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講義の前提

❖ 日本創成会議の「消滅
可能性のある市町村リス
ト」。



講義の前提
❖ 多くの自治体が慌てふためいて
いる。
❖ 豊島区が消滅するといった
予測の信憑性？

❖ 社会減が続いている自治体
は該当しても、社会増が期
待できる自治体には該当し
ない。
❖ むしろ、豊島区のように慌てふた
めくことで、より深刻なダメージ
を被るであろう

平成26年5⽉8⽇に⽇本創成会議によって発表さ
れた全国⾃治体の将来⼈⼝推計により、本区が
23区唯⼀の「消滅可能性都市」とされたことを
受け、区は、「豊島区消滅可能性都市緊急対策
本部」を設置して、その要因分析と今後の対策
を検討しました。 
その後、緊急対策本部での検討を踏まえ、⼈⼝
減少社会に対応し、区の未来を切り開く政策・
施策を本格的に推進するため、緊急対策本部を
発展的に解消して「豊島区持続発展都市推進本
部」を設置することとしました。

（豊島区のホームページより）
http://www.city.toshima.lg.jp/

002/kuse/gaiyo/
033504/033517.html



慌てふためく豊島区

https://www.youtube.com/watch?v=YosS39pc8rk



人口は多いほどいいの？

❖ 「中国の膨大な人口は財産として肯定すべきものである。
今後何倍になろうとも、そこから生じる問題はすべて人
口の財産としての正の側面によって解決されるであろう。
鍵となるのは生産であり・・・・生産様式の革命によっ
て人口増加に伴う食糧問題は解決できる。」（毛沢東 

1949） 



人口は多いほどいいの？
❖ 「（前略）現在よりも人口が多少減ったほうが、過密
の是正や空間的・時間的・精神的なゆとり、環境・資
源問題等々、様々な面でプラスであると考えるほうが理
にかなっている。」(千葉大学広井教授）



人口は多いほどいいの？

❖ 「地球環境はその限界が繰り返し先送りできたとしても
間違いなく有限であり、無制限な成長を続ければ必ず
危機の可能性は高まる。こうした観点からも、人類が人
口成長を緩和する、あるいは状況に応じて反転させるた
めの覚悟が必要で、それには長い期間を要する（後略）」
（マッシモ・リヴィバッチ） 



人口は多いほどいいの？
❖ 現在の人口減少をもたらしたのは、第一次石油危機があった1970年代に国を挙げて
人口減を目標にした政策を実施してきたから。

❖ 1974年、戦後2度目に発表された『人口白書』の副題は「静止人口をめざして」。

❖ そこでは、少しでも早く人口増加を抑制し、人口が増えも減りもしない「静止人口」
になるため、出生抑制をいっそう強化すべきであると政府は主張していた。この『人
口白書』は当時の社会に大きなインパクトを与え、すでに人口が1億人を越えていた
こともあり、その翌年には合計特殊出生率は2.0を下回り、以後、低下し続けてい
く。



人口は多いほどいいの？
❖ 「現在進む人口減少を放置すると、国内市場が縮小
し、投資先としての魅力が低下し、経済規模の縮小
がさらなる縮小を招く負の連鎖に陥る」とし、「高
齢化で社会保障給付費が増えて財政が破綻するリス
クも高まる」と強調した。（日本政府が設置した経
済財政諮問会議の専門調査会、2014）



人口は多いほどいいの？
❖ 全体の豊かさは減少するが、一人当たりでみるとどうなる？

❖ エコロジカル・フットプリントという概念：「ある期間、ある集団が消
費するすべての資源を生産し、その集団から発生する二酸化炭素を吸収
するために必要な生態学的資本を測定したもの」

❖ 世界中の人々が日本と同様の食生活をした場合、エコロジカル・フット
プリントが示す地球の資源は、地球1.64個分・・・地球の土地面積では
既に不足している！



人口は多いほどいいの？
❖ 人口減少を食い止めるために、政府は合計特殊出生率
を現在の1.41から2程度に引き上げる、第三子以降に手
厚い出産・教育・育児の支援を進めるといった対処療
法的な政策を掲げている。しかし、合計特殊出生率を
向上させても、人口減少のスピードを緩和させることは
できない。

❖なぜ？？



人口は多いほどいいの？
❖ 人口の増減は現在の年齢別構成によってほぼ決まるため、例え0歳児の人口を増加さ
せることができても、それが人口増減のスピードに影響を及ぼすようになるために
は20年以上かかるからである。

❖ 1970年代に人口増加を抑制させるために、合計特殊出生率を下げることに成功し
ても、その効果が現れるのに30年以上必要だったのと同じ理由である。

❖ 歴史人口学者の鬼頭宏が指摘するように、「人口変動は、巨大なタンカーが方向転
換するときのように、たいへん時間がかかるもの」だからだ。



人口減少のスピード
❖ この人口減少のスピードの速さは、具体的にはどのよう
な問題を生じさせるのか。

❖ それは、それまで成長を前提に構築されてきた既存の社
会経済システムの変革を急速に強いることである。変革
させるだけでも困難なのに、それを短期間に対応しよう
とすると、その難しさは格段のものとなる。

例えば？



社会保障制度

❖ この制度を維持していくためには、生産年齢人口がある
程度のボリュームで存在することが不可欠であるが、こ
れが急激に減少していき、逆に高齢者が急増している。

❖ 制度を支えるものが減り、支えられるものが増えている
のだ。その変化に対応するための時間を稼ぐことがで
きれば、システムを変更していくことも可能だが、現行
のスピードの速さだと難しい。



地域間格差の拡大
❖ 人口減少が社会に大きなインパクトをもたらすのは必至であるが、
そのインパクトは大都市ではなくて地方において、また自治体とい
う単位では人口規模が小さいところほど、より大きなものとなる。

❖ 特に、人口規模が小さい自治体は、都市（集落）が集積の経済を発
現するクリティカル・マスより小さくなると、もはや都市（集落）
を維持する経済的効用を消失してしまう。人口減少が、地域を「勝
ち組」と「負け組」とに大きく選別させていく流れをつくりだして
いることが懸念される。



地域間格差の拡大
❖ 長崎県旧高島町にあった端島
（通称名：軍艦島）も1886年
から石炭を採掘し、最盛期の
1960年には人口5000人以上を
記録したが、1974年の閉山を
期に同年末には人口がゼロに
なった



地域間格差の拡大
❖ 北海道旧阿寒町にあった雄別炭鉱。

1896年に石炭の採掘を開始し、
1923年に雄別炭礦鉄道が開業して
から人口は増加。1950年代には雄
別と隣の布伏内と合わせた人口は1

万2000人ほどあり、これは当時の
阿寒町人口の6割を超えた。しか
し、その後、炭鉱は閉山し、企業
城下町となっていた集落群は無人
地帯となり、現在の雄別の人口は0

人、布伏内でも500人しかいない.



