えられるも

余地をあらかじめ入れ込んでおきました。実態

か、土地利用、事業という枠組みではなくて、

いなことがないわけではない。そこをどう越え

は市街地全部をそれでやるということにはなら

面での人口減少が明らかになってくれば、
「こ

現実的に、政治的にうまくやれる仕組みを平時

ていくかだと思いますね。
法令だけではなくて、

ら、政治的には非常に難しいわけですね。なぜ

ういう状況だから」と住民の皆さんにもお伝え

から考えておく必要がありそうです。計画論の

むしろソフト、扱う側の問題ということです。

のなら変えて、よりいいもの、実現性の高いも

できるからです。これから希望をつくっていか

技術的な問題も、法制的にも柔軟にできるよう

姥浦 実際の変更に際しては、その周辺領域と

なかった。

なければいけない時に、正面切って、ドライな

な枠組みが、今回の復興計画では非常に求めら

の調整が必要になって、
それで時間がとられる。

ならば「再建へ向けてがんばろう」という町民

現実を提示していくのは難しかったですね。変

れました。使いにくい制度ながらも、女川町の

そこを非常に嫌だと思っていらっしゃる方が多

の心を折りかねない。

更の余地を織り込んでいたおかげで、部分的に

場合は、かなりうまくやられたと思います。

いと思うのです。特に、現場から離れれば離れ

るほど、
「制度的にはこうなっているので、そ

いますね。

道路の法線を最初に決めていく。でも、いろい

須田 その点、
例えば都市計画決定を打ち出し、

も、区画整理でも、事情に応じて随時変更する

佐々木 今から思うと、被災地の普通の道路で

ょうからね。

柔軟性が必要な都市計画

事業凍結をして、最終的には現状の人口フレー
ムでおさまるような形でできてはいる。そうい
う面では、計画とか土木技術的なことより、各

佐々木 理屈から言うと、
人口フレームを決め、

ろ煮詰まってくると、
「変えたほうがいいので

とか、小さく始めて大きく決めていくとか、そ

れは難しい」みたいな話になることもあるでし

土地利用を決め、それを受けて、土地区画整理

はないか」となっても、
「一回決まったから変

地のそれぞれの責任者が苦労されただろうと思

しよう、高台移転を考えていきましょうとなる

思うのですね。今回、運用指針などを出してい

ういうことを明確に言っておく必要があったと
都市計画その他、全般的に言えることでしょ

るわけですが、そこが足りなかったかなと思い

えられません」みたいな話が出るわけです。
うが、平時であれば、何らかの目的を持って計

けれども、現実に被災していて、人口フレーム
から入っていくのは非常に難しい。
私も、都市局にいた時、一歩からでも段階的
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が違うのだったら、空間計画も変えていく必要

じて、だんだんものが見えてきた段階で、それ

ては逆線引きをするとかですね。フレームに応

いると思います。線引きにしても、場合によっ

とか、見直しましょうという流れになってきて

姥浦 平時でも、やはり都市計画道路は難しい

ます。

ます。

してより魅力ある空間を作ることも可能になり

駄が省けて効率的になるだけではなく、全体と

う総合化するかですね。総合化することで、無

も目に見える空間は一つですので、それらをど

つの空間にかかわってくることになります。で

土木があり建築がありと、いろいろな部署が一

業でしたので、必然的に、国、県、市があり、

がいろいろなところに見られました。

う調整の問題で、工期は半年遅れたりする状況

円未満なので議決は要らない。当初は、そうい

ことが必要となるのです。事務所発注だと五億

場合は本庁発注なので、議会の議決をいただく

ロットを五億円以上に大きくすると、宮城県の

いから、
発注ロット（数量単位）を大きくする。

市計画は、一種の技術であり手段でもあります

のであれば、変えなければいけない。要は、都

佐々木 変えていったほうが町民の幸せになる

思うのです。縦割りがあって、いろいろな事業

体的にコーディネートしていくのかが重要だと

どう市町村レベルで、もしくは地区レベルで一

と手法をどういうふうに持ち寄るのか、それを

は思っていまして、そこにほかの人たちが情報

これを決める主体は基本的には市町村だと私

するのです。

して発注されて、いつの間にか護岸ができたり

に終わってゴーということではなくて、事業と

れで」みたいにやっていたものが、調整が完全

まだ混乱している状況の中で、
「とりあえずそ

であるわけですね。そうすると、
事務レベルで、

目標が何％と、国、県、自治体それぞれの立場

それと、例えば復旧率とか着手率、進捗率の

があると思います。

ので、柔軟性が必要だと思いますね。

が入ってきた中で、市町村でコーディネートす

と土地利用、土地利用にくっついている都市整

分かれた。県の事業の防潮堤のような土木施設

けですが、今回の場合は、調整の主体が非常に

合は、基本的に市がメインの調整主体だったわ

合わさって、なおかつ、阪神・淡路大震災の場

のための盛り土と、ダイナミックな事業が組み

たのは、県の防潮堤みたいな土木施設と、移転

ですけれども、今回の東日本大震災で難しかっ

佐々木 姥浦先生にコメントをいただきたいの

担当の復興推進課と災害復旧担当の建設課の事

道路、漁港が絡んでいるところに、うちの復興

復旧と復興工事とそれぞれ別なんです。河川、

も、例えば三つぐらいの部署がかかわり、災害

須田 具体的なある一定のエリアの中で、県で

す。

実問題としては非常に難しかったと考えていま

ほど、技術者をどううまく持ってくるのか、現

るところはできたけれども、小さくなればなる

るのは、なかなか難しいところもある。力があ

普通にやると、区画整理をやる人たちはそれを

のですね。だから、
結局まちづくりといっても、

ので、そこを空間でまとめる部署が存在しない

姥浦 結局、自治体自身も縦割りになっている

います。

たなというのが、相当数あるのではないかと思

間をかけて調整していたら、もっとうまく回せ

後から振り返ると、一カ月でも二カ月でも時

国・県の事業と市町村の
事業との調整

備みたいな土木事業と、専門も違うしネットワ

業がさらに加わるのですが、輻輳していて何が

やり、その隣で堤防をつくる人は、どこを境界

にするかぐらいで調整がおしまいとなり、全体

情報の共有 共･通認識
の重要性

ークも違うようなところで、非常に課題も多か

何だかよくわからない（笑）
。
個別に工事発注すると誰も手を上げてくれな

ったと思うのですが、いかがでしょうか。
姥浦 今回の復興は、街を根本的に作り直す作
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つくられて……。

あたりは、女川町の場合には、デザイン会議が

須田 現場からすれば「そんな時間ない」とい

ひ持っていただきたいと思います。

も自治体の職員の方々には、全体を見る目をぜ

とについては、国の制度設計の課題がすごく多

序によって、結果として種々できてしまったこ

た。土木と都市計画、まちづくりとの関係の順

あっても、フィードバックがうまくできなかっ

てしまう。そうすると、地元の意見がいろいろ

須田 デザイン会議と、あとは事務レベルとい

うことだと思うのですが、時間がない中でも、

かった。

状況もあったと思います。が、そのような中で

うか、
町とＵＲ（都市再生機構）とＪＶ企業で、

感覚として持っているかどうかが大切だと思う

をどうするのかという話が抜けてしまう。その

月一回、共通の課題を文書で全部テーブルに出
のですね。

同じような支援ができます。今後の災害予防と

枠組みはできており、
同じような災害が来れば、

復興の事業は、時限的な制度ですけれども、

して、合意形成というよりは情報の共有を図る
ということを常にやっています。
姥浦 石巻市などでも、復興まちづくり会議を

共通理解される言葉できちっと橋渡しをしてい

須田 組織内でも、
それぞれの部署が違っても、

でしょうね。

の場が、これからは非常に重要になっていくの

回していくというのがあります。そういう調整

実際の復興事業の高台移転の補助の細かな要件

仕方とか、
負担の仕方が決まっていました。が、

は地元負担はなくなりましたけれども、事業の

業というのは、六月に予算ができて、最終的に

業があって、今回の東日本の場合、災害復旧事

佐々木 大きく分けると災害復旧事業と復興事

の土木施設と土地利用といろいろな施設整備手

みんな理屈ではそう思っている。そこが、今回

おく必要があります。あちこちでもめたので、

解を国の役所の中でも早めにきちんとつくって

村長が本来責任を持つべきものだという共通理

は被災者を守るため、基礎的自治体である市町

て、相互にコミュニケーションをとって、最後

か復興の時には、防潮堤が優先するのではなく

く、あるいは主体が異なれば、その主体間の通

の限度額を外すとか、区画整理の盛土の補助を

法がミックスした難しい事業の教訓ではないか

制度設計と運用に
関する課題

訳をできるコーディネータ、
全体を俯瞰しつつ、

入れるというのは、前例がなく遅れた。

開いて、国、県、市の方に、大学の人間が入り

まとめていける機能・スタッフが存在すること

によくするための道路なのか、その意識をきち

何のために道路をつくるのか、まちをどのよう

通の大きな目標を持っているわけです。
例えば、

姥浦 本来的には、自治体職員の一人一人が共

です。そのために、防潮堤を出している海岸関

て、たまたまそういう経緯で出てしまったわけ

土地利用の事業が従だということでは全然なく

先になった。これは実は、土木施設が先とか、

たので、国の情報の出方も、土木施設の基準が

復興の制度ができるということになってしまっ

に追随するという形でしたが、本来的にはその

て防潮堤が先行して決められ、土地利用がそれ

思います。今回の場合、画一的な基準に基づい

すし、それをどううまく尊重していくのかだと

くるアウトプットも、当然違ってしかるべきで

リティーが全部違うわけです。ですから、出て

姥浦 そもそも集落、都市は、考え方、メンタ

と思います。

んと持っていれば、共通認識があるので、
「こ

地
｢ 元の意見を調

順序として、土木施設側が先にできて、次に

こを調整して、こういうことができるともっと

係のものなど、よく読むと

は重要だと思いますね。

いいよね」という話ができると思うのです。も

いうことが必要だったわけです。

全体をまさに全体として地域ごとに決める、と

ちろん復興で忙しく、道路一本をつくるのが精

整して変えていい ｣と書いてはあるのですが、
全体としては「この基準でやりなさい」と読め
いっぱい、堤防をつくるのが精いっぱいという
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たとして、それがつくられた当初は「こういう

須田 ルールのことで言えば、ある要綱があっ
思っている以上に大きいということですね。

は、補助事業では県の介在する役割と権能が、

込むということをやりました。そういう意味で

わせて、労力をかけて解を求めていけば、何と

ますが、一本一本は使いにくいけれども組み合

中心部などは、いろいろな事業制度が入ってい

かなるのですね。いかにその制度を使いこなす

かが、当事者側の課題でもあったと思います。

要綱に書いてあることが全てになってしまうと

住宅系の事業や市街地整備系の事業などいろい

佐々木 では、
次に個別事業の話ですけれども、

なと思っています。

は十分活用させていただいており、ありがたい

復興事業と予算

制度的なたてつけで、ここはこう読んでいい」
と。その行間というのは、制度をつくった当時
の事務方と県の担当、こっち側の最初の事務方

いうのが何件かありましたね。そのたびに「い

ろな事業、そして、復興交付金といった制度も、

被災した側も踏まえてやっていく必要がありま

そういう意味からするならば、今回、われわれ

や、実はこれはこういうことでスタートしてい

鳴り物入りでつくった割には、それほど使いや

す。公営住宅の空きの問題もあり、無駄な数は

は知っているわけですよ。
人が代わっていくと、

ただきまして」と、われわれは説明して。
「あ

すくないという説もあります。

書いてあるのですけれども、
これが県に行くと、

合的に「いろいろ考えてつくってください」と

姥浦 先ほど防潮堤の話が出て、国は確かに総

しょうかね。

かれているものと携わる人との関係というので

らないものもあった。その制度のたてつけと書

っていったわけです。

んかたくなっていって、うまく使えない形にな

進事業みたいな形をつくったのですが、どんど

ことのバランスは非常に悩んで、一定の効果促

を持ってお金を使わなければいけないので、そ

て確保した予算について、それなりの説明能力

財務省の主計官と話をしていても、増税をし

ら設計変更を行い、入居予定を半年以上遅らせ

〇世帯ほどの集合住宅については、その観点か

正な規模と予算の厳格性ということでは、一〇

に二〇〇つくるみたいな話になってしまう。適

たとおり建てれば、一〇〇のニーズしかないの

ードと質も必要なわけです。最初に計画してい

つくってはいけないということと、一方でスピ

むしろ、
増税までして財源がつくられことを、

あ、そうなのか」と変わるものもあれば、変わ

そ の 一 文 が 抜 け て い ま し て、
「 Ｌ １（ レ ベ ル

のが、県はＬ１で守るものは全部守ると意図を

側では「自由度はあっていいよ」と言っていた

須田 防潮堤だけに関して言うと、国と市町村

ュアップしているのです。場合によっては理論

また、ご指導もきちんといただきつつブラッシ

須田 今回、財源は、いろいろなご説明をして、

かがでしょうか。

という方法もあるわけです。そうすると、復興

「あとはご自由にどうぞ。全部お任せします」

姥浦 極端な話、
お金をぽんと自治体に渡して、

なと、いろいろな場面で感じました。

っていくには時間を犠牲にせざるを得ないのだ

る判断をせざるを得なかったですね。適正にや

持って狭めた経緯があります。

構築の仕方まで含めて、一緒に考えていただい

庁の調整も要らなくなる、自分たちでやりたい

これについて、実際に使われた須田町長、い

うちの場合だと、Ｌ１対応ですが防潮堤に見

た。今回の制度がなければ、女川の復興まちづ

１）でつくります」となっていたわけですね。

えないようにつくっています。われわれが考え

須田 今回のような大規模の造成で「高台移転

か。

ようにできる。そのあたりは、どうお考えです
では、一本一本の制度はどうかというと、い

くり事業は絶対できなかったと思います。
いろ考えながら、県のレギュレーションを守り

ろいろな制限があるのは否めない。女川の町の

ているまちづくりをどう表現していくか、いろ
つつ、こっち側の意向もきちっとその中に盛り
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いかから決める必要がある。低地部に住むこと

