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日本の地方都市における 

今後のまちづくりのあり方  

～我が国における将来の高齢化、人口減を踏まえて～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師：(株 )細田真一・建築・都市計画研究所  代表  細田  真一氏  

東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻  都市持続再生学コース在籍  

 

■日時：２０１２年１２月３日 (月 )18：00～ 

■会場：京北ホール 

■主催：協同組合  柏駅東口商店街連合  



- 2 - 

 

司会：佐藤氏より：本日は雨の中、たくさんの方にお集まりいただき、ありがとうございます。  

多分、今までの研修会の中で一番大勢の方に来ていただいたのではないかと

思います。（笑）先に事務連絡ですが、本日は細田先生の講演会を当初は２

時間の予定でしたが、細田さんの講演を１時間くらい、皆さんからの質問受け

付を 3０分くらいの予定に変更しました。どうぞよろしくお願い致します。  

 

初めのことば（石戸氏）  

皆さん、こんばんは。たくさんの方に来ていただいて本当にありがとうございます。 

人気講師だとこんなに人が集まるのだなぁと感心しました。（笑）  

今日はどうして細田さんに来ていただいたかというと、前回同じような話を宅建

の業者の集まりの中で聞いていたのですが、過去 100 年間で日本の人口が３

倍になったのに、これから 100 年後にはそれが 1/3 になるとのことです。これか

ら迎える超高齢社会に向けてのまちづくりはどうあるべきかを皆さんと一緒に

考えてみたいと思います。どうぞよろしくお願いします。  

 

第 1部 細田氏講演 

＝日本の人口推計とまちづくりの課題＝ 

●我が国の人口の長期的推移～今後は急激に減少していく～ 

-はじめに- 

細田：資料の黒字の部分“都市持続再生学”と書いてありますが、東大でこのようなコース

が出来たのは６年前です。“今のような都市構造では都市が持続しない、どのように再生さ

せたらよいか”という事を学問として学ぶコースが出来たのです。  

 実は、１枚目のグラフに今日お話ししたいことが凝縮されています。このグラフはちょっと珍

しいグラフで、横軸が長くとっており、鎌倉時代からの人口推移を表しています。明治維新

のころから急激に人口が増

えています。人口が増加して

いってその人口を収容する

ために地方にまちが出来て

きたわけです。その作り方も

無計画で sprawl して地方に

まちが広がってしまいました。

今、急激に人口が減少して

いるということは、言い換え

ればおもちゃ箱をひっくり返

したようにまちを作ったので、

今後日本は人口が減ってい

くわけですか、そのおもちゃ

を片付けているという使命が

課されるのです。  
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●将来の総人口・高齢化率の推移（グラフ） 

細田：次のグラフを見てわかることですが、2050 年には人口は 3000 万人減少して、高齢化

率は現在の 20％の倍になっています。  

※注：総人口…黄色く塗った部分、高齢化率…ピンク色の折れ線  

 

●市区町村の人口規模別人口減少率 ～小規模な市区町村ほど人口減少率が高い～（グラフ） 

細田：総人口が少ない自治体ほど減少率が高いことが示されています。  

 

●2050 年までに無居住化する

地点（グラフ）  

細田：グラフの赤丸で囲まれた

北海道と中国・四国地方の一

部分の都市は、将来的に人が

ほとんど住まなくなると言われ

ています。千葉県では房総半

島の先端の方の都市が危ない

です。 
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●所在者不明の土地が増加する（グラフ）  

細田：土地の相続人がいなくなるので財産管理人を選任する裁判の件数が増えて来る予

想あります。世界で一番早く人口問題が顕在化するのは関西圏と言われています。  

 

●単独世帯、特に高齢者単独世帯が増加（グラフ）  

細田：1980 年は、夫婦と

子供が多い。「さざえさ

ん」みたいな家族が代表

例だった。しかし、今の段

階で単身者が一番多くな

っています。これからは単

身世帯がどんどん増えて

いって、  

家族だんらんという風景

はなくなっていて、一人で

晩飯をたべるのが当たり

前のスタイルになってきま

す。まちづくりを考えるに

あたっては、このような風

景になることを前提にして

いかなくてはいけないし、

メーカーもそのようなこと

を踏まえた商品開発が必

要になります。  

 