地域間格差の拡大
❖ 2005年から2010年にかけて20％以上人口が減少した自治体は4つ。野
迫川村（奈良県）、大川村（高知県）、占冠村（北海道）、黒滝村（奈
良県）。

❖ これらのうち大川村は1972年の銅山の閉山により、人口減少が加速
化。占冠村も1980年代後半にリゾート法による重点整備地区に指定さ
れ開発が進むが、客足が減少し衰退した。黒滝村も基幹産業であった
林業が衰退したなど、地域経済がある特定の産業に依存している場合
は、その産業の衰退とともに地域が衰退し、減少していくという傾向
にある。自治体としての存続が厳しいような地域は今後、さらに増え
て行くであろう。



講義の前提

❖ マクロ・レベルでは、人口縮小でパニックする必要性
はないし、冷静に対処すべきであろう。

❖ とはいえ、自治体のミクロ・レベルではいろいろな問
題が生じる。

❖ 人口縮小の回避は極めて困難だが、ソフト・ランディン
グをすることは可能。



講義の流れ

❖ 縮小の実態

❖ 縮小のインパクト・縮小の課題

❖ 縮小時代における都市の持続可能性を高めるための処
方箋



講義から考えてもらいたいこと

❖ 人口減少って防ぐべきもの？（そもそも防げるの？）

❖ 人口減少時代においてどのような自治体経営をしていっ
たらいいのか



縮小の実態

群馬県下仁田町



縮小の実態 -日本の人口推移 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日本と主要国の人口トレンド（1950=1） 

0

0.65

1.3

1.95

2.6

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

フランス
ドイツ
イギリス
アメリカ
日本



都道府県別の5年間ごとの人口増減率の推移  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人口減少が今、クローズアップされている理由

1. 高度成長期における地域における人口減少の要因
は自然増を上回る社会減であったのに対して、近
年の人口減少は自然減が主要因であり、今後もそ
の傾向は拡大すると考えられること。

2. 人口減少が以前に比べて遙かに広範囲に渡って起
きていること。

3. 東京圏をはじめとした人口流入地域と流出地域と
の格差がこれまでになく拡大していることである。



2012年度の都道府県別の総人口に占める 
自然減、社会減の割合 
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2005-2015

2005～2010年
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2010～2015年
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1990年から2010年までの人口増減率によって分類された自治体数
の割合 
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都道府県別人口のジニ係数
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自治体の人口規模別にみた人口増減率 
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出生率の推移



出生率

❖ 本当に上げることが必要なのか？誰のために子供を産
むのか

❖ 出生＝出産適齢期女性の絶対数 × 出生率　

❖ 出生率は最近では上がっている　　　　



人口減少の歴史

❖ 人口減少は最近、とても注目されるようになっています
が、地域によっては、人口が減少し始めたのは最近のこ
とではありません。



過疎問題
❖ 1960年代から顕在化する。

• 昭和 30 年代以降の高度経済成長に伴い、農山漁村地
域から都市地域に向けて若者を中心として大きな人口
移動が起こり、都市地域においては人口の集中による
過密問題が発生する一方、農山漁村地域では住民の減
少により地域社会の 基礎的生活条件の確保にも支障
をきたすような、いわゆる過疎問題が発生した。



三丁目の夕陽
昭和30年代（1960年代）にお
いて、多くの日本人が東京に
移住してきた背景が見事に描
かれている。



過疎問題

• 軍艦島は1960年には人口が5000人であったが、1974年
にはゼロになった。

• 雄別集落（阿寒町、現在釧路市）は1950年代には人口
が12000人あったが、現在は500人。



軍艦島



雄別集落



政策
❖ 1970年：過疎地域対策緊急措置法（１０年間の時限立法）

• この法律においては、年率 2%を超える人口減少が続く
中で、人口の急激な減少により地域社会の基盤が変動
し、 生活水準及び生産機能の維持が困難となっている
地域(=過疎地域)について、緊急に生活環境、産業基盤
等の整備に関する総合的かつ計画的な対策を実施するた
めに必要な特別措置を講じることにより、人口の過度の
減少を防止するとともに地域社会の基盤を強化し、住民
福祉の向上と地域格差の是正に寄与することが目的とさ
れた。



政策

❖ 昭和 50 年代に入ると人口減少率自体は落ち着いたが、
人口が著しく減少したことにより、地域社会の機能が低
下し、生活水準及び生産機能が他の地域に比較して低位
にあることが過疎地域の課題として捉えられ、こうした
地域の振興を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大
及び地域格差の是正に寄与することを目的に昭和 55 年
に過疎地域振興特別措置法が制定された。



政策

❖ 平成 2 年に制定された過疎地域活性化特別措置法におい
ては、人口減少そのものだけでなく、過去の著しい人
口減少に起因して若者が少なく高齢者が多いという人口
の年齢構成の偏りにより、地域の活力が低下しているこ
とを過疎問題と捉え、将来に向かって活性化するための
対策を講じ、もって住民福祉の向上、雇用の増大及び地
域格差の是正に寄与することがその目的とされた。



政策
❖ 平成 12 年 4 月 1 日、平成 21 年度までの 10 年間の時限立法として
施行された過疎地域自立促進特別措置法は、人口の著しい減少に
伴って地域社会の活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が
他地域と比較して低位にある過疎地域の自立促進を図ることにより、
住民の福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正に寄与するという
従来からの目的に加え、過疎地域が、豊かな自然環境に恵まれた 21 

世紀にふさわしい生活空間としての役割を果たすとともに、地域 産
業と地域文化の振興等による個性豊かで自立的な地域社会を構築す
ることにより、我が国が全体として多様で変化に富んだ、美しく風
格ある国土となっていくことに寄与することも目的としている。