れたとすると、予算の中で、山を削るか削らな

分ぐらいの規模で予算化されて、自由にと言わ

料理の仕方しかできないですね。例えば今の半

の自由度は高くなりますが、その枠に合わせた

いから、このお金でやれ」と言われたら、料理

するもしないも、あなたたちが自由に決めてい

り得なかったですね。

するかということでしか、あの時点としてはあ

がありますので、そこをどうやって使いやすく

いかざるを得ないので、お金の使い方のルール

いったのです。次に、さらに土地買収もやって

とはありません」という論理を使って突破して

だから、本当にそのお金が個人のものになるこ

「土地の価値が変わると精算金を取り返すもの

は講じていただき、
大分助けられたと思います。

地の関係も、早い段階でいろいろな施策を国に

例えばグループ補助もそうですし、水産も、農

須田 産業は、
復興全体の制度ができる前から、

佐々木 産業の関係はいかがですか。

い。でも、復興が目指すところにまでつなげら

ードという点では効果は発揮できたかもしれな

一方で、最小限の予算で最低限の機能、スピ

ね。それだけ被災者はつらい思いをしている。

にするとか、防災集団移転だと、買収のいろい

財産についても一定の限度でお金が使えるよう

防的な事業と組み合わせて適用するとか、私有

総合的に使えるようにするのであれば、災害予

今の時点から考えておくべきことは、制度を

上に稼いでいますね。

たが、生産額は、浜の現場など、もう震災前以

漁業者は三分の二ないし七割ぐらいになりまし

してまでやれないとやめた方々もいらっしゃる。

りになった方、高齢になって、資金的に再投資

漁業生産については、生産者は津波でお亡くな

産業の復興

としたら、人口流出はもっと多かったでしょう

れなかった可能性もあります。

ろな土地の把握みたいな課題をあらかじめ場所

の状況に応じて差がある程度出てしまった。復

今回は、女川などは津波被害で全部やられた

阪神・淡路大震災の後、しばらくあの規模の

興事業でやる土地整備との時間的なスケジュー

ただ、流通のチャンネルが切られて、なかな

ものがなかったので、復興のための市街地整備

ルの関係で、どうしても間に合わなかった方も

を決めてやっておくとか、今回苦労したことを

どちらだったらよかったと、わからないです

型の事業についても、あまり改善されずに、防

いらっしゃいます。

からこそ、二〇年後、三〇年後でも通用する新

ね。女川町長としての立場からするなら、今回

災集団移転は中越地震でちょっと使っただけで

か販路を取り返せない。震災後、リスタートが

は、意味ある形で最大限活用させていただいた

したが、ほこりを払って「これは上限を外すと

すが、基本的には、今回は、被災も復興の制度

平時の事業制度の仕組みとして、まじめに積み

と思っています。

結構使えるのではないか」みたいなね。

も特殊だし、前例にないことをみんなやってい

しい町をつくるのだということでやっていけま

姥浦 ちなみに、国では、さすがにそこまでの

姥浦 ないよりはよかったですね。

るわけで、そこで支援いただいたことは、経済

早かった方ほど伸ばしていますけれども、個々

議論はなかったと。

佐々木 私たちとしては、今回、被災地に対応

活動をやっている皆さんは相当救われた。リス

上げていかなければいけないと思いますね。

佐々木 予算要求する時に、財務省と議論した

できるように一生懸命使いやすく改善はしたけ

タートしやすい形を、ベースの段階でつくって

す。一方で、予算も多額で、事業として回して

のは、例えば盛土で言えば、私有地に対してお

れども、国の役割としては改良を積み重ねるべ

いただいたと思いますね。

いくには時間もかかる。

金を入れてしまうと切りがないのではないかと

きことだったなと思っています。

地域の産業形態別に状況は異なるとは思いま

いう質問に対して、
区画整理事業の理屈として、

10

姥浦 もう一つ、労働力の問題があると思うの
ですが、そのあたりはどうですか。
須田 日本全体でも減っているわけですから、
女川だけが復興で人口が倍になったなどという
ことはあり得ない。その中で人をどう確保して
いくのか。
復旧・復興のうち、復旧のほうでハードルが
あったのが、経済系で言うとグループ補助で、
これは復旧事業だから震災前と同スペックの設
備でなければいけない、最新鋭の省力化を図っ
た機械は入れられないというのが原則論として
存在している。同じ一億円なら、生産性が高ま

っていたものを、片や最新の三人でやれる機械

ら、同じように被災されて、今まで一〇人でや

はじめて新しいものでいいとなっている。だか

た。
前と同じ仕様の機械が残っていない場合に、

機械・設備を入れたくても、ルール上だめだっ

れば維持できないのであれば、そもそも持続は

もいつなくなるかわからない。サポートがなけ

境あるいは制度的な担保でしょうが、ただ制度

須田 まずは、今は人をきちんと確保できる環

大きいですか。

姥浦 販路の問題と人の問題、どちらのほうが

つくろうか」とやってくれたら、市町村から見

姥浦 二人、三人で、
「自分たちで共同住宅を

題としては考えています。

環境などにお金が入る仕組みもあるのかなと課

った時に、お金は全然出ないですが、住まいの

えば個人が二人で共同してタウンハウスをつく

り、コスト的にもランニングが低く抑えられる

が入って、片や元の一〇人必要な機械が入って

厳しい。最後は、やっている方の戦略にかかっ

一方で、補助対象が大きくなればなるほど国が

メンテナンスのコストも楽になるわけですね。

ると、
例えば公営住宅をつくらずにすむうえに、

いる。制度上、
もう少し柔軟にやってくれると、
と思います。
あとは、設備利用率で言うならば、ラインを
のに、全体の維持コストは当然かかっていくと

補助金は大胆に、
早く始まった。漁業のほうも、

佐々木 確かに産業系の復興で、特にグループ

思いますね。

問題ですが、そこのバランスは非常に難しいと

こまで支援するのか、ということともかかわる

入れるお金が増えてしまう。最終的には誰をど

いうことで、ご苦労されている方は、特に製造

仮設冷蔵倉庫などは素早かった。あれは私的財

佐々木 女川町のＲＣ構造のような住宅は難し

三つ走らせられるところ、一つしか動かせない

業、水産加工など、石巻市とかでは多いと伺っ

産そのものだけれども、ある程度お金が入る仕

共同住宅への補助

てくると思います。

組みができたわけですが、まちづくり系も、例

高台の造成宅地では住宅や
災害公営住宅の建築が進む女川町

人がいないなりに回せる仕組みができたのかな

女川町では、水産物流の核となる魚市場も
今春に整備が完了する

ています。
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いいよとしていたので、その辺は、高層住宅で

でも、戸建てでも、木造でも、平屋づくりでも

ています。工夫して、災害公営住宅のつくり方

いらっしゃらなくて、払い下げすることを認め

造の連棟建ては、その漁村の方しか欲しい方が

いですけれども、漁村などでつくった小さな木

すらなかったのですね。最初、職員の受け入れ

川町内にも隣の石巻市にも、住んでもらう場所

も、津波であれだけやられましたから、実は女

をかけました。応援の職員に来てもらうにして

須田 「一緒にやろう」ということでＵＲに声

町長の目から見ていかがでしょうか。

Ｒなどが全面的に支援したということですが、

で得たものを現場でどう使うのかということで

姥浦 たぶん二つ役割があって、一つは、今ま

ついては、いかがでしょうか。

佐々木 姥浦先生、大学のアカデミアの役割に

な主体だったと言っていいと思います。

苦労した阪神・淡路よりは進んだかなと思いま
も困難だった。

場合、神戸で都会ですから、平屋建てはないで

姥浦 場所にもよるでしょうね。阪神・淡路の

る人間はいないわけです。そこで、専門家をパ

職員は二人ぐらい。大きい絵を描いたことのあ

その当時、都市計画をやったことがある町の

住民の人たちにも納得してもらわないといけな

で突き進むと絶対コンフリクトが起きるので、

自分たちのこれが正しいという勝手な思い込み

す。
その際に一番気にしなくてはいけないのは、

ネットワークによる
まちづくり

す。

しょうから払い下げは難しいかもしれないです

ートナーとしてやっていく体制にしなければい

行政の人ができるのか、見きわめをきちんとし

が、漁村は、つくりやすかったということでし

選択肢として、例えば、民間では三井地所や

ながら話をしないと、理想論ばかり話をしても

いし、どこまでだったら制度的にも予算的にも
三井不動産などのデベロッパー系も考えました。

しようがない。そのあたりは非常に気をつけな

けないというのがあったのですね。

ただ、復興事業を進めていくに当たって、その

ければならないと思いながら、この四、五年や

ょうし、マッチした部分があるかもしれないで
須田 浜の方は、そもそも集合住宅がないです

管理、予算面、その他を考えた時に、やはり国

ってきています。

すね。
し、住んだこともないんです。

土交通省とのリレーションがきちっと図れる、

なく、学識経験者やコンサルタントとか専門知

するような形も必要だと思います。それだけで

発注するなど、効率的なシステムを国でプール

たいな技術者集団と提携して、災害公営住宅を

ていく中で、ひとつはＵＲ（都市再生機構）み

いてですが、今後を考えると、職員の数も減っ

佐々木 次に、復興にかかわる体制の課題につ

間がかかるというところは正直あるのですが、

ＵＲは、組織が大きいので、稟議と手続に時

ン マ･ネジメント）という形でやることもでき
なかったと思うわけです。

なかったら、町全体をＣＭ（コンストラクショ

にやりませんか」と声をかけたのです。それが

るだろうということで、ＵＲに「全面的に一緒

うが、対外的な説明も含め、合理的に進められ

半ば公的な立場を持ちつつも専門的な主体のほ

っているときに、Ｂ先生が登場してこう言った

女川みたいに小さい町からすると、Ａ先生とや

論の実現の場ではないというのが一つ、あと、

あえて入れない復興にしています。理由は、理

っています。

われわれにさらに求められている仕事かなと思

残していったり、一般化したり、そのあたりは

さらにどうつないでいくのか、いろいろな形で

もう一つは、この経験をフィードバックして

ＵＲ（都市再生機構）
との連携

識のある人たちのコアが、どれだけそこに集中

全体を組んで進めていく上では、やはり不可欠

須田 実は、うちはアカデミックなにおいは、

できるかということも大切です。女川では、Ｕ
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いものができません。私たちもこのままでいい

