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1. はじめに

人口3割減時代の公共施設再編
と生活圏のグランドデザイン

北海道大学大学院工学研究院

教授森 傑

人口減少や都心部への人口集中等の影響によって 地方の農山漁村におけ

る過疎化および少子高齢化は急速に進行している。北海道も札幌から一歩出

ると，そこにはいわゆる限界集落とされるまちが数多く存在する。例えば，

国立社会保障・人口問題研究所によると，北海道の人口は現在の約 550万人

から， 25年後の 2040年には約420万人まで減少すると推計されており，地
（注1)

域によっては3～4割減ということが指摘されている。世界で最も少子高齢

化の進んだ固といわれる日本において，その最先端の状況と課題に直面して

いるのが北海道といえよう。今後将来，大胆な政策によるダイナミックな人

口移動や定住移民の大幅な増加の可能性がないわけではないものの，ほほ確

実な予測といわれているこの人口推計が暗示するのは，衝撃的な未来予想図

である。

建築計画・都市計画の分野では，国全体での人口減少が進み始めている中，

人口の規模と構成に見合ったまちへ変えていくためにどうすべきかが大きな

（注 1) 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」平成 22

(2010）～平成 52(2040）年（平成25年3月推計）
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（注2)

テーマとなっている。これまで まちは高度経済成長と人口増加を背景とし

て一方的に大きくなってきた。いったん大きくなったハードとしてのまちは，

すぐに小さくすることはできない。人口が縮小する中でもハードは以前と変

わらず肥大したままである。これにどう対処していくのかという課題がある。

2. まちの整体

筆者は「まちの整体jという視点を提唱している。地方で未利用・低利用

なまま抱えられている公共建築群の再編を軸にしながら，人口3割減時代を

見据え，地方都市の広義の適正規模化を図るものである。いわゆるコンパク

トシティ論のように聞こえるかもしれないが，都市構造に対する捉え方と目

標の描き方がそれとは本質的に異なる。

地方の小都市は，国レベルの高度成長・人口増加における生産と消費に追

従すべく，これまで必死になって筋肉をつけてきた。筋力を上げるためなら，

中央からのドーピングも積極的に受け入れた。しかし当然，そのような不自

然な筋肉増強は本来の骨格には見合わない。筋肉とのバランスを欠いた骨格

は，生産と消費に酷使されることで様々な歪みを生じることとなった。そし

て，低成長・人口減少への変化の中で次第に痩せ細り，ごまかし続けてきた

歪みも，生活に支障をきたす痛みや病となって現れはじめた。「まちの整体J

は，地方都市の歪みを本来もっている骨格へ整え，老いが進みながらも適切

な代謝を維持し大手術や投薬に頼ることなく最期まで自力で食べて歩ける

身体へと改善しようという戦略である。適正な身体を自己管理しながらも遂

には自力で食べて歩けなくなったとき，そのまちは人生を全うしたといえよ

つ。
縮退という言葉が普及して久しい。北海道では近い将来消滅すると予想さ

れる集落は百数十にのぼるといわれる。しかし このような消滅という衝撃

（注2) 日本建築学会編「公共施設の再編一計画と実践の手引き一」（森北出版，

2015.2) 
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的な予測でさえも，国全体が人口減少しているのだから仕方がないと，世間