政策
❖ このように 4 次にわたり議員立法として制定された過疎対策立法の下、これまで過疎地域市町
村を中心に、関係都道府県、国の 3 者が一体となって時代に対応した過疎対策に取り組み、一
定の成果を上げてきた。

❖ しかし、過疎地域は、 公共施設の整備水準等について全国との差がなお存在するほか、財政状
況は厳しく、著しい人口減少と高齢化の進展、将来の維持が危ぶまれる集落の発生などの様々
な問題に直面している

❖ 一方で、過疎地域は、安全・安心な食料や 水、エネルギーの供給、国土の保全など、国民全体
の安全・安心な生活を支え る重要な公益的機能を有している。

❖ こうしたことを踏まえ、過疎対策事業債のソフト事業への拡充・対象施設の追加などを内容と
する「過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律」が平成22年4月1日に施行された。

❖ 現行法の有効期限は平成 33 年3 月末日



南牧村（縮小自治体のトップランナー）

• 日本創成会議の「消
滅可能性のある市町
村リスト」で消滅可
能性ナンバーワンの
南牧村とは？



Lorem Ipsum Dolor

日本の縮小事例
（南牧村）
位置（群馬県）
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南牧村
❖ 高齢化率日本一
❖ 人口：1960人
❖ 90％の土地が森林
❖ 「日本創成会議」が発
表した消滅可能性自治
体の中で最も消滅可能
性が高いとされた。（し
かし、自治体が消滅っ
てどういうこと？）



65歳以上が53％

日本の縮小事例
（南牧村）



何より不便なのは、買い物

南牧村
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が少ない

交通が不便

病院が少ない



店舗の消失！
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買い物難民

❖ 従来型の商店街や駅前スーパーといった店舗
が閉店することで、その地域の住民が生活用
品などの購入に困るという社会問題、または
その被害を受けた人々を指す言葉

❖ 要因は商店街の衰退の交通が不便化したこ
と・・・＞自動車の普及が大きな要因



南牧村

❖ 養蚕、こんにゃく、和紙で栄える。
❖ しかし、農業そして工業の従業者数は、産業構造が
変革したことで大幅に減少する。



減少する子供
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人口ピラミッド
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南牧村に住むのは不便？
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南牧村に住み続けたい？
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南牧村に住み続ける理由は？
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南牧村の村民への取材結果
❖ 村民は南牧村で生活してい
ることに肯定的

❖ 村から出て行く最も大きな
理由は「仕事がないこと」

❖ 道路整備などは、村民の暮
らしの向上にほとんど寄与
していない。というか、む
しろマイナスであったりす
る。

❖ 時間が経てば経つほど、住
みにくくなっている。



南牧村の問題
❖ 生活サービスの消失

❖ 日常品が買える店の消失
❖ 医院等は大都市に移動

❖ 地域コミュニティを維持するための人的資源の喪失
❖ 森林の管理をする人材の不足
❖ 火事や除雪をする人材の不足
❖ 伝統的なお祭を継承する人材の不足

❖ 移動に関する問題
❖ 公共交通サービスの削減による人々の移動性は大幅に劣化
❖ 「必要なのは道路ではなく、移動手段である」

❖ 世帯当たり人数の減少
❖ 社会的交流の減少
❖ 社会福祉サービスの需要の増大
❖ 一人当たりの社会的支出の増加



縮小問題は日本特有の問題か？

NO



世界の縮小事情
❖ このような人口減少は、いわゆる「先
進国」とよばれている都市・地域に
おいては世界的にみられている現象
である。 

❖ 最近の研究では、人口20万人以上の
ヨーロッパの都市の42％が人口を縮
小させている。 
❖ これは、日本における20万人以上の
都市で2005年から2010年で人口が
減少した割合（37％）よりも多い。 

❖ 人口縮小は決して日本だけの問題で
はない。

2001年から2011年の人口増減率（出所：BBSR）



世界の縮小事情 
主要先進国における１０年単位での人口変化率および予測値

　

イ
タ
リ
ア

韓
国

ド
イ
ツ

日
本

アメリカ 
合衆国

イギ
リス

フラ
ンス 中国

ロシ
ア

1950-1960 107% 133% 106% 112% 118% 104% 109% 119% 117%

1960-1970 107% 128% 107% 111% 113% 106% 111% 126% 109%

1970-1980 105% 119% 100% 112% 110% 101% 106% 120% 106%

1980-1990 101% 112% 101% 106% 111% 102% 105% 116% 107%

1990-2000 102% 109% 104% 103% 111% 103% 104% 110% 99%

2000-2010 101% 104% 100% 100% 110% 103% 104% 106% 96%

2010-2020 98% 102% 99% 97% 108% 103% 102% 105% 95%

2020-2030 97% 100% 99% 95% 107% 104% 101% 102% 94%

2030-2040 96% 96% 98% 93% 105% 102% 100% 99% 94%

2040-2050 95% 94% 98% 92% 104% 102% 99% 97% 94%



凡例：
20％～39％減少、0％～10%減少、10％～20％増加
10％～20％減少、0％～10%増加、20％から 30％増加

ドイツの縮小事情
❖ 特に旧東ドイツは、1990年以降ヨー
ロッパにおいてもっともこの問題が顕
在化し、また、その対策のために多く
の研究、そして政治的対応がなされて
きた。 

❖ 旧東ドイツの都市は、ドイツが再統一
された1990年以降、大幅な人口減少に
見舞われ、1989年における1527万人が
2013年には1251万人まで減少した。 



旧東ドイツの州別人口の推移 

0

4500000

9000000

13500000

18000000

1995 2001 2011 2013

ザクセン州
ザクセン・アンハルト州
ブランデンブルグ州
チューリンゲン州
メクレンブルク・フォアポメルン州
ベルリン



人口減少の要因
❖ 政治的な要因

• 旧東ドイツにおいてドラス
ティックな人口減少をも
たらしたのは、ドイツの
再統一である。再統一直
後の人口減少は経済的な
理由ではなく、政治的な
理由に基づいたものであっ
た。 

• 旧東ドイツに留まった人達も
その後、その土地から離れる
ことになる。計画経済から市
場経済へ移行することで、旧
東ドイツの地域経済は崩壊す
る。工業は衰退し、農業組合
が廃止され、行政組織そして
軍は解散した。 