ないし、コミュニケーションもできないし、い

だとか無秩序だ』と言われてしまうと相談でき

「先生に『君たちのやっていることは、無計画

佐々木 大学の先生によく言っているのですが、

の申し出はしてきませんでした。

となると難しくなるので、大学に対しての連携

かわっていただくことはあっても、全体の監修

（笑）
。だから、適宜、ある限定的な部分でか

として、どちらにもいい顔はできないのですね

で、おっしゃるとおりだと思います。

お互いどう関係づけていくのかが重要ですの

理論があって実践があり、
実践があって理論と、

姥浦 都市計画は、
経済学の理論と全然違って、

ごく大事だと思うのです。

なと思う。そういう意味では、学生の教育はす

うなことを、コミュニケーションできるといい

に、どういう理屈で支えてくれるのかというよ

ない世界なので、七〇点ぐらいでおさめるとき

らって、都市計画は、結局一〇〇点満点はでき

ミズムの世界からいろいろな知恵を提供しても

三〇年後になってしまうと、阪神・淡路はもと

阪神・淡路大震災と、両方経験したのですが、

佐々木 では、最後に、今回の東日本大震災、

い展開が生まれるのではないかと思うのですね。

皆さんが現場に入った時に、今までと違う新し

という観点から構築していく。そこに参加した

民間は、それをきちんと事業として回していく

シェアしておくという関係性をつくっておく。

女川町は人口減少でも賑わいを失わない
コンパクトシティを目指す

ある程度の規模が必要になる。それで合併とい

かいないとか。やはり四、
五人は必要となると、

れなくなってきていますね。極端な話、一人し

木、建築、都市計画、そういう技術者を抱えき

もう一つ申し上げると、小さい自治体は、土

姥浦 全体として考えると、いま人口減少が進

を一言ずつ語っていただきたいと思います。

とについては注意してほしいというようなこと

これはやはり必要だなということ、特にこのこ

くなってしまうことになる可能性もあるので、

より、東日本大震災の経験者も役人に全くいな

今後の課題 ･
次世代への教訓

とは思っていないので、知恵をください」と。
お互いに胸襟を開いてやることがすごく大事に
なります。
国のレベルでも、現場のレベルでも、アカデ

う話が最初あったのだと思うのです。

んでくるという中で、
特にふだんのまちづくり、

三〇年後はまた別の問題が出てきているかも

その合併が一段落ついた中で、行政として、

ら重要になってきていますし、復興はその意味

しれませんが、ふだん対応できないことが、い

都市づくり、都市計画を、どこまできちんとや

ではモデルケースになったのではないかという

きなり極端な状況になったときに、できるかと

やはりアウトソーシング、場合によっては、県、

気がします。

いうと、なかなか難しいわけです。それが逆に

っていたのかが問われていて、重要だという気

須田 今後、技術者を何人も抱え続けるのは無

ブレークスルーになる場合もありますけれども、

民間、大学の人間とか、いろいろなネットワー

理です。それを、民間も入って、何かあった時

やはり平時にきちんと物事をどれだけうまくや

がしています。

には駆けつけることができる仕組み、あるいは

っているのか。先ほどの大学と行政の話もその

クを使いながら行政をやっていくのが、これか

行政的なサポートをやる場合には、何が必要か
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せずに、むしろ受け入れていく。

ること、変えることに対しておびえない。否定

っていっていいはずなのですね。だから、変わ

き先がわかれば、それに応じて計画自体は変わ

いいと思うのです。到達地点、目指している行

わからないわけですけどね。

てしまうかもしれませんから、答えはもちろん

解だろうと思ったものが、一〇年後は全然違っ

何だったの？」という話になります。これが正

未来の時点で「千億単位で国費が入って、これ

けていこうよとやっています。
そうじゃないと、

須田 うちは、復興を通じて風穴をきちんとあ

す。

最大の教訓なのではないかという気がしていま

ちんとまじめにやっているのかというところが、

小学校は高台に上げておくとか、できることは

の権利関係だけでも調整しておくとか、
最低限、

転することはできないけれども、想定する場所

防で使う場合は、復興時のように大幅に高台移

が大事で、予測される南海トラフなどの災害予

制度をつくる時も、平時からよくしておくこと

佐々木 私は、一点目は、姥浦先生と同じで、

けはしておくことが大切だと思います。

るまでのリードタイムが二年以上縮む。準備だ

つけられる状況だけつくっておくと、復興をや

きちんと助けてくれるので、その時にすぐ手を

はかからない。いざ事が起きれば、あとは国は

て山を買うだけなら、たぶん何十億という予算

おいてください」と。地権者の整理も全部つけ

いう悩みに対しては、
「とにかく山だけ買って

域が「高台移転、今からできるだろうか？」と

県黒潮町をはじめ南海トラフ地震の被害想定地

あと、津波被害で助言しておくならば、高知

が、仕組みの問題ではない。物理的なものとソ

もあるし、もっと大胆な仕組みもできるのです

いとできないとなっているので、それを使う手

かければ、災害復旧事業は市町村長の許可がな

ると思うのですよ。被災市街地復興推進地域を

それをうまく調整する法律の仕組みはつくれ

きないと、今回と同じ混乱が起きてしまう。

学会がどこにもないかもしれません。そこがで

いることです。これは、専門も微妙に複雑で、

か、トータルとしての計画技術論が求められて

ら防潮堤はむしろ下げるほうが適当なのだと

とか、逆に土地用途が、陸地側のものがあった

のだから、土地用途の関係を柔軟にやっていい

ミュレーションも誤差が大きく幅があるものな

ステップを踏んで考えていくのかとか、津波シ

その仕組みはできるのですが、どういうふうに

難計画との連携が必要だということはわかり、

二点目、今回、防潮堤と土地利用と事業、避

実に技術者にも使ってもらうことが、重要なの

南海トラフ地震とか首都直下型地震が起こっ

やっておく。必ずしも学校の移転費用の補助と

フトのものをどう組み合わせるかという計画論

そういうところが大切だと思います。

た場合、
「ここからどうするの？」と、まさに

か十分ではないけれども。防災集団移転の中に

があって、はじめて法律や予算が生きてくる。

うちの一つだと思いますが、ふだんどれだけき

あの時われわれが思ったような状況から描かな

ばらばらになっている学校や広域施設を一体化

そこは、やはりアカデミアの世界で、今回の検

同時に、誰かがやってくれるわけではない。

ではないかと思います。

ければいけない。そこでは、変えることを許容

していくとか。平時から予防事業を改善してい

証とともに、次に災害が起きるまでに、都市計

一つの目標に対しての計画は、柔軟であって

していっていいのだと思います。

って使っていく。

それに直面した当事者が、人ごとじゃなくて、

フレームにこだわらない事業手法を津波復興拠

います。

らって、計画論のあり方を提案してほしいと思

画とか建築と土木の分野が学際的に議論しても

が関与してくれることになるのだと思うのです

点整備事業で考えたのですけれども、平時でも

区画整理とも違う買収型で少しずつ広げて、

ね。つらくても、顔は上げなければいけないだ

いろいろなまちの整備に使えるようにして、現

自分ごとでやっていくからこそ、多くの皆さん

ろう。何か精神論みたいな話になりましたが、
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伸

地方活性化と都市計画の役割
饗庭

首都大学東京 都市環境学部 准教授

二 つ に 分 け て 考 え た い。 一 つ 目 は、

を整えるという役割である。二つ目

に一から作りだせるわけではない。減

一時的に人口を増やしたところで、そ

は、
「流れ」が生まれやすいような都

多さに関わらず、重要なことは、人々

こうした活性化に対して、都市計画

こからあたらしい暮らしや仕事の流れ

市構造をゆっくりと整えていく役割

都市計画の役割は、人々の暮らしと

人々の暮らしを豊かにすることであ

は何ができるだろうか。都市は暮らし

が生まれてくるわけではない。公共投

である。一つ目は短期的な急ぎ仕事、

都市から内発的に生まれてきた「流

る。人々が自分の時間を意義のある仕

や仕事の「入れ物」にしか過ぎない。

資を集中させて駅前に再開発をして商

二つ目は長期的な気長仕事というこ

少していく人口の大きな流れに対抗し

事に費やし、その対価として得た貨幣

どれほど美しい入れ物をつくったとし

業床を増やしたところで、そこには大

とになる。

がつくり出すモノやサービスがお互い

を、まちの中で自分の人生を豊かにす

ても、そこに美しい暮らしや仕事が入

企業による商業施設が一時的に埋め草

仕事を支えることにある。本稿のお題

るために使う。それは別の人々の仕事

ってくるわけではない。暮らしや仕事

のように入ることがあっても、そこか

れ」を途絶えさせないように、その

の対価として支払われ、その人々が得

の原動力は、よりよい暮らしをしたい

ら仕事の流れが生まれてくるわけでは

ようと、例えば都市計画の規制緩和に

た貨幣がさらに別の人々の仕事の対価

とか、新しい仕事を成長させたいとい

ない。つまり、人々が期待するほど、

に満足のいくものであり、それが十分

として支払われる。活性化とは、この

った人々の思いであり、都市はそれぞ

都市計画は地方活性化には直接的に役

である「地方活性化」とは、地方に楽

ように人々が自分の時間を使ってつく

れの小さな思いを積分した大きな「流

立たない。

都市が成長する時代に、都市計画

流れの流動性を高めたり、その方向

り出した様々なモノやサービスが、貨

れ」
を踏まえて計画されるものである。

こうした都市計画の基本的な立ち位

はどのような考え方のもとで組み立

よって超高層のマンションをつくって

幣を媒介として常にお互いに交換さ

都市計画にできることは、その流れの

置を前提として、都市計画が出来るこ

てられていたのだろうか。我が国の

に行き渡る状態にあることである。

れ、社会に十分に行き渡っている状態

流動性を高めたり、その方向を整える

とは何だろうか。本稿ではその役割を

しい意義のある仕事を増やし、地方の

を指す。一万人だろうが、一〇万人だ

ことくらいであり、流れを魔法のよう

「流れ」を途絶えさせない
都市計画

ろうが、一〇〇万人だろうが、人口の
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て、それぞれが混在してしまうと問題