は納得しているところさえある。はたしてそうだろうか。かなり不合理な消

滅もその中には多いのではないか。先の比輸に絡めると，ドーピングが切れ

たあとの急激な衰弱と治療と称した大手術や投薬による寝たきり状態，その

行く末としての消滅なのではないか。

これからの急速な人口減少を踏まえると 大都市や中核都市へ人口が移動

し，弱小都市は消滅していくと想定するのが一般的に予測する姿だと思うが，

あえてそれとは異なる将来の可能性を描いてみたい。それは，日本各地で小

規模のまちが自立的に持続していくような時代，大都市・中核都市は大幅に

人口が減少するが，地方の小都市は「まちの整体」に取り組み，小規模人口

を維持していくというあり方である。

3.北海道上士幌町の実践

北海道河東郡の上士幌町は，札幌市から車で約3時間 30分，北の大地の

真ん中，十勝地方北部の小さな自治体である。面積的には決して小さくはな

く， 国立公園として日本一の規模を持つ大雪山国立公園の東山麓に位置し，

日本一広い公共育成牧場のナイタイ高原牧場を有する。町内の約76%が森

林地帯という自然に恵まれたまちであ り，地目別土地面積でいえば，宅地は

0.6%と1%にも満たない。産業と しては畑作・酪農などの農業や林業など

の第一次産業が盛んで，源泉かけ流し温泉であるぬかぴら源泉郷や幌加温泉，

北海道遺産旧国鉄士幌線コンクリー トアーチ橋梁群などの観光業にも力を入

れている。

上士幌町も，他の北海道の自治体と同じく急速な人口減少に直面している。

1965年には人口 10,309人であったのが， 2010年にはその半分の 5,080人ま

でに減った。加えて，世帯数では 1965年に 2,317世帯， 2010年で2,225世

帯となっており，ほとんど変化がない。約50年の聞に上士幌町の人口構成

は大きく変容した。さらに， 2040年には，人口3,222人へと減少すると推計

されている。同じ人口規模の町村の中では決して深刻な財政状況ではないが，

6 住民行政の窓 28・3-426
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将来これが大きくなることを見込むのは難しい。そのような中，上士幌町は

2012年度に，「5,000人のまちづくりJを目指す「第5期上士幌町総合計画」

の具体化に向けた 10のテーマを定めた。その第 1番目として掲げられたの

が“公共施設の配置等グランドデザイン作成”である。

公共施設の再編については，都市部の自治体では一般に，施設数のコント

ロールによって財政的な圧迫を改善することが主な狙いであるが，上士幌町

の課題と目的はそれが第一義ではない。もちろん 施設管理の財政的負担と

人口減少のバランスを取ることは求められているが それ以上に，人口が1

万を割るような小さなまちでどのような豊かな暮らしが実現できるのか，そ

のために公共施設が果たす役割は何かからはじまる再編の意義を探求してい

る。

4.再編の空間デザイン

筆者は，上士幌町の公共施設再編へ関わるグランドデザインのアドバイ

ザーを務めている。「公共施設整備基本構想アドバイザー」は，将来の公共

施設のグランドデザインに関して 全体の再編計画および個々の施設計画の

具体的なデイレクションを提言する役目にある。2012年 11月には，「上士

幌町の公共施設再編へ向けての計画要点・計画指針」をまとめた。

上士幌町は，「まちの整体」を計画理論として，「上士幌町の公共施設再編

へ向けての計画要点・計画指針」の基本方針のもと 具体的に事業計画を組

み立てた。上士幌町の取り組みは，小さな自治体だからこその可能性を示し

つつある。それは，まち全体の空間計画を描いた上での公共施設の再編とい

うアプローチである。

人口の多い大都市や中核都市での再編は，施設数のコントロールや統廃合

による再配置が基本的な手法となる。都市全体を地図的に捉え，そのマップ

上の点の位置を決める計画といえよう。どの点にどのような機能を持たせる

のか，その点をどのように配置するのかが検討の中心となる。もちろん，点

と点の繋がりのあり方も議論されるが，それは各々の点の圏域とネットワー

住民行政の窓 28・3-426 7 
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クの検討が主である。点としての施設とその周辺環境について， 3次元的な