❖ 経済的な要因



縮小先行都市ドイツの現状 
旧東ドイツの幾つかの都市における人口増加率（1987-2012） 
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出生率が低下した理由
❖ 失業率19％（2004年）という数字に象徴されるように、旧東ドイツが経済、
社会的に安定していないこと

❖ 市民が、まず自らの生活を充実させることを優先させたこと。これは、旧東
ドイツ時代、人々がとりわけ物質的な満足を得られなかったためである。

❖ 旧東ドイツ時代には、子供のある世帯の方が良好な住宅を容易に手に入れる
ことができたために、多くの旧東ドイツ市民は若くして子供をもうけた。し
かし、現状ではそのようなメリットがなくなり子供を積極的につくらなくなっ
た。

❖ 旧東ドイツの人口は旧西ドイツの20％にも満たないものであったが、1986年
までの未婚での出産数は旧西ドイツのそれを大きく上回るものであった。
1992年時点でも旧東ドイツにおける42%の出産は未婚の母によるものであっ
た（旧西ドイツのそれは12%）。
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旧東ドイツの縮小状況
❖縮小都市の課題 

❖活力の低下といったマクロ的な問題
に加え、社会基盤整備の維持管理、
公共サービスのコスト増の課題を抱
えている。 

❖特に、多くの都市が社会主義時代に
パネル工法による中高層のプレハブ
集合住宅（以下、プラッテンバウ住
宅）を計画的に大量に建設したのだ
が、人口縮減とともに、これらプラッ
テンバウ住宅から人が流出し始め、
その空き家率が向上している。



シュタットウンバウ・オスト・プログラム

❖ そのような事態に対応するためにドイツ政府が遂行したのが、
シュタットウンバウ・オスト・プログラムである。

❖ その目的は、都市計画的に縮小の問題をコントロールし、ダ
メージを最小化させ、より持続可能なコミュニティに転化させ
ていくために、縮小問題に悩む自治体を支援することである。

❖ これは、「東の都市改造」と一般的に訳されているが、その内
容は大きく、都心部に投資を集中させ、周縁部の社会主義時代
の団地群を撤去させるというものである。実質的には都市縮小
政策である。



シュタットウンバウ・オスト・プログラム

❖ 同プログラムは2002年から、連邦・州
の共同プログラムとして開始し、当初
は2009年までの8年間の時限補助プロ
グラムとして制定された。

❖ 2009年、連邦議会はこのプログラムの
2010年から2016年までの継続を決定し
た。

❖ 連邦政府はこの間、21億ユーロの予算
を計上し、開始以来、410以上の市町
村の900地区で同事業が実施されてい
る。



シュタットウンバウ・オスト・プログラムの事例集

❖ 『ドイツ・縮小時代の都市デザ
イン』は、ドイツのシュタット
ウンバウ・オスト・プログラム
がどのように実践され、どのよ
うな成果をもたらしたのかを
７つの事例から検証。

❖ それに付け加えて、旧東ドイツ
ではなく旧西ドイツの縮小地域
であるルール地方の事例を付け
加えて、まとめたものである。
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７つの旧東ドイツの事例と
１つの旧西ドイツの事例



それでは幾つかの 
事例を紹介しましょう



アイゼンヒュッテ
ンシュタット（第４章）

団地を撤去させることで縮小
のダメージを緩和



アイゼンヒュッテンシュタット（第４章）

❖ ブランデンブルク州にある旧東
ドイツ時代に新しく開発された、
「社会主義工業都市」。

❖ 東西ドイツ統一後は自由主義経
済に対応できず、産業は大きく
衰退し、半分の人口が失われ
た。

❖ ほぼ更地につくられたため、歴
史的集落がほとんどない。都市
が存続する必然性が問われてい
る。
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ルール地方

ライネフェルデ ホイヤスヴェルダ

ミュンヘン

シュトゥットガルト

ブレーメン



アイゼンヒュッテンシュタット（第４章）

❖ アイゼンヒュッテンシュタットはブラ
ンデンブルク州オーデル・スプリー県
に属し、ドイツ北東部、ポーランドと
の国境を流れるオーデル川に沿って位
置する。

❖ 1950 年にソビエト連邦の第三会議に
て、製鉄所と近隣の住宅地からなる新
都市をつくることが決定され、1951 
年から製鉄コンビナートを中核とした
工業都市として、旧東ドイツにおける
都市計画の規範とされた「都市の16の
原則」にもとづいて建設される。





アイゼンヒュッテンシュタット（第４章）

❖ アイゼンヒュッテンシュタットは東西
ドイツが統合した後、急激な人口減少
に見舞われた。

❖ アイゼンヒュッテンシュタットの人口
がピークに達したのは再統一前の1988

年の5万3千人。

❖ それ以来、ほとんどの市民が関係して
いた製鉄所の効率化などに伴う雇用喪
失などに伴い、人口は減少し、2012年
には1988年に比べると48％減の2万7千
人強になった。24年間でほぼ半分の人
口が減少したことになる。
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その結果、空き
家が増加する

地区によっては3割以上



空き家の撤去事業を遂行する
❖ その対策として、アイゼンヒュッ
テンシュタット市では、シュタッ
トウンバウ・オスト・プログラ
ムの補助によって、空き家を撤
去する事業を遂行。

❖ そして、それを都市計画的な観
点のもとで展開させていく。



撤去事業の推進 2002



撤去事業の推進 2003



撤去事業の推進 2004



撤去事業の推進 2005



撤去事業の推進 2006



撤去事業の推進 2007



撤去事業の推進 2008



撤去事業の推進 2009



撤去事業の推進 2010
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撤去政策の意図
❖ シュタットウンバウ・オスト・
プログラムという連邦政府の
補助金があったとしても、都市
計画的には何を意図して積極的
に撤去事業をしたのであろう
か？



撤去政策の意図
① 同市のアイデンティティを強く発露している都心部を将来にお
いても維持

② 社会インフラの維持管理費を抑える持続可能な都市システム
の構築

③ 自立的なセンターを持つ3つの生活圏からなる都市構造の創造

これは、将来において残すものを選択するという都市計画的
判断であり、短期的には痛みを伴っても、長期的に都市を「消
滅」させないための英断でもある。



具体的な政策内容
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撤去事業の内容
❖ 2003年から2012年までの10年間で全体の