空間が勢いよく成長した時代におい

この「三つの仕事」と「暮らし」の

規定するものであった。

らし」が展開される空間の棲み分けを

三次産業の空間と、
住宅、
すなわち「暮

の空間、商業や業務をはじめとする第

空間、工業をはじめとする第二次産業

間、農業をはじめとする第一次産業の

において「三つの仕事」が行われる空

途地域」がある。それは、都市の内外

都市計画の仕組みに「線引き」と「用

も高めているのである。

を高めると同時に、その新しい可能性

の低密化と流動化は、都市の不安定性

的な動きも続いている。つまり、空間

施設のようになる、というような先鋭

たし、ホテルのロビーがコミュニティ

のオフィスや民泊はすっかり一般化し

も生まれてくる。ここ数年でシェア型

ところから新しい暮らしや仕事の空間

できない。その一方で、思いもよらぬ

で変化し、誰も全体を制御することが

る。それぞれがバラバラのメカニズム

は所有者の「家庭の事情」に規定され

が都市計画の延長にある
「まちづくり」

う取り組みが重要になってくる。それ

小さな流れを作り出していこう、とい

せず、小さな、顔の見えるところから

れがどこかからやってくることに期待

れにはなりにくい。必然的に大きな流

れをどのように積分しても、大きな流

つの仕事」と「暮らし」の流れは、そ

しかし、人口減少社会において、
「三

ていくことが都市計画の役割となる。

れについて一つ一つ最適解を探り出し

途の混在が問題になるはずであり、そ

なる。そこでは、細かなレベルでの用

いくという対応が必要であろう。

か、流れを読み、空間形成を誘導して

止める都市空間をどうつくっていく

はないのかもしれないが、流れを受け

は限定的な意味での都市計画の仕事で

ていくかが問われることになる。それ

と「農業の仕事」の流れにどうつなげ

て、残りの二つの仕事、
「工業の仕事」

経験や人的なリソースを手掛かりとし

フェやシェアオフィスで生み出される

おり、商業の空間の流動は小売業の形

その流動は異なる質・リズムを持って

性も高まり、空間は不安定性を増す。

と「暮らし」の空間のそれぞれの流動

新自由主義経済のもとで
「三つの仕事」

うに空間が低密化していく。そして、

り、ランダムにスポンジの穴があくよ

しかし、ここから先の人口減少によ

成長期にはある程度有効に機能した。

ので、一律的に空間が膨張する都市の

を抑える機能に特化した制度であった

途地域である。それは膨張と相互侵食

に区域わけをしたものが、線引きと用

区域分けにこだわっていると、その小

とである。その時に、従来の粗っぽい

に組み立て、文脈を作りあげていくこ

てそれらと周辺の機能との関係を精緻

の穴に丁寧に誘導していくこと、そし

であろうと、あちこちに空くスポンジ

であろうと、工業地であろうと、農地

し、それを住宅地であろうと、商業地

れた小さな流れをいち早くキャッチ

正確に読みきり、その必要性から生ま

らし」のそれぞれの流れをできるだけ

よいわけではなく、「三つの仕事」
と
「暮

画の役割は、粗く土地を分けていれば

こうしたことを踏まえると、都市計

な機能としてとらえる必要がある。カ

れらを安定的な機能ではなく、布石的

に食べていけるわけではないので、こ

だけでは、そのまちの人たちが永続的

ものが多い。カフェ、シェアオフィス

間と「暮らし」の空間を混ぜ合わせた

フィスといった、
「商業の仕事」の空

いるものは、例えばカフェ、シェアオ

こうした取り組みから現在生まれて

ている。

るような取り組みが各地で取り組まれ

と暮らしの担い手を呼び込み、育成す

って空間の流動性を高め、新たな仕事

公共施設や公共空間といったものを使

である。空き店舗や空き家、低利用の

らし」と「商業の仕事」の空間を対象

地の形成を誘導する制度、
すなわち
「暮

しに必要な機能の再配置を通じて住宅

る。立地適正化計画そのものは、暮ら

画の策定過程における議論が重要であ

年から各地で作成が進む立地適正化計

このことを考えるために、二〇一四

ったとしても人口減少の大きな流れに

ゆこう。上記のような動きがうまくい

たってどう変化させていくかを考えて

引き続いて、都市の構造を長期にわ

都市構造をゆっくりと
整える都市計画

が起きてしまうので、粗っぽく暫定的

態の変化に規定され、工業の空間の流

さな流れを押しつぶしてしまうことに

の空間が出てくる。

対しては限定的であり、膨大な低利用

動は企業の内部構造に規定され、住宅

16

制度を加えていく必要がある。

画そのものを見直したり、新たな計画

農業の議論を重ねながら立地適正化計

半端になるため、ここから先、工業や

これだけでは都市構造の再編成は中途

制度である。前項でも述べたとおり、

業の仕事」の空間への対応は不十分な

とした制度であり、「工業の仕事」
や
「農

が多い。

地は二度と元の用途には戻らないこと

逆性があり、一度変わってしまった土

変化が多くあるが、この変化には不可

ーや集合住宅に変化してしまうという

大規模な土地が、ショッピングセンタ

ある。工場や農地として使われていた

業の空間を変化させないということで

口増を目指す見通しに立って工業と農

能になるのである。

強みとして、工業を誘致することも可

住宅地が近傍に建設されていることを

なる。こうした従業員向けの魅力的な

人々にとってアフォーダブルな住宅と

し、近隣の中古の住宅は工場で働く

接の環境を手に入れることができる

とによって、新たな投資なしに職住近

そこに適切な工場を新たに誘致するこ

ですか」とやめるわけにはいかない。

けた組合施行の区画整理を「はいそう

て二〇年かけてやっと仮換地にこぎつ

る。人口が減少し始めたから、といっ

計画も含め再編成していくことであ

業の計画を、いわゆる長期未着手都市

決定されている都市施設や都市開発事

れてはならないのは、都市計画として

こういった都市構造の検討の先に忘

こうした都市構造レベルの検討を行

上してくるかもしれない。

集約するような都市構造の合理性が浮

ず、都市のエッジに特定の都市機能を

都市構造がその最適解であるとは限ら

化計画が指向するような中心集約型の

れからの作業である。多くの立地適正

空間をどのように配していくのかがこ

る。この構造に加えて、工業と農業の

ワーク」で形成される構造が固められ

つなぐ公共交通を中心とした「ネット

る「コンパクトシティ」と、その間を

住宅地と市民利用施設と商業施設によ

っても望ましくない。逆に、短期的な

勤時間に奪われ、地球環境の面からい

ることにもなり、人々の生活時間が通

さらに遠方に形成された職場に通勤す

う。そこに住む人は自動車に乗って、

し、都市自体の衰退につながってしま

口は増えることになるが、雇用は減少

ことになる。短期的には集合住宅の人

ことは結局は都市から産業を追い出す

えてしまうことは簡単であるが、その

こを一戸二〇〇〇万円の集合住宅に変

大規模な工場跡地があったとする。そ

万円の中古の戸建て住宅に囲まれた、

たとえばある町に、手頃な一〇〇〇

適切に誘導していく力である。

化の兆候をなるべく早くキャッチし、

つかみ、一つ一つの動向を把握し、変

工業と農業の大規模な土地の全体像を

きな流れをとらえた上で、都市にある

計画に必要なものは、工業と農業の大

は可能であろう。そしてその時に都市

けではないので、ゆっくりと解くこと

いた土地に対する人口の圧力が強いわ

幸いなことに、人口減少期になって空

っくりと取り組まなくてはならない。

のではなく、長期的な視点にたってゆ

空間については、短期的な対応を急ぐ

とであり、工業と農業の二つの仕事の

筆者が主張したいのはこういったこ

ば幸いである。

こりつつある。本稿がその一助になれ

画についての「本気の議論」が巻き起

として、各地の自治体において都市計

通網形成計画の策定を一つのきっかけ

を整理した。立地適正化計画や公共交

わけて、都市計画が出来る二つの役割

して、短期的な対応と長期的な対応に

い、という基本的な立ち位置を前提と

画は直接的に効果があるものではな

以上本稿では、地方活性化に都市計

りとした議論も始めておくべきだろう。

間がかかるため、長期にわたるゆっく

都市計画をやめることそのものにも時

立地適正化計画の検討においては、

いつつ留意しなくてはいけないこと

住宅建設ではなく、時間をかけてでも
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は、短期的な見通し、特に直接的な人

まちづくり・都市計画の手法を使いこなす
特集

直晃

公的不動産活用と地域活性化
岡田

習志野市 政策経営部 資産管理室 資産管理課主幹

速道路や鉄道整備により、人口が急増

持管理に必要な経費の投入を、学校施

うべき施設の大規模改修、あるいは維

震改修などの業務が、なかなか

バランスが崩れ、学校施設の耐

員削減により建築技術者の年齢

経費実績の二・五倍となり、現

しました。市制施行した一九五四年に

設の耐震改修などの必要最小限に抑制

進まない状況にありました。す

三年度決算では約七五〇億円まで縮減

三万人であった人口は、一九七八年に

することになりました。また、習志野

なわち、行政改革が一段落した

２．取組の経緯

2,000

40,000

１．背 景

は、十二万人と約四倍に増加しました

市が取り組んだ行政改革のもう一方

頃には公共施設老朽化の問題

状の予算規模では約四〇％の施

〈図１〉
。人口増加の中、幼稚園や保育

は、職員数削減でした。一九九六年に

は、これ以上先送りできないほ

しました。しかしながら、債務残高の

所、小中学校等の教育施設を中心に

約一八〇〇人いた職員を二〇一六年時

ど深刻化していたことになりま

習志野市は、高度経済成長以降の首

様々な公共施設の充実を図りました。

点で約一四二〇人まで削減しました。

設しか更新できないという結果

施設整備が一段落した一九九〇年代

こうした行政改革は着実に成果をあ

削減は、投資的経費の抑制に因るとこ

以降は、経済状況の低迷から財政状況

げましたが、前述の投資的経費抑制に

都圏の人口急増を背景に、二度の海岸

が悪化したこともあり、限られた財源

因り、
公共施設の老朽化は進みました。

「 公 共 施 設 再 生 」 の 取 組 は、

となりました。また、急速な職

で住民サービスを維持するために、債

築三〇年を越えた建物は八割を超え、

全国の自治体で取り組まれてい

ろとなり、結果として適切な時期に行

務残高の削減を柱とする行政改革に取

現有する公共施設を同規模で建替えた

ます。人口状況、財政状況、施
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5,799('80)

2,042('40)

7,024('90)

3,499('54)

8,000

147,426('90)

160,000

7,617('10)

6,000

7,195('00)

4,598('67)

120,000

151,031('00)

7,743('77)

9,000

160,991('11)

180,000

（人／㎢）
人口密度
総数

人

42,167('60)

1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

＜図1＞習志野市人口推移
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次行政改革大綱」に基づく実施計画に

習志野市では、二〇〇五年に「第三
共施設再生計画を二〇一四年に策定

の基本方針を基に個別計画に当たる公

本方針」に当たりますが、その後、こ

成といった項目を定めています。総務

おいて、
「施設白書作成」及び「公共
し、二〇一五年以降は、すでに実行段

設の劣化状況など置かれている状況は

施設改善計画策定」を位置付けたこと
階に入っています。モデル事業である

省が策定を要請した公共施設等総合管

が示しているように、行政改革の取組
「大久保地区公共施設再生事業」はＰ

さまざまであり、課題に対するアプロ

が起点でした。自治体によっては、い
ＰＰ／ＰＦＩで実施することとしてお

理計画は、この「公共施設再生計画基

かに効率的な維持管理を行うかとい

り、二〇一六年十二月には優先交渉権

ーチもさまざまです。

う、営繕の視点からスタートした自治

者とする民間事業者を決定しました
〈図２〉
。

体もあります。
実態把握を目的とした「公共施設マ
ネジメント白書」によって、習志野市

の効率化という観点よりも限られた財

ことが明らかになりました。維持管理

をする前に、習志野市は「公共施設再

て公共施設等総合管理計画の策定要請

国が二〇一四年に全国自治体に対し

３．
「公共施設再生計画」の策定

源で、いかに効率的に施設更新を行っ

生計画」を策定し、保有する一二三施

の公共施設はより老朽化が進んでいる

ていくかという視点が中心でした。

モデル事業の実施

公共施設再生計画の策定

公共施設白書の更新

資産管理室の設置

公共施設再生計画基本方針策定

第三者委員会の設置・提言書受理

公共施設マネジメント白書の公表

計画期間は二〇一四年から二〇三八

の変化に合わせて見直しを行うことと

期、第三期においては人口推計、時代

組みづくりを行っています。例えてい

応できるよう進行管理が可能である仕

その乖離に対して迅速かつ機動的に対

設︵二〇一二年十二月現在︶に対して、

二年策定︶
」では、施設更新時におけ

年までの二五年間とし、直近の六年間

しています。すなわち、目標値は計画

公共施設マネジメント白書における

るＰＰＰ／ＰＦＩの導入、専門部署の

を第一期、次の六年間を第二期、それ

整備方針や時期、概算事業費、財源内

＜図3＞公共施設再生計画の位置づけ

実態把握と、それを元にした第三者に

検討の時期を明確化

のリスク管理の“ものさし”と位置付

見直しの可能性あり
以降を第三期としています。第二期ま

確実に実施
訳の概算を計画という形で見える化し

第３期

よる委員会からの提言を得て策定した

第２期

け、現実と計画に乖離が生じた場合、

第１期
では長期計画とリンクしており、第二

公共施設再生計画
ています。

基本計画（市の総合的な計画）

「公共施設再生計画基本方針︵二〇一

＜図2＞公共施設再生に関する取組フロー

設置、技術系職員の集約による人材育
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後期基本計画

前期基本計画

平成38
（2026）
年
から
平成50
（2038）
年

平成32
（2020）
年
から
平成37
（2025）
年

平成26
（2014）
年
から
平成31
（2019）
年

→
→
→
→
→
→

まちづくり・都市計画の手法を使いこなす
特集

ればずぶ濡れにならずに済みます。予

予報によって準備をして傘を持ってい

報のような存在です。予報が雨の時、

ています。情報を受け取る手段、市政

等さまざまな形式で、継続的に実施し

換会、シンポジウム、ワークショップ

市民との情報共有は説明会・意見交

４．市民との情報共有

報がなければ準備をすることができ
に関する興味の度合いの違いに配慮し

月までに一一八回、のべ参加
人数は四五七四人を数えます
〈図４〉
。
説明会などでは施設の統廃

るようなことはあってはなら

た。老朽化した施設を放置す

か」ということを説明しまし

このような取組が必要なの

立ち返って、
「 そもそもなぜ

ましたが、そのときは原点に

見がかみ合わないこともあり

持する」
、
「概ね支持する」という声を

設再生への取組に約七〇％の方が「支

︵二〇一六年十月実施︶では、公共施

実施した直近の市民アンケート調査

が実施される施設の周辺地域を中心に

るよう努めました。その結果、統廃合

うことを計画に反映して理解を得られ

＜図5＞公共施設の再生に付随する地域活性化

いただきました。

大久保地区公共施設
再生事業

ないし、古くなった施設を全

合など、市の説明と市民の意

周辺整備事業
過去課題の整理

うならば公共施設再生計画は、天気予

ず、場当たり的な対応にならざるを得
た結果です。開催回数・のべ参加者数

大久保地区
公共施設再生事業

は二〇一三年一月から二〇一六年十一

ません〈図３〉
。

集約施設
跡利活用
ワーク
ショップ
総論
ワークショップ

大久保地区公共施設
再生事業ワークショップ

公共施設再生計画策定

市民協働・官民連携による計画の推進

扌

1. 対象施設の機能を集約し、全ての習志野市民のための生涯学習の拠点をつくる。
2. 民間活力を導入することで、維持管理・運営コストを削減するとともに、
多様なサービスを提供する。
3. 躯体活用型建替（リノベーション）や官民連携により、初期費用を抑制する。

大久保地区公共施設再生事業の目標

＜図6＞大久保地区公共施設再生事業の目的と目標

ら遠くなる」
、
「コミュニティ

理解を求める一方、
「 施設か

ら不可能であることについて

話と総論を併せて説明を行ってきたか

は、じっくり時間をかけて個別施設の

習志野市が取組を続けてこられたの

断念する自治体も多いと聞きますが、

計画を実現に移した段階で、取組を

館の四施設三建物を更新する計画で

は、公民館・ホール、図書館、勤労会

ている
「大久保地区公共施設再生事業」

に、モデル事業としても位置付けられ

公共施設再生計画の第一期計画期間

的に向上し、隣接する中央公園の緑を

す。図書館・公民館を中央館として質

が破壊される」といった意見

地域の活性化

５．公共施設の再生を通じて目指す

大久保地区公共施設再生事業の目的

らであると考えています。
活力の導入といった検討を行

て建替えることも財政状況か

1. 将来世代に過度な負担をさせることなく、時代の変化に対応した公共サービスを
継続的に提供する。
2. 多世代が交流し、地域コミュニティが活性化する場をつくる。
3. 市民協働・官民連携で賑わいを創出する。