空間のイメージを伴って検討されることはまずない。むしろ，点以上のスタ

デイを進めることは逆に難しい。大きな都市には 自治体が扱いうる施設や

用地以外の様々なファクターが集積しており，それらが圧倒的な割合でまち

全体を覆っているからである。

一方，上士幌町のような小さなまちは，住宅以外の建物はほとんどが公共

施設であり，民間の大規模な商業施設や業務施設はあったとしても一つ二つ

である。このことは，大都市や中核都市に比べ，公共施設の再編が及ぼすま

ち全体の空間構造への影響が大きいことを意味する。公共施設が少しでも変

われば，まちの構造が大きく変わるのである。

上士幌町での公共施設の再編も 将来予測される人口減少を背景とした規

模適正化に端を発しているが，「まちの整体」の視座に立ち，町民が数十年

後どのような暮らしを営むのか，どのような暮らしを営みたいのかを，初期

の段階から具体的かっ空間的にイメージすることに取り組んできた。

2012年夏に開催した住民ワークショップでは グループデイスカッシヨ

ン形式で，まず「普段はどこで・何を・どのように生活しているか」を紹介

し合い，それらの場所にはどのような特徴があるのかの分析を行った。ここ

で重視したことは，これからの公共施設の用途や機能を既存の施設ありきで

考えないよう，町民そして関係者自身の頭を切り替えることであった。今後

の公共施設のあり方を議論すると，どうしても既存施設とその利用経験をも

とにニーズを出すかたちになるが それをベースにすると既存施設の改善計

画以上のものにはなりがたい。施設ありきではなく，どのような場所でどの

ような活動をしたいのか どこにどのような空間とサービスがあれば良いの

か。ワークショップを通じて そもそもの公共施設の根拠を改めて考え直そ

うと試みた。そして， 30年後に目標とするまちの状態について語り合い，

その理想へ向けて，まちの特徴的な場所をどのように活かしていくのかにつ

いてのアイデアを出し合った。

いうまでもなく，ワークショップはただ実施すればよいという訳ではなく，

8 住民行政の窓 28・3 426 
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それを通じて成果が得られなければ意味はない。では，ワークショップの成

果とは何か。近年，まちづくりにおける合意形成や意思決定へ繋がる手法の

ーっとしてワークショップは浸透しつつあるが特にそれを企画する行政や

コンサルタントの関係者に認識してもらいたいポイントがある。

まちづくりにおける「合意形成」とは，地域住民が互いに説得し合ったり，

特定の主導者が他者を説服したりするものではない。また，民主主義的な方

法をとって物事を決める手段自体でもなく マジョリテイの意見が必ずしも

優先されるものでもない。地域住民による合意の形成とは，直面している課

題あるいは将来の計画に対して 地域で共有されうる価値基準を構築するこ

とである。そして，地域の「意思決定」とは，立ち現れる種々の課題につい

て，地域の共有価値に基づき，その是非を客観的に判断することである。そ

れは，地域という主体・地域という一つの人格として自律的に行動すること

に等しく，合意形成による共有された価値基準が不可欠である。そして決定

的に重要なのは，意思決定とは，ある限られた空間・時間内で妥当な結果を

導き出すことである。このような姿勢で援用されるべき手法こそが，ワーク

ショップなのである。

上士幌町はまず，公共施設の空間的な影響力を積極的に活かし，まち全体

の空間構造を再構築するグランドデザ、インを描いた。将来の生活環境の広が

りと繋がりの具体的なイメージを持った上で その核となる公共施設の計

画・設計を目指している。「まちの整体」はグランドデザインである。グラ

ンドデザインは，空間的なデイレクションが含まれなければそれとは呼べな

い。 1万人を割るまちには，具体的な場所をイメージしながらまち全体をス

タデイできるスケーJレ感がある。大きな都市だと ヒューマンスケールを感

覚的に保持しながら全体を捉えることはとても難しく，地図上の点で扱うく

らいが限界である。この再編の空間デザインが「5000人のまちづくり」だ

からこその可能性である。その成呆の一つが セントラルベルト構想である

（図 1）。

住民行政の窓 28・3 426 9 
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図1 上士幌町セントラルベルト構想（2015年9月改訂版）

5.再編の公共性
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上士幌町では，「まちの整体」へ向けての公共施設再編の第 l弾として，

2015年に認定こども園が開園となった（写真 1）。 2016年度には既存関連

施設を集約・複合化した生涯学習センターも着工する（図2）。その後も，

消防署の移転新築，新しいターミナルによる公共交通のハブ化，セントラ

ルパークを中心とした屋外パブリックスペースの重点整備，まち中居住を

誘導する公営住宅の更新と，継続的・戦略的な事業が続く。昨年は，筆者

の研究室設計による旧職員住宅を改修した移住体験住宅もオープンした

（写真2）。

人口減少時代・少子高齢社会を迎えた今日，公共施設はそのあり方を根本

から間い直す必要がある。社会が求めている公共性とは何か，その公共性に

立ったときのサービスや建築は何か，そこから改めて構築しなければ，公共

施設と自称するものは，社会とは全くかけ離れた無意味な箱になる。今日の

10 住民行政の窓 28・3-426
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写真 1 上士幌町認定こども園
(2015年竣工）

写真2 旧職員住宅を改修した移住体
験住宅（上士幌町）

図2 上士幌町生涯学習センター複合施設の計画概要
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サービスが社会ニーズに対して十分に対応できていないことは，既に露呈し