35.3％に相当する5636戸数を撤去した。

❖ 最も開発時期は新しいが、問題が多い第
7地区から撤去していった。

❖ さらには、上下水道、地域暖房等の社会
基盤の維持管理費を節約するために、住
戸数の多い集合住宅地区は全面撤去する
ことにした。

❖ 一方、都心部の撤去においては、豊かな
オープン・スペースを創出しつつ、大通
りからの景観が維持できるような意図を
もって、撤去する建物を選択した



撤去事業の課題
A. 社会的ネットワークの切断

B. 撤去後の跡地利用

C. 合意形成



撤去事業の成果
A. 住宅市場の適正化（空家率の
低減）

B. 都心部の維持

C. 都市構造の強化

住宅市場の適正化（空き屋率の推移）



撤去事業の成果（都心部の維持）
❖ 2003年から2012年の10年間で全体の3

割近い5636戸数が撤去されたが、同市
のアイデンティティであると認識され
ている第1～3地区は5％弱しか撤去さ
れず、また大通り沿いの建物はすべて
守られ、都市景観も維持されている。

❖ これは撤去政策実施前の同地区の空家
率が24％であったことを考えると、同
政策が都心を維持させるという目標を
ある程度、達成できたと理解できる。



撤去事業の成果（都市構造の強化）
❖ シュタットウンバウ・オスト・プログラ
ムが開始される前のプラッテンバウの建
物の立地状況（2002年時点）と、撤去政
策がほぼ一段落した2012年度の同建物の
立地状況を比較すると、撤去政策によっ
て都心地区、第6地区という総合都市発
展構想（INSEK）において設定された2
つの都市核に集約するという都市構造へ
と移行できていることが分かる。

❖ 人口減少は進んでいるが、都市構造のコ
ンパクト化はしっかりと進んでいると推
察される。



追記
❖ アイゼンヒュッテンシュタットが幾つかの課題を抱えつつもう
まく撤去政策を遂行できた背景には、1）住宅所有者が極めて
少なかった、2）社会主義時代においてトップダウン的な政策
を強いられていたため、そのようなアプローチに対してそれほ
ど抵抗がなかった、など日本とは異なる多くの事情がある。

❖ しかし、その撤去を進めるうえでの考え方、特に、どのように
撤去する地区を選択するか、といった政策判断のプロセスは、
日本の都市において撤去を考えるうえでの参考になると思われ
る。



ライプツィヒ

ドレスデンと並ぶザクセン州を代表する都市。一早く、縮小に気づき、縮小計画を
策定する。需要に対して、多すぎる住宅供給は減築、そして穿孔（Percforation)に
て対応。これらの政策の成果によって、近年では人口がむしろ増加しつつある。イ
ギリスのマンチェスターとともに、人口縮小に対して、しっかりと対応したことで
人口が増加した事例として、その筋ではよく知られている。



ライプツィヒ



製造業の雇用の推移
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再統一後以降の人口変化
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ライプツィヒの地区別の人口増加数（2000～2013） 

-18000

-13500

-9000

-4500

0

4500

9000

13500

18000

Center North Southwest South Old West Southeast East Northwest Northeast West



ライプツィヒの縮小政策
❖ 人口減少にライプツィヒは、旧東ドイツの大都市
の中では先陣を切って立ち向かう。これが、ライ
プツィヒが縮小政策のパイオニアとなり、以後、
多くの縮小自治体の参考とされる所以となる。

❖ ライプツィヒがまず取ったアプローチは、当時は
タブーであった縮小という事実を認め、今後も縮
小のトレンドが続くことを前提に、現実的な対応
を検討したことである。



選択と集中
❖ 人口縮小に起因する様々な課題に対して、早急に何か手
を打たなくてはならないという議論は1998年頃から活
発化する。

❖ そして、採用した対策は大雑把にいえば「選択と集
中」であった。住宅の供給過多を解消するために、需
要の特に少ない建物を撤去し、残したところは魅力を
向上させるようにした。 



選択と集中

❖ 都市全体でいえば、駅の東地区のアイゼンバーン・シュ
トラッセの「ライプツィヒ・オスト（東）」地区や都心
から西にあるリンデナウアー地区などにあるグリュンダー
ツァイトの建物は保全され、西端にある巨大なプラッテ
ンバウ団地グリューノウにおいては、その周縁部にある
建物は撤去されることになった。 



グリュンダーツァイト
❖ 借家人による改修の動機づけ：傷んでいる住宅を改修するために、借家
人に改修のための費用を補助するプログラム。

❖ 都心における住宅の供給：持ち主住宅のタウンハウスを都心において供
給することで、都心部における人口を確保、増加させるプログラム。

❖ ガーディアン・ハウス：戦略的な地区において、傷みが激しい住宅を無
料である期間、貸すプログラム。これは、「使用することで保全する」
ことを意図しており、住宅を改善させるだけでなく、その周辺地区の環
境も向上させることを企んでいる。

❖ 一時的な私有地の公共空間利用：ライプツィヒ市と地主が契約をし、一
定期間、地主が所有する私有地を公共的な空間として活用するプログラ
ム。地主は土地を更地にする義務を負うが、土地税を免除される。こ
れは、その地区の生活環境を改善させ、場所の魅力を向上させる。



日本の家



日本の家
❖ ライプツィヒ市の中央駅の東にあるライプツィヒ・オスト地区は、１９世紀
後半に工場地区として開発された。

❖ その時、ここの工場の従業員のために集合住宅が建てられたのだが、社会主
義時代に投資されることはなく、東西ドイツが統一された後は多くの空き家
が生じ、ライプツィヒの中でも最も衰退した地区となってしまった。

❖ そのような状況を改善させるために、ライプツィヒ市はボトムアップ的にこ
の地区を更新させる様々なプロジェクトを地元のNPOや住民団体と協働する
ことで展開しているが、そのうちの一つが空き家をできるだけ減らすことで
建物を保持・保存すべく、5年間という期限付きで格安の家賃で物件を貸し
出す「家守の家：ヴェヒターハウス（Wächterhaus）」というものである。