に対しては、代替手段、民間

＜図4＞説明会開催回数と参加のべ人数

人 数 （回）

公共施設再生計画︵素案第２案︶

総論
公共施設再生計画︵素案︶

2016年1月
2015年1月
2014年1月
2013年1月

回数
人
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㎞圏内に立地している地区公民館等二

総量圧縮のための再編として、周辺一

活かして一体的に再生します。同時に

能、市民が集う場としての機能も備え

則としつつも、地域のために必要な機

として売却もしくは貸付することを原

設は、老朽化した公共施設の更新財源

接する公園整備等の周辺整備事業も含

なソフト事業、市民参画、駐車場や隣

対象施設の建替及び統廃合に伴う、様々

公共施設再生計画の実施に際しては、

６．定期借地権の設定と「民間付帯事業」

駐車場
多目的
広場

市道通行の確保

ロータリー設置

館
南

一部増築

スを提供すること、より効率的・効果

分に斟酌し、時代に必要な公共サービ

ています。具体的には市民ニーズを十

公共サービスの持続可能性を明確にし

して従来の運営方針や体制を見直し、

新しくするだけでなく、それを契機と

公共施設再生の目的は、建物を単に

った禁止事項に当てはまらなければ、

住宅等土地所有に権利が及ぶ事業とい

が、民間事業者は、土地の売却、分譲

体的な活用を図る提案を求めています

にもなります。市はＰＦＩ事業との一

借地料を市に支払うため、財源確保策

業︶を実施します。民間事業者が土地

学習拠点に相応しい事業︵民間付帯事

が立地している駅に最も近い場所に定

的な運営を行うこと、地域コミュニテ

自由に提案し事業を実施することがで

期借地権を設定し、民間事業者が生涯

ィの活性化、あるいは地域経済の振興

きます。
を目指し、それでいて将来への財政負

実施するかという場づくりの議論は、

公共施設でどのような公共サービスを

が、統廃合はあくまでも一手段です。

統廃合の議論が中心となりがちです

設が隣接しているメリットが活かされ

のアプローチに課題があり、公園と施

眺望がよいものの、どの施設も公園と

いる建物から公園を見ると、たいへん

公民館、図書館など公園に隣接して

担を増加させないことです。

まさにまちづくりの本質です。公共施

そのため新しい施設では、公園と施

ていません。
いて「量から質へ」と転換し、公共サ

設再生計画は、市民生活の豊かさにつ

７．施設と公園の一体的な運営

に寄与することで魅力あるまちづくり

す。

える契機とする計画です。

ービスのあり方を市民と行政が共に考

館、地区図書館一館、地区児童館一館

現在、公民館・市民会館︵ホール︶

北館 《別棟》

分散している駐車
場を1か所に集約。
動線を整理し安全
性を向上。

めて推進することとして「習志野市地

中央公園

た民間施設ということで検討を進めて

野球場

を統廃合し、その機能は更新する新た

北館

域の未来プロジェクト」と呼んでいま

《公民館・図書館棟》

います〈図５・６〉
。

民間付帯事業（定期借地）

な施設に引き継ぎます。統廃合した施

駅から徒歩0分。

＜図７＞大久保地区公共施設再生事業基本計画の概要

まちづくり・都市計画の手法を使いこなす
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児童
広場
パーク
ゴルフ場

京成大久保駅
【施設概要】
PFI事業用地（公園含）
：45,583㎡
民間付帯事業用地：1,337㎡

特集

のイベントを開催するなど、賑わいの

設の動線をつなぎ、施設と公園で共通
こと」
としての批判が一部にあります。

たっては、
「市民の財産を売りとばす

また、公園に指定管理者制度を導入
の街の市民生活の質的向上を図るには

この批判の意図するとおりですが、そ

ただ土地を売却することは、まさしく

し、施設の指定管理者と共通化するこ
何が必要か、そのために地域に必要な

創出を図ります。

とにより、
運営面においても効率化し、
機能は何かを考えれば、公有資産の活

を活用した楽器演奏や、多目的室を活

が独立採算で行う事業です。スタジオ

公民館の諸室を活用して、民間事業者

は、市民からのニーズが高い事業を、

事業」
を実施します。「民間公共的事業」

民間事業者が独立採算で「民間公共的

いては目的外利用を広く柔軟に認め、

開館時間を拡大し、早朝及び夜間につ

導入し、民間事業者の収入とします。

公民館の諸室使用料は利用料金制を

採算で実施する「民間公共的事業」

８．市民ニーズの高い事業を独立

資産の有効活用と言えるでしょう。公

活かした運営を目指しており、これも

地区公共施設再生事業では人的資産を

で働く人々も立派な資産です。大久保

また、土地や建物だけでなく、そこ

えます。
“玉磨かざれば光なし”です。

をよく考えれば、諦めるのは早いと言

かれますが、市民協働や担い手の性質

用は都市部だけの特権という諦めも聞

ります。官民連携による公有資産の活

ャンスをみすみす逃していることにな

理費用が発生するだけでなく、このチ

ょう。資産を放置しておくことは、管

市

民間

市の事業であるが、民間に委託し
PFI
たほうが効果的かつ効率的に実施
指定管理 できる業務。

必須

民間
（独立採算）

民間

PFI

利用料金で運営可能であり、民間
が独立採算で実施するが、市の方
針に基づいて行う業務。行政財産
を時間帯で貸与し実施する業務。

期待

民間
民間収益事業
（独立採算）

民間

PFI
賃貸借

市民の要望が多く、テナントとし
て誘致を期待する民間収益事業。
行政財産を占有的に貸与する。

期待

民間
民間付帯事業
（独立採算）

民間

定期借地

定期借地権に基づき実施する民間
事業。

必須

ャーセンター」を実施しますが、それ

ズに合わせた公共を創り、豊かな市民

既存の概念に留まらず、時代のニー

公有資産の有効活用を行えば、大きく

多数存在します。彼らがツールとして

現場で活動している市区町村の職員が

です。
全国には地域の活性化を願って、

９．公有資産の活用による豊かな

生活を実現するには人の力による影響

の腕の見せ所です。

民間
公共的事業

利便性を向上させます〈図７〉
。

用した英会話スクール、キッチンを使

民館の原点に立ち返り、地域や様々な

市委託事業

PFI

用は地域活性化のチャンスとなるでし

った料理教室など、魅力ある事業を民

市

を支えるのは「対話」により参加者の

世代が抱える課題を市民の間で共有

市

市民生活の構築に向けて

間事業者のノウハウにより提供するも

市直営事業

説明
事業実施 事業形態

前進することでしょう。

し、市民、行政、大学、民間事業者等

市職員が従事する市の事業。ただ
し政策的判断が不要な定型業務は、 必須
部分的に民間委託する。
事業主体
費用負担

が大きいということは疑いのない事実

のです〈表１〉
。

提案
事業類型

共感を創りだす「ファシリテーター」

公有資産の有効活用を実施するにあ

様々な立場の人で話し合う「フューチ

＜表1＞事業類型の整理

22

スマートシティと都市計画
土屋

依子

ートさ』という価値観が根付いたのは

モノ・サービス消費のなかに、
『スマ

「スマートハウス」
。私たちの生活や、

「スマートフォン」
、
「スマート家電」

国土交通省及び国土交通政策研究所の

解を述べるものであり、現在在籍する

できた環境都市の研究から個人的な見

は、これまで二〇年にわたり取り組ん

スマートシティの実現に向けた提言

ら、私論を述べるものである。今後の

エネルギー施策の変遷を織り交ぜなが

が担保されるというものであった。若

理することで都市・地域の持続可能性

通などを地域住民とともに総合的に管

）
、
成長管理」という概念である。
Growth
土地利用・自然環境・市街地開発・交

の が「
『 スマー ト 』グロー ス（ Smart

げられていた。ここで提唱されていた

ポートランドの都市計画制度が取り上

白書で提唱された「エコポリス」と言

確に示されたのは、一九八九年の環境

備・まちづくりにおける取り組みが明

我が国の環境行政において、都市整

うか。
年代を追って振り返ってみよう。

概念が示されたのはいつ頃からであろ

国土交通省 国土交通政策研究所 主任研究官

いつのころからだろうか。冠に『スマ

見解を示すものではないことを最初に

かりし頃の筆者は、
「これまで都市に

はじめに

ート』がつくことによって、「賢い」
「優

お断りしておく。

市計画を大学院で本格的に学び始めた

マート』という概念に触れたのは、都

筆者が、都市計画分野で初めて『ス

に形付いた時期でもあったように思う。

それまでの漠然とした問題意識が明確

メントすることで実現できるのだ」
と、

実現できない、むしろ『賢く』マネジ

境都市は自然環境を保全するだけでは

か？」と大変驚いたのと同時に、
「環

は総合的に管理する概念がなかったの

その後、都市行政（政策）として目

れている。

境政策のあり方を示す』ものと記載さ

成を目指した、都市における新たな環

境の共生する都市─エコポリス」の形

「人間─環境系」の視点から、
「人と環

と環境との関わりを総合的にとらえる

われている。巻頭言として、
白書に
『人

都市計画における環境理念
―「快適性」から「低炭素化」へ

れた」
というニュアンスが加わる。
「ス

本稿は、現在、そしてこれから我が

九〇年代中頃である。当時、都市の環

それでは、我が国では、都市計画分

指すべき都市像と手段が具体化された

マ ー ト ラ イ フ 」と い え ば、
「 便 利 で、

国が目指そうとしている
『スマートな』

境保全と経済成長を両立させる都市計

野の政策において『スマート』という

いえるだろう。

のテーマである「スマートシティ」と

の生活や社会の土台となるのが、本稿

快適で、効率的な暮らし」であり、そ

都市や社会がどのようなものか、実現

画手法の事例として、米国オレゴン州

都市政策・施策の変遷と
スマートシティ

のために何が必要か、都市計画、環境・
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リーディング事業」
が位置づけられた。

進」を理念としており、七つの「環境

球環境問題への貢献と国際協力の推

承」「健全で恵み豊かな環境の保全」「地

うるおいのある美しい環境の創造と継

づく「環境政策大綱」は、
「ゆとりと

コシティ）
」である。環境基本法に基

機に建設省が掲げた
「環境共生都市
（エ

のは、一九九三年の環境基本法制定を

ていくのである。

へ、さらには「低炭素化」へと転換し

適性の確保」から「循環」
「持続可能性」

まちづくりの方向性は、
それまでの
「快

ければならない。ここで、都市整備・

政計画の策定や制度制定に取り組まな

止」
「低炭素化」を前提とした各種行

務化された。自治体は「地球温暖化防

出削減目標を示す実行計画の策定が義

事業に伴い発生する温室効果ガスの排

て展開される、コジェネレーションシ

整備推進事業）
」として自治体によっ

基盤整備推進モデル事業（エコシティ

る「エコシティ」である。
「都市環境

行車両への交通・渋滞情報、気象情報

しては、たとえば、ＥＴＣの導入や通

んでいく。都市計画に関連するものと

新、インフラ・サービスの高度化も進

一方、同時期に、情報通信の技術革

情報通信技術の発展に伴う変化
―「効率性」との両立へ

このうちの一つが「省エネ、リサイク
ル、水循環等の先導的な環境保全・創
造施策や技術を導入し、モデル的都市

ステムや太陽光発電の導入・設置など

等 の 提 供 な ど、 Ｉ Ｔ Ｓ（ Intelligent

環境整備を推進」することを目的とす

の省エネルギー対策が中心であり、ま

適化を図ろうとする電力系統システム

「効率性」の両立を実現する可能性を

だ、エネルギーを『スマート』にマネ

一九九七年の京都議定書の発効以降

「スマートグリッド」などがある。こ

運営が求められていることがある。道

もたらした。エネルギー基本計画（二

）技術を活用し
Transport Systems
た「スマートウェイ」
、情報通信技術

は、国及び地方自治体の環境政策は温

の背景には、利便性・快適性の向上だ

路、電力だけでなく、ガス、上下水道、

ジメントしようとする技術・手法は出

室効果ガスの削減に重点が置かれるよ

けでなく、高齢化・人口減少による都

＜図1＞スマートシティのイメージ

うになった。一九九八年に制定された

電力不足時：電気自動車→家庭
電力余剰時：家庭→電気自動車

〇〇八年）に、
「
『スマート』コミュニ

の活用により電力の需給バランスの最

燃料電池

交通、様々な分野での情報通信技術の

太陽光発電

市・地域の衰退や、逼迫する財政事情

HEMSにより家庭のエネルギー需給を最適化

「地球温暖化対策の推進に関する法律」

電気自動車

ティの推進」が明記され、環境都市の

路面電車

活用は、都市整備における「環境」と

HEMS

急速充電ステーション（電気自動車）

スマートハウス

電気バス

オン・デマンドシステムによる
急速充電ステーション（電気バス）
交通渋滞の解消など
交通システムの最適化
地域冷暖房施設

次世代自動車・バスを
電力インフラとして活用

次世代自動車・
蓄電池

CEMS
コントロールセンター

からも効率的な社会インフラの整備・

BEMS

に基づき、地方自治体は、自らの事務・

現していない。

ITS（高速道路交通システム）

メガソーラー

スマートビル
洋上風力

BEMSによりビル内のエネルギー
を総合的に管理
小水力発電

CEMSにより複数家庭、ビル、地域の
エネルギーを総合的に管理
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構築の手段としてエネルギー対策の重
も見られている。