 

●東京・名古屋圏で大幅に増加する高齢者単身世帯（グラフ）  

細田：日本全体で見てみると、高齢者の単身世帯が 2050 年では、全体で 154％ですが東

京圏では 210％になる予定です。柏も東京圏で、団塊の世代が多いので全国平均よりも多

くなるのではないでしょうか？  

 

●住宅需要は将来的に減

少（グラフ）  

細田：人口減少により、住

宅需要が減ること、一方空

き家の数は増えていくことが

このグラフからわかります。

空き家の有効活用を行った

としても空き家の数は増える

一方です。  
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●住宅ストックと需要の乖離（グラフ）  

細田：地方と都市を見た場合、多少の傾向の

違いが見られます。秋田県では大きい家のだ

ぶつきがあり、東京では小さい家がすくなめで

す。 

 

●あらゆる用途の建物で空き家が増加してい

く（写真）  

細田：住宅にかかわらず、いろいろな建物が空き家状態になっていきます。  

●深刻な空き家問題（説明）  

細田：なぜ、空き家が増えるかというと、日経新聞にもありましたが「家をつぶして更地にすると固定資産

税が６倍に増える」からではないかと言われています。最近、柏のまちをぶらぶら歩いていると、そういっ

た建物が目立つようになっています。 

 

●生活利便施設へのアクセ

ス困難な単身高齢者が急

増（グラフ）  

細田：柏で言えば、東急ビレ

ッジ。東急ストアが撤退しま

した。買い物難民が増えて

きます。 

 

●人口密度が低下すると行

政コストが増加（グラフ）  

細田：100 軒で支えていた道

路が、人口が減って 50 軒に

なってしまった場合、一軒当

たりの道路の維持管理費が

すごくかかるようになります。  

・建物の老朽化・壁面のはがれ等による歩行者への危険  

・防犯上の問題  

・町並み景観の悪化  

・ゴミの投棄等による衛生上の問題  

・火災の危険性＝電線の発火が最近多い。  
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●インフラクライス（説明）野村総

研実施のアンケートより  

細田：自治体に対するアンケート

によると、「インフラ新規投資を削

減」91％、「更新投資を削減」

60％・・・もうこれ以上新しい道路

は作らないと言っている自治体が

あります。更新投資とは、インフラ

には耐用年数があるが 50 年くら

いで新規にすることですが、それ

が出来ないと言っています。地方

の場合、総投資額が前年度比

5％の割合で減少すると仮定する

と、２０２２年度以降は新規整備ができなくなる。・・・柏市も同様  

 

●大都市圏周辺の自治体では社会インフラの蓄積度が高い（グラフ）  

細田：当たり前ですが、大都市圏は道路・大きな構造物が集中しいているから。千葉県も。  

 

●交通ネットワークのウエイトが高いのは都市化率が低く、集落相互にネットワークが張り

巡らされている日本特有の事情（グラフ）  

細田：日本は、道路密度は高いのですが都市人口の比率は低くなっています。 

 

●経過年数 30 年が事故発生確率を高めるターニングポイント（グラフと写真） 

細田：御徒町のガード下や最近では中央高速道が顕著な例。作ってから 30 年経過すると、

下水道などの陥没事故が出てくる。どんどん壊れてきている。  

 

●社会インフラの再設計の必要性（図を

用いた説明）  

細田：では、これらを踏まえてどうすれば

よいのか？人口減少・税収減少・技術系

職員の減少→インフラにどう対応？早急

に対応する必要あり。都市が持ちこたえ

ない。  

 

●既存文献・参考文献  

・「PRE 戦略実践のために」     PRE 研究会  住宅新報社  

・「朽ちるインフラ」     根本祐二    日本経済新聞社  

・「自治体不動産の有効活用」   日本総研    学陽書房  

細田：この３冊の中で読みやすいものは、「朽ちるインフラ」とい

う本です  
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細田：世界では例がない。法整備なし。民法の私権、所有権について厳しい制約があるの