❖ これは、ドイツだけでなく欧州でも広く知られている「ハウスハルテン」と
いう市民団体が行っている事業だ。



「日本の家」
❖ このヴェヒターハウスというプログラ
ムを活用し、ライプツィヒにある空き
家を「日本」というテーマのもとに、
人々が集いアイディアや物を生み出す、
クリエイティブな空間として再生する
ことを目標として始まったプロジェク
トが「日本の家」である。そこではご
はんのかい、コンサート、地域の芸術
祭、ワークショップ、子どもと家族向
けのイベント、学術的なシンポジウム
などの多彩な活動が展開されている。

❖ その活動の中心人物は、まだ３０歳の
ライプツィヒ大学院生である大谷悠氏、
ライプツィヒで建築家として活躍して
いるミンクス典子氏という二人の日本
人である。



「日本の家」
❖ 立ち上げ当初に利用していた
物件はヴェヒターハウスだっ
たために家賃はゼロ。大谷氏
はここに住みついた。

❖ ただし、まったく投資されて
いない東ドイツ時代の建物だっ
たということで、隙間風がひ
どく冬は光熱費が高すぎたこ
ともあり、その後、現在のア
イゼンバーン・シュトラッセ
の場所に移転する。



「日本の家」
❖ 2012年からは、「都市の『間』」をテ
ーマに、日独共通の課題である「市民
によるボトムアップ型のまちづくりと
空き地・空き家の活用」について学び
合い、調査と提案を目標としたワーク
ショップを行っている。

❖ これらの活動を通じて、肩肘を張らず
に、草の根レベルでのまちづくりのプ
ラットフォームとしてこの「日本の家」
は位置づけられつつある。場所はロー
カルであるが、そのネットワークはグ
ローバル。コミュニティ・ハブとして
貴重な役割を担うと同時に、ライプツィ
ヒ・オストという課題の多い地区を再
生させる一つの重要な拠点としても期
待されている。



ごはんの会
❖ 「敷居を低くすることで、人々に親しんでもらう
ために、「ごはんのかい」というのを毎週、土曜
日に行っています。主に日本の料理を友達や近所
の人たちと一緒に作って一緒に食べています。と
いってもお寿司とか天ぷらとかではなく、野菜炒
めとかカレーとか日本人が普通に食べているもの。
投げ銭制です。

❖ 他にも「インターナショナル・ごはんのかい」と
題して、韓国、スペイン、シリア、グルジア、ブ
ルガリアなど様々な国からきている友人たちと一
緒にそれぞれの国の料理を一緒につくることもあ
ります。最近では有名になって、毎週６０人から
８０人ぐらい来ています。イベントと絡ませると
１５０人は来ます。政治的問題うんぬんなどをと
りあえずいちどおいて、まず多様なバックグラウ
ンドをもった人々が楽しんで交流できる場所をつ
くりたかったので、そういう意味では成功してい
ます。」（服部による大谷氏への取材）



「日本の家」のシステム



2002年



2015年



縮小のインパクト
人口縮小

空き家の増加

都市の荒廃
の進展

社会基盤維持管理
費の高騰自治体・住宅会社

の経営状況の悪化

都市経済の衰退

魅力の低減

行政サービス費の向上
（規模の経済が働かない）

行政サービスの悪化



縮小のインパクト

❖ マーケットの縮小→地域経済の衰退

❖ 人口の縮小→公共施設の運営効率の悪化、空き家の増
大、活力の低下



縮小のインパクト（ミクロ面）



ドイツの縮小都市の課題
❖ 社会基盤整備の維持管理、公共サービスのコスト増
❖ 社会主義時代に建設した中高層のプレハブ集合住宅から人が流出し始め、その空室
が増えている（場合によっては3割以上）。
❖ その結果、一戸当たりの下水道管の維持管理費、地域冷暖房費などが高騰し、財政を圧迫する
ようになっている

❖ 幼稚園や小学校といった公共施設の統廃合が進んでいる。
❖ 例えばアイゼンヒュッテンシュタットでは、8つあった幼稚園のうち4つを閉園し、二つのギム
ナジウムを閉校。その結果、児童や生徒達はより遠くの幼稚園、学校まで長時間かけての通園
を余儀なくされている。

❖ 多くの旧東ドイツの都市は郊外化が進展している
❖ 住宅を私有することがなかった旧東ドイツの住民だが、統合後は、裕福な層は都心部を脱出し、
郊外に一戸建ての家を購入し始めている。

❖ 母都市の税収が減る
❖ 人口密度を低下させ、住民あたりの公共交通を含む公共サービスを供給する費用を向上させて
いる。



ドイツの事例から想定される課題 

（１）空室率の増加とそれに伴う維持管理費の向上 

❖ 2008年の総空き家は757万戸（総務
省）。

❖ 全住宅数は、5759万戸であるので、これ
は空き家率13.1％という高さで、旧東ド
イツの大都市とほぼ同じ水準。
❖ 空き家の増加は、都市の効率的な空間活用を
阻害するため、再生することや撤去して利活
用することが望ましい。

❖ 集合住宅においては、空き室が増えることで、
共益費が嵩むようになり、集合住宅が本来的
に有していた「規模の経済」のメリットが減
少している。

❖ 空室の公的利用など、その有効活用策を検討
する必要性が今後、さらに高まっていくし、
旧東ドイツのように減築をすることを真剣に
検討する状況に日本もなっていくことが予測
される。 



ドイツの事例から想定される課題 

（２）商業機能の低下 

• マーケットの縮小によって商業
経営が成り立たなくなるところ
も増えていくことが問題
– ドイツでは、休日や深夜の商業
活動が小売に関しては禁止され
ていることや、郊外のショッピ
ングセンターなどの出店規制が
厳しいなど、商業は供給面での
調整がなされている

– 供給サイドの規制がほとんどな
い日本では、この問題はさらに
深刻な課題を縮小地域にもたら
している 
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ドイツの事例から想定される課題 