ートシティを復興の柱に掲げる自治体

「スマートシティ」
を掲げてこそいない

近年においても、施策の名称として

要度が増すなかで、
『スマート』とい
う概念が「合流」してきたものと考え
られる。
が、都市のエネルギーマネジメントに
関する施策は、国土交通省、経済産業

で、スマートシティ関連産業が成長産

〇〇八年）
、新成長戦略（二〇一〇年）

発化させたのは、政府の成長戦略（二

スマートシティの取り組みを一層活

型エネルギーインフラの整備・地域活

ギーの面的利用の促進、総務省は分散

法に基づく低炭素まちづくり・エネル

は割愛するが、国土交通省はエコまち

取り組まれている。本稿では、事業名

省、総務省、環境省等、それぞれで多数

業として位置づけられたことが大き

性化、環境省は再生可能エネルギー・

「産業振興」と「防災・
復興」施策との一体化

い。スマートシティ関連産業とは、パ

地域分散型エネルギーの普及等を目的

二〇一一年の東日本大震災以降は、

経済産業省及び推進団体として設立

省エネ機器やエネルギーマネジメン

以下の七点があげられている。

きる。スマートシティの目的は、主に

術により全体最適を図るものと理解で

ネルギーをやり取りし、スマート化技

要家を結合することにより、情報とエ

ワーエレクトロニクス技術、蓄電・蓄

蓄電機能による災害時の電力活用、地域単
位での独立的なエネルギー確保と制御、防犯
技術と環境・エネルギー技術の融合

とする施策・事業がそれにあたる。な

⑦災害に強い安全な社会を
構築する

エネ技術、エネルギー制御技術、セキ

⑥利便性の高い交通・水道
システムなどを提供する

交通システム：公共交通における情報端末を
活用した予約・発券サービス、位置情報・駐
車場情報・EV充電関連情報等の提供、カー
シェアリングサービス
水道システム：最適マネジメントによる水資
源の有効利用

かでも経済産業省のモデル事業「スマ

人口減少・高齢社会における新サービスの提
供

ュリティ技術などであり、日本経済を

⑤地域住民の生活水準を向
上させる

交通・水道システムの利便性向上」
、「⑦

供による「⑤生活水準の向上」や「⑥

高齢者等を対象とした新サービスの提

ギー需給の安定化・最適化と同時に、

ネルギーコストの最適化」等のエネル

に応じたエネルギー供給による「④エ

と「③エネルギーの安定供給」
、需要

「 ②再生可能エネルギーの大量導入 」

出削減」
、エネルギー制御技術による

トシステムによる「①二酸化炭素の排

デマンドレスポンス技術やITの活用によるエ
ネルギーコストの最適化

ートコミュニティの目的と手段が〈表

④エネルギーコストを最適
化する

ートコミュニティ事業」
は、
都市より小

再生可能エネルギーを安定供給するための制
御・保護技術・貯蔵技術などの活用

けん引する産業振興策の一環でもある

③エネルギーの安定供給を
可能にする

１〉
、概念図が〈図１〉である。電力・

エネルギー貯蔵の活用や分散型電源の統合制
御技術の導入による需給バランスの維持

さい街区スケールを意図し電力が重視

②再生可能エネルギーの大
量導入を可能にする

ことが明示された。

省エネルギー機器の導入促進、デマンドレス
ポンス技術やエネルギーマネジメントシステ
ム（HEMS、BEMS、FEMS、CEMS）
、EV
等の統合、円滑な交通システムの導入

ガス・水道・交通・通信等のインフラ

①大幅な二酸化炭素の排出
削減、省エネルギーを可
能にする

されているが、
示された将来像は
「スマ

実現のための手段

や、工場・オフィスビル・住宅等の需

目的

ートシティ」
の概念に近いものである。

防災性や回復力（レジリエンス）を高
めるエネルギー対策の重要性が高ま
り、エネルギーマネジメントを核とす
る。被災地では、環境面、防災面だけ

された「スマートコミュニティ・アラ

スマートシティは
どのような都市か

でなく、産業振興と雇用の創出にも寄

イアンス」の定義を見てみよう。スマ

るスマートシティへの注目が一層集ま

与する新しいまちづくりとして、スマ
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＜表１＞スマートコミュニティの目的

まちづくり・都市計画の手法を使いこなす
特集

災害対策としての地域の安全性」など
市民生活の利便性・安全性向上なども

スマートシティは
どこまで実現しているか？
筆者は、近年、スマートシティの官
民の取り組み動向ついて調査を重ねて
きた。モデル地域に指定された事業者
や自治体の方にヒアリングをすると、

で融通しあう「エネルギーマネジメン

多くが当初計画通りには事業化できて

）によりエネルギーを管理し、
System
蓄電池による制御を行うことで、太陽
ト」で課題に直面していることが明ら

り稼働している。復興住宅周辺には四

住宅」一帯の地区で二〇一六年五月よ

れた、戸建型復興住宅「市営柳の目東

石線石巻あゆみ野駅に隣接して整備さ

境未来都市に指定されている。ＪＲ仙

である。東松島市は二〇一一年度に環

「 東松島市スマート防災エコタウン 」

一つめの事例は、宮城県東松島市の

力一括受電による電力供給を行ってい

を設立し、その事業の一環として、電

（一般財団法人東松島みらいとし機構）

〈図２〉
。市が環境未来都市の推進団体

電力が供給される仕組みとなっている

れており、災害時には病院や集会所に

オディーゼル発電機、蓄電池が整備さ

る。地区内の非常用電源として、バイ

マネジメントシステムが構築されてい

＜図2＞東松島市スマート防災エコタウン

地区に整備された「京橋スマートコミ

二つ目の事例は、東京都中央区京橋

京橋スマートコミュニティ

が特徴である。

病院を含めたシステムであることなど

ルギー需要の大きな周辺の業務ビル・

現していること、住宅だけでなくエネ

したインフラ整備とマネジメントが実

害時に停電した場合の電力融通を考慮

自 営 線 PPS

視野に入れた取り組みである。住宅で
はＨＥＭＳ（ Home Energy Manage
）
、工場ではＦＥＭＳ
ment System
（ Factory Energy Management
）
、オフィスビルではＢＥＭＳ
System

光発電等の再生可能エネルギー、未利

かとなった。本稿では、多くの事例の

（

用エネルギーの導入を可能にし、エネ

なかで、実証実験にとどまらず実用化

マートコミュニティー日本企業の取り組み
Editi
on2 ,pp.1-66
スマートシティ企画株式会社公式ウェブサイ

つの病院（総合病院、整形外科、内科、

PV49.9kW

充電

バイオディーゼル
非常用発電機
（500kVA）

住宅と周辺の病院、公共施設を自営線で結び、
全国初のマイクログリッドを構築。
CEMSにより最適制御しながら
電力供給。

発電した電力を送電
電力の供給

（ソーラー付）PV9.1kW

集会所
（防災拠点）

大型蓄電地
（480kWh）

集会住宅 15 戸

（ソーラー付）

おらず、特に、エネルギー需給を地域

ルギー需給の最適化と安定化を行うも

の段階へと歩みを進めた二つの事例に

CEMS
る。震災復興として行われたこと、災

放電

災害公営住宅

Building Energy Management

のであるといえる。
ついて紹介したい。

経済産業省公式ウェブサイト
〝スマートグリッ

■参考文献

電力需要と供給量の管理を行う
エネルギー管理システム

り、これらと一体となったエネルギー

防災エコホスピタル地区

婦人科）や石巻運転免許センターがあ

東松島市スマート防災
エコタウン

Community Energy Management System

公共施設

受 変
電 設 備

戸建 70 戸

防災調整池
ミドルソーラー
PV400kW

電設備
受変
病院 ×4

（メガソーラー）
（ごみ焼却所等）

ト
〝スマートシティプロジェクト〟 http://www.
（参照日：
smartcity-planning.co.jp/index.html
二〇一五年十一月二六日）

ド・スマートコミュニティ〟 http://www.meti.
go.jp/policy/energy_environment/smart_
（参照日：二〇一五年六月十四日）
community/
内閣府地方創生推進室運営委託：
〝環境未来都
市・環境モデル都市〟
公式ウェブサイト、 http://
（参照日：二〇一五年六月十四日）
future-city.jp/
内閣府地方創生推進室：
〝環境未来都市・環境
モデル都市〟
公式ウェブサイト、 https://www.
（ 参照日：
kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/
二〇一五年六月十四日）
泉井良夫
（二〇一三）
：スマートコミュニティ
の構築、
電気設備学会誌、 Vol.33,No.8, pp31-33
スマートシティ・アライアンス
（二〇一五）
：ス

地域低炭素発電所 既存電力網 地域低炭素発電所
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株式会社が本社移転に伴う新社屋（二

市型・業務型の事例である。清水建設

ィスビルの整備により実現された、都

フラ更新と、それに合わせた高層オフ

ュニティ」である。既存市街地のイン

れる。

入れており、今後の事業展開が期待さ

ウン）マネジメントへの展開を視野に

なく、まちの活性化を促すエリア（タ

摘できる。また、防災・環境面だけで

ネルギーマネジメントであることが指

ネルギー需要の大きさと平準化に十分

なく業務ビルや工場と連携するなどエ

ギー密度が低いことから、住宅だけで

要がある。逆に地方都市では、エネル

タイミングを逃さず事業化していく必

る。既存のインフラの活用や更新時の

インフラを整備することは困難であ

でに市街化された地域に新たに大規模

都市部はエネルギー密度は高いが、す

したシステム構築」
という視点である。

一つめは、
「エネルギー密度を考慮

る運営組織体制の確保が課題になろう。

電力事業を継続しうるだけの体力があ

に向けて安定的な収益構造の確立や、

助金に頼るのでなく長期的な事業継続

おける各種の事業運営においても、補

可欠と考えられる。スマートシティに

で、エネルギーの安定供給の視点は不

た社会経済情勢の変化を踏まえたうえ

的には低下する可能性が高い。そうし

可能エネルギーの買い取り価格も将来

民間事業者の参入も進んでおり、再生

界がある。電力・ガス自由化とともに

ギー供給を暫定的な組織で担うには限

〇一二年十二月竣工）の建設に伴い、
■参考文献

に留意しなければならない。熱供給や

スマートシティは、それが実現でき

幸いである。

周辺地区に熱供給していた地域冷暖房

再生可能エネルギーの選択によって

れば、低炭素化・防災性の向上・産業

これらの事例は地方部と都市部、住

であることが特徴である。

エネルギーインフラの更新に伴う事業

特化した事例であること、老朽化する

に都市部で実現したこと、ＢＥＭＳに

効率性を高めている。既成市街地、特

としての省エネルギー性、エネルギー

エネルギーマネジメントを行い、地区

いか、と常々考えている三点をまとめ

しないために十分に検証すべきではな

い。処方箋とまではいえないが、失敗

だに最適解を見つけるには至っていな

すればそれらを解決できるのか、いま

また多様な課題に直面しており、どう

経ている。どの事例も、それぞれに、

象に研究を始めてから、九年の月日を

思い起こせば、スマートシティを対

三点目は「事業運営の安定化」の視

か、という視点も重要となろう。

動車をどのように普及させていくの

階で青写真に描かれた蓄電池や電気自

電池の活用なども有効である。実証段

校等の蓄電池や、電気自動車の車載蓄

数年で急速に設置された公共施設・学

視点である。財政面を考えれば、ここ

二点目は「既存ストックの活用」の

ていく必要がある。

トシティが成立する要件を明らかにし

果と経験から、英知を結集してスマー

い。これまで積み重ねた実証実験の成

スマートシティの実現は容易ではな

た都市計画の手段となろう。しかし、

―スマートシティの実現に向けて

宅エリアと業務エリアと地域特性が異

て、本稿の結語としたい。スマートシ

える化・デマンドレスポンス等により

は、面的な熱融通と、地区内電力の見

的とした活動を行っている。具体的に

ギー性の向上と事業継続性の向上を目

在、会員数十三）
、地域での省エネル

を設立しており（二〇一六年十一月現

に
「京橋スマートコミュニティ協議会」

施設の更新を行った。二〇一三年九月

積水ハウス株式会社プレスリリース：
「災害公
営住宅
『市営柳の目東住宅』
が竣工、
入居開始
（東
松島スマート防災エコタウン）
」
、
二〇一五年八月
七日
「京橋スマートコミュニティ～既存市街地にお
ける段階的な環境性能・事業継続性能の向上に
ついて～」
ＩＢＥＣ、
二〇一七年一月号、 p12-17

は、その供給力から効率的な供給エリ

振興のすべてを同時に実現できる優れ

おわりに

ア・規模も決まる。

なるが、共通点としては、エネルギー

点である。ライフラインであるエネル

※調査に御協力いただいた、一般社団法人
東松島みらいとし機構 渥美裕介氏、阿部
ひとみ氏、清水建設株式会社ｅｃｏＢＣＰ
事業推進室 橘雅哉氏に感謝申し上げる。

ティ実現に向けた解決の糸口となれば
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消費の大きい業務需要を取り込んだエ