で新しい制度を作るのは難しい。  
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●都市の低炭素化の必要性  

・気候変動が人間活動に由来する可能性が非常に高い。  

・2-3°C 以上の温度上昇はすべての地域において正味の便益の減少か正味のコストの増加のい

ずれかを生じさせる。  

・2050 年に温度上昇を 2.0-2.4°C の範囲に抑えるためには２０００年に対して 50-85％の温室効果

ガス排出削減が必要。  

・今後 20-30 年間の緩和努力によって長期的な地球の温度上昇がほぼ決まる。  

細田：環境面からも早急に対応しなければならなくなってきている。  

 

 

＝今後のまちづくりの方向性＝ 

 

●コンパクトシティの推進  

・無秩序に広がった宅地を公共交通の拠点に集約化する。  

・出来るだけ徒歩により生活可能な市街地を整備する。  

・人が住まなくなった宅地は農地や緑地とする。  

細田：sprawl してしまった宅地を、公共交通駅をベースにまとめていこうとする考え方。  

    駅から離れてしまった地区を集め直す。それ以外は緑地化へ。  

 

●ファイバーシティ  

細田：東大大野先生作成。「FIBER CITY 東京２０５０」  

    鉄道中心にまちの作り直し。これをやらないともうまちは、もたないのではないか。  

 

●富山市の目指すコンパ

クトシティ  

・鉄軌道沿線に居住、商業、業務、

文化等の都市機能を集約させる

ことにより、コンパクトなまちを実

現。 

細田：「お団子と串の都

市構造」を目指している。

有名な例。車の運転が困

難になる高齢者等への対

応を考慮して、移動手段

は基本的に公共鉄道にし

ようと試みている。  
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●都市の低炭素化の促進に関する法律～コンパクトシティ実現のための初の法制度～  

細田：出来るわけないと思われた法律だったが、成立した。奇跡の法律。緊急な課題の解

決を目指すもの。自治体が基本計画を盛り込むと補助金がでるという法律。意外。  

 

●秦野市公共施設再配置計画（２画面で説明）  

細田：ハコモノ：例 1  日本で 1 番有名な事例。自治体はハコモノから手を付けることが多い。

資料は「広報  秦野」より。市民に情報をきちんと公表している。財源不足を市民に訴える

→つぶす施設の案内。広報で情報を流している。市民に開示。  

 

●藤沢市公共施設マネジメント白書  

細田：ハコモノ：例２  柏と同じくらいの人口。こちらはかなり精密な分析。地区ごとに分けて、

今後の需要などを精緻な分析実施。  

 

●寝屋川市公共施設等整備再編計画  

細田：こちらはこれまでの自治体と違って、いきなり売却してしまうことを伝えている。市民プ

ール売却など。きちっとしたレポートで作成。市民への情報公開している。  
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●その他の公共施設調査先進事例  

細田：紹介例で７件あるが、しっかりと「白

書」を作って市民への情報公開をしている

都市。いろいろな都市があるが、浜松市など

も行っている。統廃合のことなども記載され

ている。  

 

●環境共生型住宅イメージ  

・拠点駅周辺に環境共生型の集合住宅を整備  

・将来のニーズに対応可能な設計  

細田：どのような建物・住宅を建てたらいい

のか？人口が減るのでなくなった時のことま

で考えた設計必要。  

 

●郊外から街なかへの住み替えの促進  

細田：空き家対策→まちなかに住んでも

らう。例：中心市街地の空き家の部分を

住宅に改装した場合補助金をだす、な

ど。  

 

●空き空間→都市のゆとり空間  

・ニーズが少なくなった市街地の空きスペースはポケ

ットパーク等の「都市のゆとり空間」として活用する。 

細田：使わなくなった都市空間を“ポケッ

トパーク”として利用する方法がある。

New York などに見られるものの紹介。  

 