（３）公共施設の統廃合 

❖ 公共施設の統廃合という問題。特に
小学校や幼稚園など、児童はアクセ
スが悪くなることによる負担が大人
に比べても大きい。

❖ 統廃合のプロセスでは、地元住民が
対立することも珍しくない。

❖ 自治体の歳出を減らすために、その
必要性は分かっているのだが、自分
の子供や自分が不便になることはな
るべく回避したい。

❖ 総論賛成各論反対となってしまい、
なかなかその遂行は難しい。 



ドイツの事例から想定される課題 

（４）人口密度の低下 

❖ 人口密度は、その都市の活力、エネ
ルギー効率、治安・防犯、アイデン
ティティの維持、と関係性の高い指
標である。

❖ 人口密度の減少は、その都市の移動
エネルギーの効率を悪化させる。
❖ 人口密度が低い都市ほど自動車によるガ
ソリン消費量が高くなる。これは人口密
度が低いと公共交通の収益性が悪化する
ため、利便性も悪くなり、必然的に自動
車に依存せざるをえなくなることや、土
地利用が集積していないため、ちょっと
した用事でも遠距離を移動することを余
儀なくされるからである。



ドイツの事例から想定される課題 

（４）人口密度の低下 

• 人口が減少しても都市面積がそのままであれ
ば人口密度は減少していく。

• 日本のDID地区（人口集中地区）で
は、人口が増加しているにも関わら
ず、既に人口密度は減少傾向にある。

• 今後、人口減少のトレンドがDID地
区にまで及ぶと、この人口密度の低
下はさらに加速化すると考えられる。

– 人口減少によって、人口密度が減少すると、都市の活力、
移動エネルギーの効率性といったメリットが減殺される。

– これまで日本の都市は、その人口密度の高さから、エネル
ギー効率などを始めとして、省エネであり、利便性が相対
的に高かったのだが、今後はそのようなメリットが失われ
ていく。
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縮小時代における都市の持続可能性を高めるための処方箋

❖ 人口が少ない地方部の自治体は一次産業を強化する

❖ 都市のコンパクト性の維持

❖ 地域アイデンティティ・地域文化の強化

❖ ハードではなくソフトな社会基盤の充実



人口が少ない地方部の自治体は 
一次産業を強化する

• 人口減少が激しい人口5000人以
下の自治体を分析。

• このグループの自治体はほとん
どが人口減少しているが、その
減少率には違いがある。

• 右図は、このグループに含まれ
る人口減少率が14％以上の自治
体28町村と3％未満の自治体27
町村とを抽出し、それらを高齢
化比率を横軸に、一次産業比率
を縦軸にプロットしたもの。 
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人口が少ない地方部の自治体は 
一次産業を強化する

• 人口減少率が高い自治体は高齢化が進んで
いる。
– 例外は、北海道のリゾート開発地で
ある占冠村（青）と沖縄の離島であ
る座間味村（赤）。

• また、第一次産業比率が高いほど人口減少
率が低い傾向があるようにも推察できる。
– これの例外は富山市のベッドタウン
として位置づけられる舟橋村
（橙）、東京都の島嶼にある三宅
村、小笠原村、御蔵島村、富士山北
麓に位置する鳴沢村（山梨県）、神
奈川県にある清川村、柏崎刈羽原子
力発電所のある新潟県刈羽村（紫）
である。 

一
次
産
業
比
率
(%

)

0.00 

20.00 

40.00 

60.00 

80.00 

高齢化率(%)

0.00 15.00 30.00 45.00 60.00 

人口減少率3%未満
人口減少率14%以上



人口が少ない地方部の自治体は 
一次産業を強化する

• 第一次産業と人口増減の可能性をみるため
に、上記の例外を除いたものを、一次産業
比率と自町村従業割合とでみたものが 右
図。
– 一次産業の比率が低い自治体ほど人口減少が激し
い傾向が読み取れる。

• 自町村就業割合が50％以上でかつ一次産業
比率が30％以下の自治体は特殊な要件（た
とえばニセコのように観光業が盛んである
ことや離島）を有していない場合は人口減
少が進んでいく傾向にあると考えられる。

• すなわち、一次産業を主要産業としておら
ず、また周辺部において雇用機会がない場
合においては、人口規模が小さい自治体は
人口減少が早い。
– 図をみる限り、人口減少率が14％以上の自治体は
一次産業比率が35％以下である。
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人口が少ない地方部の自治体は 
一次産業を強化する

❖ 競争力のある一次産業を主要産業と
している自治体は、人口減少率も低
く、高齢化比率も低いところが少な
くない。

❖ 例えば、北海道のオホーツク海に面
する猿払村。猿払村の人口は2825人
（2010年）。2005年からは人口は
3.9%減少しているが、この減少率は
北海道の全自治体数（188）のうち
140番目の少なさ。

❖ さらに興味深いのは、その人口構成
である。



猿払村の人口ピラミッド
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驚愕の猿払村

❖ 猿払村では生産年齢人口の少な
さ、高齢化率の高さ、少子化な
どは問題となっていない

❖ 合計特殊出生率は1.75（2008～
2012年）。
❖ これは北海道の平均である1.25よ
り高いのはもちろんのこと、全
国平均の1.38よりも高い。猿払村
は女性も多い。



驚愕の猿払村

❖「第一次産業が元気であること」 

（猿払村の伊藤村長に筆者が取材した時、猿払村の経済がしっかりしてい
る理由は、という質問への回答）

❖ 類似事例としては、高原レタスを生産している長野県川上村、山形県で唯一2005年から
2010年に人口が増加した、さくらんぼの生産量が日本一の東根市などが挙げられる。



猿払村が示唆するヒント
❖ 経済が成長している時代に
おいては、工場誘致などで
外発的な産業開発もそれな
りに地方経済に寄与してい
たが、人口が縮小していく
時代においては、内発的な
一次産業、もしくは競争力
のある観光業が、小規模な
自治体を維持させていくう
えでは有効であると考えら
れる。 ルワンダ



都市のコンパクト性の維持
❖ 都市部の人口減少の問題は、人口
密度の低下。

❖ 人口減少に応じて、人口密度を維
持するためには、このような人口
減少下において、都心部を希薄化
させることは極めて危険。
❖ 東京のような都心部への需要が健在
であるなら別だが、そのような需要
がないにも関わらず、いたずらに郊
外化を積極的に進め、都心部を空洞
化させているような地方中小都市は、
将来において大きな禍根を残すこと
が危惧される。



和歌山市のぶらくり丁商店街

❖ 和歌山市の中心市街地であるぶらくり丁
商店街は、昭和初期には大阪・ミナミと
肩を並べるほどの関西随一の繁栄を誇っ
ており、1970年頃までは栄えていた。

❖ しかし、1987年に近くにあった和歌山大
学が郊外へと移転し、さらには郊外に開
店した大型ショッピングセンター等に客
を奪われ、商店街の平均通行量は1992年
から2010年までで約5万4千人が約1万7千
人と7割近くも減少。