まちづくり・都市計画の手法を使いこなす
特集

直樹

これからの時代に即した
次世代郊外まちづくり
大友

れ、その計画の中で超高齢化対

横浜市 建築局 住宅再生課 課長

また、現状の医療・交通システムや山

応のプロジェクトとして、郊外
住宅地の持続と再生を目指した

坂、階段の多い地形などが住宅地に居
住する高齢者にとって暮らしにくい状

「持続可能な住宅地モデルプロ

郊外住宅地の再生に向けた
取組の背景

況を生み出しています。さらに、地価
少なさから若い世代から敬遠され、若

このプロジェクトは、横浜市

横浜市は、人口が三七〇万人を超え

年層の都心への流出を招いています。

内の地域特性の異なる四つの郊

ジェクト」を主要な取組として

が、
少子高齢化は着実に進行しており、

横浜市の郊外部には、全人口の六割

外にある住宅地をモデル地区と

の高止まりや子育て施設、就業機会の

平成三一年をピークに人口が減少する

を超える住民が居住しており、このま

して指定し、鉄道会社やＵＲ都

る基礎自治体の中で最大の都市です

高度経済成長期に東京のベッドタウ

ま放置すれば消費活動の減退や若年層

市機構等とまちづくりに関する

位置付けました。

ンとして大規模な住宅地開発が行われ

のさらなる減少を招き、ひいてはまち

ことが推測されています。

た横浜市の郊外部は、鉄道駅を中心に

100歳
以上

90歳

80歳

70歳

60歳

50歳

40歳

30歳

協定を締結して住宅地再生に関

子ども

全体の衰退を招く恐れがあるとの危機

する様々な取組を行うことで成

65歳

15歳

非就業者

2025年
就業者 5万人減

10,000

バス交通の充実が図られて市街地が大

感がありました〈図１参照〉
。

功事例を生み出し、市内の他の
地域に取組を横展開していくこ

20,000

きく拡大していきましたが、時間の経
過とともに様々な問題が顕在化してき
ています。

この四つのモデルプロジェク

とを目指しています〈図２〉
。
このような状況の中、横浜市は平成

トの一つとして、平成二四年四

横浜市と東急電鉄の
包括協定の締結

過し、建物や都市インフラの老朽化、

二三年十二月に環境未来都市に選定さ

具体的には、開発から五〇年程が経
居住者の高齢化が進展してきており、

家事層

40,000

家事層

就業者

非就業者

学生

30,000

20歳

10歳

0歳

（人）
0

2025年の人口構成

50,000

高齢者人口 約100万人
23万人増（74万人→97万人）

2010年の人口構成

60,000

2025年
団塊の世代が75歳超

2025年
子育て世代 25万人減
（主に30〜40代）
7千人減
2025年

70,000出生数

＜図1＞横浜市の人口構成
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月に横浜市と東急電鉄は包括協定を締

けて取組を進めていくに当たっては居
しており︑住み慣れた地域

はないという状況を生み出

世代間バランス

住者である地域住民の合意形成が大き

＜図4＞「コミュニティ・リビング」の再生モデルイメージ

結し︑東急田園都市線たまプラーザ駅

コミュニティ・ビジネス

再生モデルのイメージを共有しました︒

ィ・リビング﹂と呼び︑郊外住宅地の

めの基本的な考え方を﹁ コミュニテ

もらえる新たな郊外住宅地像を創るた

に対応し︑若い世代にも魅力を感じて

に取りまとめるとともに︑超高齢社会

基本構想二〇一三﹂を平成二五年六月

ジョンとして﹁次世代郊外まちづくり

してまちづくりを進めていくためのビ

を始めとする民間企業︑大学等が連携

駅

で安心して住み続けること

︿図３﹀
︒

目指すまちの将来像の共有
︵コミュニティ・リビング︶
郊外住宅地の再生を進めるためには︑
地域住民と目指すべきまちの将来像を
共有していく必要があると考え︑モデ

駅

な課題となっています︒

て課題解決をしていく必要
があると考え︑
﹁産・学・公・
民﹂の連携︑協働を基本理

戸建賃貸住宅
シェアハウス

ル地区の住民を中心にワークショップ

駅

周辺をモデル地区として指定して︑現

に︑土地利用規制や建築規

ができるまちにするため

戸建て住宅地を見てみると︑これまで

制の見直しも課題となって

また︑郊外住宅地の象徴ともいえる

郊外住宅地の再生に向けた取組を進め
は用途地域に加え︑建築協定や地区計

在︑
﹁次世代郊外まちづくり﹂として
ています︒

＜図２＞「持続可能な住宅地モデルプロジェクト」の４モデル地区

地域住民

民間
事業者

＜図３＞産・学・公・民の四者連携・協働による取組

交流拠点

念とし︑取組を進めることとしました

団地再生

を開催し︑地域住民や行政︑東急電鉄

交流拠点

います︒
える多様化・複雑化してい

郊外部

育児環境・子育て相談

コミュニティ・
レストラン

画などのまちづくりのルールが住むこ
を保ってきました︒しかし︑超高齢社

る課題を行政だけで解決す

さらに︑郊外住宅地が抱

横浜市の郊外住宅地は︑戸建て住
会を迎える中で︑歩いて暮らせる範囲

ることは困難であり︑地域

磯 子 区 洋 光 台
周
辺
地
区

交流拠点

元気な
コミュニティ

空家活用

とに純化した環境を担保し︑その価値

宅・分譲マンションなどの持ち家率が

内には住宅しかなく︑買い物や食事︑

行政・
公的セ
クター

次世代郊外
まち づ くり
大学・
研究
機関

医療・介護拠点

取組の基本的考え方

高く︑このような既成市街地において

相 鉄 い ず み 野 線
沿
線
地
域

学など多様な主体と連携し

住民に加え︑民間企業︑大

取組の
役割分担

課題や将来像 新たな仕組み
の共有
を生み出す

成功モデル
の構築
《郊外住宅地の再生モデルの構築》

てをサポートするための施設が周辺に

コミュニティスペースや高齢者・子育

特集

空室活用

まちづくり・都市計画の手法を使いこなす

29

は︑建物の更新や再生は所有権を持つ

緑 区 十 日 市 場 町
周
辺
地
域

個人の意思に依存しており︑再生に向

青 葉 区 たまプ ラー ザ
駅 北 側 地 区

「 コ ミ ュ ニ テ ィ・ リ ビ ン グ 」と は、

行中ですが、これまでの取組で特徴的
５〉
。

活 動 が 続 い て い ま す〈 図

ための非常に重要な取組で

なものとして、住民発意の地域活動を

し、モデル地区内の社宅・住宅団地等

あると考えており、地域住

歩いて生活できる適度な生活圏ごと

能を空き家や空き地、土地利用転換の
の再開発について、民間事業者との連

民の自発的で継続的な活動

地域活動の活性化は、郊

機会などを活用しながら適切に配置し
携・協働による取組を進めるとともに、

を 支 援 す る と と も に、 交

応援する「 住民創発プロジェクト 」
、

ていく考え方です〈図４〉
。
次世代郊外まちづくりの拠点整備を進

流・情報発信としての場づ

に、買い物、福祉、医療、子育て、コ

これにより、これまで「住む」とい
めている「コミュニティ・リビング・

くりについても、コミュニ

外住宅地の課題を解決する

うことに特化していた住宅地が、
「働
モデルプロジェクト」を紹介します。

ティ・リビング・モデルプ

コミュニティ・リビングの実現を目指

く」
「活動する」場所としても機能す
（１）住 民 創 発 プロジェクト

ミュニティ活動など、地域に必要な機

るようになり、若い世代にも魅力を感
ても住みやすい場所に再生していくこ

じてもらえる、あるいは高齢者になっ

て、住民発意の優れた活動を横浜市と

決するための様々なアイデアを公募し

このプロジェクトは、地域課題を解

（２）
コミュニティ・リビング・

ます。

ロジェクトとして進めてい

とを意図しています。
は、
現行の土地利用規制にとらわれず、

このようなまちを実現するために

将来的には地域課題の解決を図る団体

とでコミュニティの活性化を促して、

東急電鉄が認定し、活動を支援するこ

なる
「 暮らしと住まいの再

者と横浜市、東急電鉄から

モデルプロジェクト

必要に応じて規制緩和を行うなど、規

へと育てていこうというものです。

活

実施計画づくり支援

動

実

施

第２回講評会（選考あり）

上限45万円
支援金交付

第１回講評会（選考あり）

まとめた基本構想に基づき、毎年、実

進めていくためのビジョンとして取り

横浜市と東急電鉄は、まちづくりを

りの支援を行うなど、各団体の取組が

常にアドバイスを行って実施計画づく

びの活動支援部門」において専門家が

て、
活動に不慣れな団体については
「学

民創発プロジェクト支援部門」に分け

の活動を「学びの活動支援部門」
、
「住

活動を支援する流れですが、地域で

デル地区の住民、行政、民間事業者が

あるまちへと再構築していくため、モ

が住まい、活動し、交流し、働く場が

これは、郊外住宅地において多世代

なるグランドデザインを策定しました。

地区における具体的なまちの将来像と

な機能・施設の誘導を目指して、
モデル

生部会」を立ち上げ、
郊外住宅地に必要

を提示する、という三つの目標を定め

れを段階的に実現するための事業戦略

区の目標像として空間戦略を示し、そ

や住まい再生の戦略を提示する、③地

タイルの実現のために必要な機能配置

イル」を提示する、②新しいライフス

望む次世代郊外の「新しいライフスタ

このグランドデザインは、①市民が

して位置付けています。

行計画としてリーディングプロジェク

持続的なものとなるような工夫をしま

共有するまちづくりの「目標」として、

リーディングプロジェクト

トを定めて、モデル地区において取組

した。その結果、最終的に十五のプロ

＜図５＞次世代郊外まちづくり住民創発プロジェクト 支援の流れ

を進めてきました。平成二八年度は、

ポイント・地域発意の活動支援
・学びの支援（持続的な活動に向けたアドバイス）
・民間企業とのマッチング

て策定しましたが、このうち、③の空

住民創発プロジェクト
支援部門

上限50万円
支援金交付

また、取組を進めるための「指針」と

学びの活動
支援部門

認定

ジェクトが認定され、現在も各団体の

平成二五年三月に、有識

制誘導手法を有効に活用していく必要

他事業の紹介
他団体との
マッチング等
一律5万円
支援金交付

六つのリーディングプロジェクトが進

があると考えています。

認定

住民創発プロジェクト
支援部門へステップ
アップ

認定
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具体的には、地域に求められている

ハウスや不動産事業を行っている二つ

置し、東急電鉄が所有しているモデル

具体的には、モデル地区の中央に位

「展示場」として捉えると建築できな

延べ床面積が五〇〇㎡を超え、用途を

モデルルームやギャラリースペースの

が第一種中高層住居専用地域であり、

を考えていますが、当該地の用途地域

施設や広場等の公共空地を事業者が整

の既存建物と、新設する建物の合計三

いことから、建築基準法第四八条の許

整備を進めています。

備し、その貢献の度合いに応じて建物

棟を活用して地域活動の拠点づくりを

可手続きを行い、
五〇〇㎡を超える
「展

機能配置の実現を目指して事業を進め

モデル地区内において、たまプラー
の高さや容積を緩和することで、事業

行っています。二つの既存建物は、次

示場」として許可を取得し、開設に向

間戦略に基づいて、現在、二つの具体

ザ駅に近接している企業社宅が東急電
性を確保しながら地域利便施設等を誘

世代の戸建て住宅のあり方や最新の省

けて準備を進めています。

ています。

鉄を含む複数の民間企業に売却された
導していこうとするもので、すでに地

エネ設備等を展示する「エネルギーと

的なプロジェクトが進行しています。

ことから、当該企業と協議を行い、地
区計画に関する都市計画決定がなさ

暮らしのギャラリー棟」
、コワークスペ

地域活動の拠点づくり

きると考えています〈図６〉
。

施設の導入を一定程度、行うことがで

さなどを緩和していくことで地域利便

いに応じて適切に評価し、容積率や高

を有効に活用し、地域への貢献の度合

画や総合設計制度などの規制誘導手法

て非常に重要だと考えており、地区計

とは、今後の郊外住宅地の再生にとっ

に必要とされている施設を誘導するこ

おり、このような機会を捉えて、地域

した企業社宅等の跡地利用が行われて

横浜市内の郊外住宅地では、老朽化

るだけではなく、モデルルームの機能

まちづくりのこれまでの取組を展示す

ャラリー棟」については、次世代郊外

新設する「まちづくりと住まいのギ

ャラリー棟」
として活用する予定です。

を設置する「まちづくりと住まいのギ

らにはコミュニティを醸成するカフェ

世代郊外まちづくりに関する展示、さ

のマンションのモデルルームのほか、次

ビング・モデルプロジェクトで建設中

設する建物は前述のコミュニティ・リ

まいのコンサル棟」として活用し、新

談窓口を設置する「コミュニティと住

ースや共創スペース、住み替え等の相

市内の他の地域にも展開していきたい

を東急田園都市線沿線だけではなく、

など、これまでの取組で得られた成果

導手法を活用した地域利便施設の誘導

今後は、地域活動の活性化や規制誘

ているところです。

年度以降の取組についても検討を進め

考えており、協定の更新を踏まえて次

ていかなければいけないものであると

の再生に向けた取組は、継続的に進め

最終年度となっています。郊外住宅地

れており、平成二八年度が協定期間の

定は、平成二四年四月から五年間とさ

横浜市と東急電鉄が締結した包括協

地域利便施設の導入

大規模社宅跡地の建替えにおける

域に必要な機能を誘導するとともに、
れ、建築工事に着手しています。

区計画」を活用して容積率・高さの緩

地域活動の情報発信や拠点となる

終了後には地域活動等を発表できるギ

と考えています。

今後の展開

まちのきめ細かいルールを定める「地
和を行い、グランドデザインで示した

「場」づくりを目的に、東急電鉄が所

ャラリースペースとして活用すること

容積緩和②

特集

高さの緩和

貢献の度合いに応じて
容積・高さの規制を緩和

➡
・必要な機能の導入
・公共空地の確保

広場等
公共空地の整備
地域利便施設
評価

＜図６＞容積・高さの規制緩和による地域利便施設の導入イメージ
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有する土地及び建物を活用して拠点の