●既存ストックの活用～公共施設～  

・施設を新たに整備するのではなく、既存の

公共スペースをオープンカフェ等として活用す

る  

・併せて街並み景観を整備  

細田：新しく施設を作る時代ではないの

で。道路法のシバリが強いのではあるが

傾向としては法律が緩くなってきている。

横浜の日本大通りなどを紹介。今後やっ

ていくべき。  
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●既存ストックの活用～建築物～  

・街なかでつかわれなくなった施設をリノベー

ションし、新たな価値を付加して再生する。  

・街並み景観に配慮する。  

細田：東日本橋の例の紹介。  

 

●北九州スマートコミュニティ  

細田：再生エネルギーの利用。環境への

配慮があたり前の時代。市民に見える活

動で行っている。まちぐるみで節電対策

の取り組みの紹介。  

 

●Cargo ダイムラー  EV によるカーシェア

リング  

細田：ドイツの例の紹介。ヨーロッパで展

開中。まちなかに 300 台の電気自動車配

備。  

 

●次世代モビリティ  

・環境にやさしい低公害型の車の開発が進

んでいる。  

・次世代モビリティに配慮したまちづくりが求

められている。  

細田：次世代モビリティはコンパクトなの

で今までの駐車場 1 台分のスペースで４

台 OK。  

 

●街なかの緑化の推進  

・街路樹、壁面緑化等様々な緑化を行い、

市街地環境を改善する。  

・自治体の緑の基金等を積極的に活用。  

細田：環境への配慮。緑化の技術が進

歩。壁面の緑化。柏神社の例（笑）紹

介。  
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●総合交通マネジメント  

・歩行者優先に偏ったまちづくり

は失敗する。  

・公共交通、次世代モビリティ、歩

行者、自転車のバランスと総合的

な交通施策が重要。  

細田：排気ガスの問題と高齢

者が運転する危険性が懸念さ

れる。それさえクリアすれば、  

車には何も問題がない。八戸

市総合交通マネジメントの紹介。自動車が入れるエリアを限定する。  

 

●新しい公共によるこれからのまちづくり  

・市民が自ら丁寧に手をかけていく「まち」が生き残る。  

細田：まちづくりは、今まではお役所仕事のイメージがあるが、これからは税収も役人も減

少するのでその結果、行政サービスは切り捨てられていく。代わりにそれをやるのは“民間”

になってくる。行政・民間業者・

NPO が協力しあってまちづくりをし

ていく未来がくる。  

 

●エリアマネジメント  

・住民、事業者、地権者等が行政と協力し

ながら自主的にまちづくりを行い、地域の

価値を高めていく。 

細田：“エリアマネジメント”  組織

…行政ときっちり役割分担をする。

公共施設の掃除やまちの美化の

実施。これが出来るか出来ない

かが自治体の生き残りがかかっ

ている。  

 

●新しい公共の財政１（寄付税制の改革）  

細田：税制が改定されて、最近では特定 NPO 法人に対しての寄付制度ができた。  

●新しい公共の財政 2（市民ファンド）  

細田：市民ファンドの例を紹介。日本各地に多い。利子や助成金あり。（画面上を指す。）  
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●都市間競争の激化への対応  

・都市（地域）の資源・強みを活かした、まちづくり方策  

・シビックプライドの醸成  

・シティプロモーション  

・魅力ある都市圏・生活圏への選択と集中  

・近視的政策ではなく、20 年後、50 年後を見据えたまちづくり  

細田：生き残りをかけて考える。まちへの誇り・まちからの情報発信・まちの個性など。  

国でもまちや都市のあり方を考えていて、上記のような努力をきちっとしているまちだけにし

かお金を出さないとか。  

 

●定住自立圏構想  

細田：これはまた発想が違うもの

だが、都市間競争ではなく、周り

のまちとどのように協力してやって

いくのかを考えたもの。今までは

常識的に自治体単体の中で図

書館やホールがあったりするのが

当たり前だったが、これからはそう

はいかなくなる。例えば、図書館

はうちが作るよ、じゃあ、ホールは

うちが…みたいな“市町村同士が

協定を結んだ省エネスタイルのま

ちづくり”のこと。 

 