❖ 2010年での空き店舗率は28％というシャ
ッター商店街状態になってしまってい
る。



旧東ドイツの試み
❖ 苛烈な人口減少を体験した旧東ドイツの
都市の多くは、人口縮小を前提とした将
来の都市像を打ち出し、都市のいたずら
なスプロールを抑制しようとしている。

❖ そのコンパクト化の形態は、中心部へ集
積、回廊状に集積、いくつか拠点を分散
させて集積、といった違いはあるが、人
口は減少していても都市の集積を図り、
都市機能と活力を維持しようという政策
意図がうかがえる。

❖ 人口密度の低下は、公共サービスや公共
交通と言った都市の運営効率を悪化させ、
また都市の活力の低減を促す。ドイツの試
みは、この問題を最小化しようとするも
の。

デッサウの事例



都市のコンパクト性の維持

❖ 郊外開発の規制をしっかりとする
❖ 人口の減少と合わせて、都市の面積をも
縮小させる
❖ 都市の面積を縮小させるために、住宅地や業
務地、商業地として使われている土地を緑地
や農地利用へと転換することが求められる。

❖ これは地価の下落につながるために、地主を
納得させることは困難を伴うであろう。

❖ 今後は、都市の周縁部の開発権を都心のより
集積度を高めたい地区に移転することを可能
にするなどして、地主の権利を損失すること
なく、人口減少に伴い不要となっていく都市
の周縁部の土地を緑地や農地へと変換させ、
その都市部における人口密度を維持すること
などを考えていくことが必要となるであろう。

ブラジルのクリチバ市では、郊外の緑地を
開発しない代わりに、都心部での開発権を
与えるなどの施策によって、緑地を確保し
ている。理由は異なれど、都市面積をコン
パクト化するために、日本もこのような制
度を導入することの検討が必要となるであ
ろう。



都市のコンパクト性の維持
❖ 人口縮減社会が到来した今、これから自治体が実施すべきこと
は、都市が縮小している現象を分析し、縮小していく過程で何
を放棄するのか、どのように放棄するのかを明らかにすること
である。
❖ 縮小する都市の代替的土地利用に農業を導入するのか、森林をつくりあ
げるのか。

❖ どのようなプロセスで放棄していけばいいのか。
❖ 土地所有の在り方、財政の在り方、投資の在り方等考えなくてはならな
いものは多い。

❖ この縮小するプロセスをうまく設計することこそが、縮小時代の都市計
画の主要な課題となるであろう。

❖ 縮小時代は、足し算ではなく引き算の思考が求められる。



地域アイデンティティ・地域文化の強化

❖ 都市、そして地域における人口縮小は、その地域のアイ
デンティティ、そして地域文化の希薄化をもたらす。 縮
小時代においてこそ、この都市・地域のアイデンティティ
を強化し、地域文化を再生させることが必要である。



ドイツの事例



アッシャース・レーベン市の事例 

❖ アッシャース・レーベンはザクセン・
アンハルト州にあり、人口が2万7千
人の中都市。

❖ この都市も東西ドイツが再統一した
十年間で、1万人の雇用を失い、人
口も19%減少し、都市全体の15％が
空き家となった。

❖ その結果、都市の活力は急速に削が
れ、また空き家を潰してできた空地
が、景観の連続性をなくすと同時に、
用途のない土地の出現は、都市への
投資意欲が皆無であることを人々に
認識させた 。



アッシャース・レーベン市の事例 

❖ そこで、環状道路沿いの建物が壊されて駐車場
に置き換わった場所と道路の間に、巨大な看板
を設置することで視界を遮るようにした

❖ この看板には、ちょっとポップでお洒落な絵が
描かれている。

❖ このため、家が壊されて駐車場になることで、
街並みの連続性が視界的に遮断されてしまうこ
とを回避すると同時に、空地の存在を隠すこと
に成功した。

❖ 看板は家ではないので、景観の連続性は途絶え
てしまうが、それが駐車場であるか看板である
かでは大きな差がある。少なくとも、スカイラ
インの連続性は維持することができる。
❖ 壁絵といったシンプルではあるが、アート作品
を縮小地区に挿入することで、都市が縮小する
ことのダメージに安上がりに対応している。



アッシャース・レーベン市の事例 



地域アイデンティティ・地域文化の強化

❖ 縮小している地域をアートの対象として積極的に捉えることは、縮小
自体もその地域の文化として受け入れようとする姿勢である。

❖ そこでは、縮小を嘆くだけでなく、縮小という現実を受け入れ、そ
のことにも価値を見出そうという意志が感じられる。

❖ 日本の縮小都市においても、今後それぞれの歴史、文化、自然を再生
していくことで、そのローカル・アイデンティティを高めていくこと
が、地域が縮小し、消滅することを回避するためには、何より肝要
となるであろう。

❖ さらには、縮小していくというプロセスでさえ、地域アイデンティティ
として捉え、それを逆にアートのテーマとしてしまおう、または、縮
小に伴う痛みを化粧するかのように覆い隠すような工夫が求められる
のではないだろうか。



ハードではなくソフトな社会基盤の充実

❖ 今後、人口の高齢化に伴い、日本全体の貯蓄率は低下し
ていくであろう。その結果、公共事業を現状から大幅に
縮小せざるを得なくなる。

❖ 公共事業をすると日本経済が逆に縮小するという公共事
業限度額は、2030年には2004年の47％減になる（松谷明
彦）。

❖ 今後は社会資本の更新・維持改良費が増加していくこと
を考えると、新たな公共施設をつくる余裕はなくなる 。



ハードではなくソフトな社会基盤の充実

❖ 縮小地域において必要なのは
道路などのハードではなくて、
学校などのソフト。

❖ ハードは人をとどめないが、
ソフトは人をとどめる。

❖ ハードを整備することで、地
方に豊かさをもたらすことは
もう上限にまできている。地
方において求められているの
はソフト面での豊かさである。



まとめ
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❖ 商業機能の低下 

❖ 公共施設の統廃合 

❖ 人口密度の低下
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る
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