ている。それを単純に束ねただけでは 根本的な問題は解決されない。

筆者は，最近の再編検討の流れに危慎していることがある。どのような公

住民行政の窓 28・3-426 11 
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共施設が求められているのかが十分に議論されないまま，主として経済的な

判断によるもったいないを理由に，再編の“方法”が検討されていることだ。

公共施設が束ねられた後にどのような価値を生み出すのかが意識されない中

での，束ねること自体に意義があるかのような状況がある。再編という“方

法”自体が自己目的化してしまっている。

認定こども園を含め，上士幌町の公共施設の建築計画において力を入れて

議論していることは，積極的に施設に余白やゆとりを生み出すことである。

もちろん，施設に関わるコストは小さいに越したことはない。建物が合理的

でコンパクトになり床面積が減れば 当然イニシャルコストもランニングコ

ストも圧縮できる。しかし実は，大きな都市に比べ，上士幌町のような小さ

なまちにこそ，公共施設が生活の場の一部として期待される役割が大きいこ

とを指摘したい。

例えば，都会の子どもたちは，学校の放課後に買い物に行ったり友達とつ

るんだりする場所の選択肢は街中にたくさんある。しかし，田舎の子どもた

ちは家か学校かのほとんど二択でしかない。街中にショッピングモールはな

いし，塾や予備校もない。そのような状況は，昔から同じだというかもしれ

ない。しかし，昔の子どもと今の子どもでは全く情報環境が異なる。今の田

舎の子どもは，テレピやインターネットを通して現代的な刺激を既に受けて

いる。だが，実際の自分のまちにはそれを楽しむところは全くないわけだ。

都会と田舎のギャップは昔以上に大きく，現代の田舎の子どもたちこそ，ま

ちに居場所がないといえよう。そしてそれは 大人やお年寄りも同じである。

田舎には，まち中の居場所の選択肢がほとんどない。

生涯学習センターを中心とした複合施設の計画においても，例えば，図書

館だけれども図書サービスとは関係のない場所をどのようにすれば生み出す

ことができるのか，その知恵、を絞っている。小さなまちでの日常生活の充実

へ向けて，公共施設のゆとりや余白は居場所の選択肢を増やすために重要な

空間デザインである。
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6.生活圏のグランドデザイン

筆者の公共施設再編に関わる主題的論点は，生活圏である。ここでいう生

活圏とは，人々の日常的な生活の実際的な営みとそのまとまりである。上士

幌町の小規模まち中挿入型公営住宅整備も，この生活圏の視点が軸となって

いる。現在，老朽化した約200戸の公営住宅団地がセントラルベルトを中心

とする半径400mの徒歩圏の外に立地している。それを現地で団地として単

純に建て替えるのではなく，上士幌町のグランドデザインに則り，まち中に

増えつつある空き地や空き家を積極的に町が取得し， 6～ 8戸規模に分割し

て段階的に挿入するステージコンストラクションを計画している （図3）。歩

いて暮らせるまち中で，様々な年齢層や世帯構成の町民が日頃から顔を合わ

せる生活ができるよう，活動密度の高い市街地を形成することを目指している。

まち・ひと・しごと創生法のもと，全国の地方自治体は，今まさに地方版

総合戦略の検討と策定の最中にある。その内容として特に課題化されている

のが， KPI（重要業績評価指標）である。地方人口ピジョンを達成する政策

目標や施策の数値目標を具体的に定めなければならない。一方，時を同じく

して，総務省による公共施設等総合管理計画の要請により，地方自治体はそ

の検討と策定にも取り組んで、いる。主として施設総量の削減と財政負担の軽

減・平準化を目指す公共施設の再編であるが，その根本的な背景にはもちろ

ん，人口減少社会がある。

人口 3割減という時代を眼前に 特に地方都市に住む人々の生活の質

(Quality of Life）の向上を実現するためには，将来の人口ビジョンを達成す

る総合的な地方創生の戦略と まさに生活環境の基盤となる公共施設のマネ

ジメントのあり方が，十分な整合性を持って具体的に検討されているか否か

が重要である。地方人口ビジョンと地方版総合戦略は，人口減少や過疎化の

中での生活の質の改善へ繋がる生、活圏のグランドデザ、インをどれほど具体的

に描き得ているのか，そのリアリティにかかっている。

（もり ・すぐる）
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図3 上士幌町の小規模まち中挿入型公営住宅整備のロード、マップ（ステージI,Il) 
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