●瀬戸・高松広域定住自立圏  

細田：高松市の例を紹介。人口が柏市と同じくらい。  

中心地は、高松市。その周辺市町は、さぬき市、東かがわ市、土庄町、小豆島町、三木町、

直島町、綾川町。  

 

 

＝柏市そして柏駅周辺地区＝ 

 

●都市のコンパクト化に向けて  

ハコモノ公共施設の台帳作成  

↓・柏市も藤沢市に負けてはいられない。行政経営方針アクションプラン  

ハコモノ公共施設の再編  

↓・今まで使っていたものを利用率が低いものから整理する。  

インフラ築年数とエリア別居住者数の色分け  

↓・道路や橋などの築年数や利用者数をきちっと調べてどんな傾向があるのか色分け必要  

社会インフラ再設計  



- 14 - 

 

●「地域の寿命」  

細田：これからは“地域の寿命”を考える必要あり。今日のキーワード。  

 

●一体型土地区画整理事業方式  

細田：八潮の例。TX を作る場合、区画整理で

作ったが事業者が土地を先買いして、買った

土地を軌道上に先にすべて換地してしまう。柏

のまちなかに応用できないだろうか。  

 

●ミニ区画整理による駐車場や再開発賛同

者の集約による土地の有効活用  

細田：再開発の種地になる駐車場をまとめる。

再開発をやりたい人を集める土地へ。  

 

●再々開発と容積配分による公園の整備  

・駅前の再々開発事業等に当たっては、周辺街区

を区域編入するとともに適正な容積配分を行い、

駅前に貴重なオープンスペースを整備  

細田：どこかで見た Tower マンションを例として

（会場大爆笑）中心市街地として見ると、緑が

無い。公園もない。これらを整備すれば、土地

の格も上がる。が、ヨーカドーをぶっ潰すわけに

もいかない。（会場大爆笑）ビックカメラやそごう

なども一緒の区域に入れてまとめてしまうもの。

容積移転により従前の権利も整理する。  
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●ステークホルダーが参画できる場づ

くり  

柏駅周辺イメージアップ推進協議会・柏市

中心市街地活性化協議会・柏駅東口中

央商店街連合  

↓ 

まちづくりの新しい協議の場  

全体を包括できる場所が必要  

↑ 

土地建物所有者・住民（※マンションなどの人）・来街者（※都市観光者の視点）  

※細田氏説明の補足部分  

 

●縦割り事業を連鎖させる～新しい官民

協同のまちづくり組織～  

細田：市街地再開発事業・総合交通マ

ネジメント・各種社会実験・商店街主催

事業・公共事業（W デッキ）民間ソフト事

業（イベントは柏が多い）など、協同を意

識する時代。  

 

●周辺市との連携  

・人口減少時代に入り、税収、施設需要の

減少が見込まれる中、柏市でフルセットの公

共施設は必要か？柏市・松戸市・野田市・

我孫子市・流山市  

細田氏：文化会館がかなり古い。柏市と

我孫子市でひとつあればいいのでは？松

戸市、流山市とも積極的に検討する必

要あり。  
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●ライフステージの想像とまちづくり  

・柏市は今後全国平均より高齢化率が

高くなると予測されている。  

・リタイアした高齢者の多くは次のライフ

ステージの生きがいを求める  

・また、高齢化すると長距離通勤を避

ける傾向がある  

・このような人たちを柏に留めるため、

様々な仕事があり、豊かな余生を送れ

るまちづくりが必要  

細田：柏市の高齢化率が高くなる。年をとってくると、体力的に東京に勤めに行けなくなる。住んでいる場

所に仕事があって、豊かな生活を送りたいと考えている。それを含めたまちづくりを。 

 

●既存ストックの有効活用 1-7 

細田：柏駅をウエルカムゲートとして、“交流・も

てなし・楽しみ・学び”をまちに！W デッキを有

効に活用できる方法を。Wデッキの下が暗いの

で照明を工夫。W デッキに木の植樹。  

オープンカフェの利用。  
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●KashiwaFutureCenterProject  