容積緩和①

日本版ＣＣＲＣと地方創生
髙橋

英與

る「生涯活躍のまち」という名称が生

で地域を動かす。その役割を担う人材

（株）コミュニティネット 代表取締役

裕層を対象とし、門を設け周囲を塀で

を私は「地域プロデューサー」と呼ん

でいます。

まれたのです。

入りを制限するゲーテッドコミュニテ

囲むなどして住民以外の敷地内への出

―実践の現場から―

日本版ＣＣＲＣから
生涯活躍のまちへ

現在、約二〇〇〇カ所、約六〇万人の

及しているコミュニティのことです。

「終のすみ家」として、アメリカで普

れば介護・医療サービスを受けられる

域の担い手として活動し、必要が生じ

と は、 高 齢 者 が 健
ment Community
康なときには仕事や社会活動を通じ地

記の有識者会議でも行われたそうで、

を無くしてしまう」といった議論が上

者を亡くしてしまった単身者は居場所

ー文化をベースにしているので、配偶

か」
「ＣＣＲＣはアメリカのパートナ

の多い日本ではそぐわないのではない

なかで暮らしたいと思っている高齢者

ては、いろいろな要素の組み合わせが

るための地域づくりを進めるにあたっ

題に直面しています。これらを解決す

商店街の疲弊、空き家の増加などの課

ん。
とりわけ地方では経済成長の鈍化、

いるのは少子高齢化だけではありませ

つくっていくのか。わが国が直面して

では、生涯活躍のまちをどうやって

人を呼び込むことは容易ではありませ

んでもある首都圏から、人口過疎地に

「移住」を例にとってみましょう。な

地方創生における重要な柱である

なかなかうまくは進まないことが多い。

体の要請を受けて活動するわけですが、

託する立場。
地域プロデューサーは自治

て、調査会社や事業者などに事業を委

推進交付金など国からの補助金をもっ

上記の組織のうち、地方創生におけ

居住者がいるといわれており、少子高

最終的に、
「中高年齢者が希望に応じ

必要となります。ヒト・モノ・カネと

ん。ましてや、全国の市町村があの手

地域プロデューサーの役割

齢化が急速に進むわが国の対策の一環

て地方や〝まちなか〟に移り住み、地

いう分類だけでなく、自治体、住民、

この手で競って移住者の争奪戦を繰り

ィが中心であり、
「高齢者だけの施設

として、政府は二〇一五年にＣＣＲＣ

域住民や多世代と交流しながら健康で

ＮＰＯ法人、民間企業など、さまざま

広げているような現在、小さな自治体

る主要な存在は自治体です。地方創生

に関する有識者会議を設け、
「日本版

アクティブな生活を送り、必要に応じ

な組織や人の能力、意識、やる気、関

が生き残っていくには、自らがもつ潜

にではなく、老若男女が集う多世代の

ＣＣＲＣ」の導入の本格的な検討を開

て医療・介護を受けることができる」

心、思いなど、いくつもの変数の積分

ＣＣＲＣ＝ Continuing Care Retire

始しました。

地域コミュニティでの暮らしを重視す

しかしながら、米国のＣＣＲＣは富
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地方に行くことで課題を解決する。そ

しに生きづらさを抱えている人たちが

たりしている若者など、都会での暮ら

登校になったり、引きこもってしまっ

難しい一人親世帯、学区に馴染めず不

ている勤労者、子育てと仕事の両立が

遠距離通勤と長時間労働で毎日を送っ

して生活が苦しくなっている高齢者、

「困っている人」です。年金が目減り

うと、地方への潜在的移住者は都会で

私たちのこれまでの活動経験からい

いでしょう。

は、誰も強くひきつけることはできな

といった総花的なキャッチフレーズ

がおいしく、観光名所もたくさんある

思います。自然が豊かで、食べるもの

「ナンバーワン」を打ち出すかないと

頭ひとつ抜けた「オンリーワン」かつ

在力を生かし、そこでしかできない、

でしょう。地域プロデューサーには、

同じ方向を向いてもらうこともできる

役場というルートで自治体に私たちと

けてみる。そうなれば、住民↓議員↓

それをもって地元選出の議員に働きか

しれません。
住民の支持が得られれば、

地域づくりの方向性を打ち出せるかも

法人と組んで、住民のニーズに沿った

索してみるといい。たとえば、ＮＰＯ

むしろ民間の組織や住民との関係を模

向からぶつかっても仕方ありません。

こういうときは自治体の姿勢に真っ

すのか」
といったネガティブな反応も。

でひきこもりがいるのに、さらに増や

もらおう」との提案には、
「すでに地元

受け入れて、わがまちで元気になって

が増える」と。
「引きこもりの若者を

親を受けいれると、結果的に財政負担

返ってくることがあります。
「ひとり

す。すると、こんな反応が自治体から

くっついて離れない。そんな様を表し

ようとするも、ぬれた落ち葉のように

はうっとうしいので、やんわり拒否し

ると、
「俺も行く」とついてくる。妻

の付き合いのある妻が出かけようとす

を持て余している夫が、地域で友だち

を迎えたため、とくに趣味もなく、暇

存知でしょうか。会社人間として定年

「ぬれ落ち葉亭主」という言葉をご

ます。

地方にあるのではないかと示唆してい

を描いているのですが、彼らの希望は

人生は思うようにいかないという悲哀

る。バリバリ働ける」
という気持ちと、

男性が抱いている「俺はまだまだやれ

始まるこの作品は、日本の多くの定年

葬だな」という主人公のつぶやきから

をご存知でしょうか。
「定年って生前

った内館牧子さんの小説
『終わった人』

一昨年刊行されてベストセラーとな

では「地域おこし協力隊応募合同説明

少なくありません。移住促進センター

に向けた仕事づくりを目指すケースも

とで、最長三年間の契約の中で、定住

し、各種の地域協力活動を行う人のこ

は、自治体の委嘱を受け、地域で生活

する方もいます。地域おこし協力隊と

地域おこし協力隊として地方に赴任

の経営を、というように。

振るったシェフには新たなレストラン

方には英会話学校講師を、都会で腕を

面のサポートを、海外経験の長かった

スを、経理のスペシャリストには財務

地元企業の販路拡大のためのアドバイ

う方々です。たとえば、元商社マンは

ャリアを、まちづくりに生かそうとい

される地方で、これまで培ってきたキ

長の鈍化の下、将来存続の危機にさら

が多く訪れます。少子高齢化と経済成

ンター」には、五〇～六〇代の相談者

運営する「生涯活躍のまち移住促進セ

（一社）生涯活躍のまち推進協議会が

れが大きなモチベーションといえるで

変数の組み合わせを通して、現状の問

ているのです。しかし、
「終わった人」

会」というイベントを開催しました。

まちは︿子育て環境のよさ﹀を前面に
打ち出す」べく、ひとり親でも安心し

高齢者＝アクティブシニアです。

しょう。

題を解決していく能力が求められます。

も、
「ぬれ落ち葉亭主」も、悲嘆する

以上のことからもおわかりになると

そこで地域プロデューサーが「わが

ことはありません。みなさんにはまだ

おり、移住とは「場所ありき」ではあ

て仕事に行けるようなファミリーサポ

なぜアクティブシニアなのか

まだ活躍できる場が全国各地にある。

りません。自分が求められている土地

そうした人材としての注目は元気な
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当社が副会長会社として名を連ねる

ート制度の充実などを打ち出すとしま

まちづくり・都市計画の手法を使いこなす
特集

方で活躍できるまちをつくっていける

ら迎えようとしている方が、いかに地

ては、すでに定年を迎えた方、これか

で地域の発展に貢献する。自治体とし

こが住民にとって最期まで安心して暮

活動しています。だからといって、そ

の規模は大きく、多くの介護事業者も

都市部には病院がたくさんあって、そ

（たとえば廃校利用をして）運営する

方々まで対象とした福祉の専門学校を

に人口減に見舞われる中国や韓国の

すから、日本人のみならず、近い将来

わろうが、大臣が代わろうが、地方創

壊れてしまう。ゆえに今後、政権が代

います。地方創生が失敗すると日本は

なりませんでした。しかし、いまは違

たってのお金は交付金として国からも

生は必ず進めなくてはならない政策で

可欠であり、自然豊かな地での再生可

らうので、たとえ事業がうまくいかな

ことも有益です。他の産業としては、

たとえば、新潟県長岡市で活動する地

能エネルギーの推進は地域経済の重要

くても、これまでの経験上、役場の職

らせるかというと、事業者は個々に活

元の社会福祉法人「こぶし園」は、か

な柱となりえます。それらによって雇

員は自らの給与には直接響かないと思

かが課題。映画『三丁目の夕日』の舞

つて山の上にあった大型の特別養護老

用が生まれれば、持続可能な地域に近

っている。しかし、これからは財政破

あると私は認識しています。

人ホームを分割して、まちなかに戻す

づいていくはず。そうした経験をノウ

たんする市町村が出てくるでしょう。

ＩＴやエネルギー関連が成長分野とし

よう、規制緩和を国に働きかけて、
「小

ハウとしてパッケージ化し、これから

国はやる気のある自治体に支援を集中

動しているため、地域全体でケアのし

さな特養」を設置するまでになりまし

高齢化を迎えるアジア諸国に輸出する

していく意向のようです。

台は高度成長期の将来への夢に満ちた

移住に当たってのネックのひとつは

た。また、利用者のコールに二四時間

ことも可能でしょう。

しかし、各自治体の危機感には差が

「しごとがない」ということです。石

態勢で応える訪問介護・看護といった

て挙げられるでしょう。中山間地に住

破茂・前地方創生大臣はあるシンポジ

在宅サービスのしくみを整えたほか、

くみをつくるのは難しいのが現状です。

ウムで、地元にとどまっている自分の

施設入所者も在宅高齢者も住み慣れた

れば、コンサル料はすべて返す覚悟で

東京でした。二一世紀のそれは、住民

友人がどんな職業についているかとい

ところで暮らせるようにするなど、効
かつてわが国では、田中角栄内閣の

やっています。リスクを負うがゆえに

あります。地方創生事業を進めるに当

えば、県庁、市役所、医者、教師、地

率的に事業を展開しているのです。こ

日本列島改造論、大平正芳内閣の田園

私たちにとってはスピードが勝負にな

む人々にとって情報通信網の充実は不

銀くらいと発言されたことがありま

のような成功事例が増えれば、隣のま

都市構想、竹下登内閣のふるさと創生

りますが、問題意識の違いから、自治

一方、地方は地域をまとめやすい。

す。製造業は安い賃金を求めて海外に

ちが福祉の充実でひとを呼び込むこと

といった地方振興のための政策が行わ

体との間で齟齬が生じることもありま

が主体となり、お互いが支えあって暮

進出し、農林水産分野は海外からの輸

に成功するのを見たこちらの住民の不

れてきました。しかし、いま振り返る

す。クライアントは自治体ですから、

らす地方の田園風景にあると思います。

入産品と厳しい競争にさらされるな

満が高まりますから、高齢者、障がい

と、どのような成果が上がったのか。

相手の意向を尊重しますが、本当に考

ゆえに若者が都市へ出て行ってしま

成長産業は福祉・環境・ＩＴ

か、
地域の優秀な人材の受け皿がない。

者、子どもにとっての生活環境の改善

そのような疑問がわきますが、経済が

えるべきは住民の利益ということを忘

行的に投入し、うまく事業化できなけ

のためにカネ・ヒト・モノの資源を先

民間企業である私たちは、地方創生

つまり地域経済の担い手になる人材が

を図る競争が各地で行われるかもしれ

成長を続けていた当時は、それらが失

うなか、地方で現在、間違いなく産業

地方創生は続く

育たないというのです。

ません。

れてはいけない。それが基本です。
とはいえ、福祉の分野は人材不足で

敗しても国の根幹にかかわる問題には

として追い風なのは福祉の分野です。
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