・まちの課題解決のための新しい協議

の場  

細田：ビルの空き室の利用。スウェ

ーデンが発祥。いろいろな問題を持

ち寄って解決できるように議論する

場所。住民参加のまちづくりを目指

している。非日常的なデザインの

場。  

博報堂などに協力をしてもらってい

る。 

 

●“Non Profit Person がまちを救う”  

細田：柏の場合、志の高いひとたちのおかげで柏が出来ている。若手がまちを救う。  

 

●“社会に対する愛情、これを都市計画という”by 石川栄耀  

細田：好きな言葉。余談「パパやばい！これかっこよすぎる！！」と娘に言われました。（笑）  

 

 

 

＜おまけのコーナー：＞ 

細田：Wデッキ改装後の完成予想図や景観が３年前の時点でシミュレーション出来ていた。 

※細田氏画面で説明する。実際に、まちを歩いて写真を 2000～3000枚撮ってそれを元にしてグラフィック

化したもの。（例）二番街にアーケードがない場合。屋根が無かったら。ハウディモール通りの看板など、

ゴチャゴチャしたものを取っ払った場合の景観とか。柏 Towerマンション周辺の理想的な景観などなど。 

（会場からは、驚いたり、感心したり、いろいろな感想が聞こえていたようです。） 
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＜質問コーナー＞ 

 

質問１  

柏の都市計画＝W デッ

キが初めに造られた時、

この良かった点は？  

（柏市都市振興公社

の中山さんより） 

 

回  答  柏の葉アーバンデザインセンターの染谷さん  

日本初のWデッキであり、日本の最先端であった。柏に人がたくさんきているので個人的には成功したの

ではないかと思う。これからは、このWデッキをどう使いこなすかが課題だと思う。 

 

質問２  

富山の事例ですが、まちなかに住もうという事で Tower マンションを作ったら実際入ってきた

のは、高齢者だったという。まちなかは、思った以上に人（新しい人）が増えなかった。人に

入ってもらうためには、まちに何が必要か？（柏市役所の秦さんより） 

 

回  答  細田氏  

複合的な戦略が必要である。具体的に人がどのように行動するのか、世代などを考えてい

くべき。  

 

質問３  

高齢化した人たちのライフステージ

のイメージとは？（柏商工会議所の

松本さんより）  

 

回  答  細田氏  

その仕事というものが報奨を得るも

のなのか、そうでないものなのか。自

分の現役時代に培った技術や経験

ネットワークを社会還元する形なの

か。第二のステージとして、柏のまち

で活躍するということが考えられる。

それは、柏のまちにとってとても有意

義である。そういった人たちが柏にた

くさんいるのも事実。若い世代の育

成も必要。  
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質問４   

柏のステークホルダーについて。どのように意見をまとめたら良いか？（高塚さん） 

 

回  答  細田氏  

いろいろな人がいるので、“一堂に会して何かを決める”というのは、限界があるかと思う。  

ポイントとしては、キーマンが働きかけていくのもよいかと思う。  

 

質問５  

高い年齢層の人たちは、仕方なく柏に来た人も多く、柏への思いが薄い人もいるが、反対

に柏が好きな人もいる。実際、まちなかの素敵なカフェが店をたたまなければならない状況

もある。これを打破する方法は？（アートラインかしわ亀岡さん）  

 

回  答  細田氏  

柏には意外にもお金持ちの人がいるが、そういう人がまちなかに出てきていない。柏の現状

に不満を持つ常識的でレベルが高い人たちをまちなかにきちっと呼び込むか、何らかの形

でまちづくりに参加してもらう方向で。  

 

質問６   

コンパクトシィで捨て置かれるまち、どうしたらいいのか？（アートラインかしわ佐藤さん） 

 

回  答  事実、それが難しい課題で頭をかかえている。（笑）みんなで考えていきましょう。 

 

 

 

以   上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


