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1. はじめに 
このたび、21世紀の街づくりのあり方について大学で

特別講義をすることを依頼され、そのためにすでに出さ

れている 21世紀の街づくり像や自ら考えるコンセプト、

方法論などをレビューし、整理する機会が与えられたの

で、この機会に本稿にまとめることとした。21世紀のまち

づくりについては、都市計画学会などすでに各種の団

体でさまざまな提案や議論がなされている。また、国に

おいても「国づくりの 100年デザインの提案――住みた

い、行きたい、夢あふれる日本―――」などが試みられ

ている。これに加えて 21世紀になって 3年目の今日 21

世紀の街づくりのコンセプトなるものを述べるのは、屋

上屋の感はある。しかしながら、多くのコンセプトは街づ

くりのデザイン提案が中心であり、今後の街づくりの方

法及びツールについて整理したり、提案をしたりするも

のは少ないと思われる。また、あわせてこれらの基本と

なる考え方の整理やその具体的例示による解説も試み

ることとしたものである。これらの提示が、21世紀のまち

づくりを考える際の基礎的な面でのきっかけや参考にな

ることを期待したい。 

 

2. 20世紀のまちづくりに残してきたもの 
21世紀の街づくりを考えるに当たっては、20世紀に

残してきたもので、21世紀に持ち越すべきでないものを

まず整理することが必要であるが、実際にこれらのうち

で、完全に整理できるものはそれほど多くはない。20世

紀は急激な都市化とそれに伴う環境負荷や破壊が行

われた時代である。その影響が 21世紀の今日におい

ても、なかなか払拭されずに、未だに好ましくない影響を

受け継いでいるものも多いのである。21世紀において

は、これらの負の遺産というべきものを乗り越えていか

ねばならない。そして、安全、快適な共生の街づくりが進

められなければならない。まして、21世紀の負の遺産を

拡大するようなことは決してあってはならないことは言う

までもない。 

(1)まちづくりにおける負の遺産 

まず、20世紀に残してきたもので、21世紀に持ち越し

ていると思われる「もの」は多い。そして、必要なことは、

20世紀に残した負の遺産の処理である。作るときよりは、

これを処理するほうがはるかに費用を要する場合が多

い。人口が減少に向かい、経済財政が停滞する中で、

この費用のかかる 20世紀の負の遺産を処理しながら、

21世紀の課題を解決することは二重の意味で困難を極

めるものである。しかし、これらのうちにはどうしても解決

をしておかなければならないものが多い。これらを例示

すれば次のようにものである。 

 土壌汚染 

 処理できない廃棄物 

 不必要な全国的開発 

 都市の郊外化拡散化 

 右肩上がりのまちのストック形成とその代償 

 街づくり又は街における諸活動による自然環境へ   

の悪影響 

 エネルギー多消費型都市構造及び都市活動に

伴う二酸化炭素の排出 

などなどである。 

①土壌汚染 

たとえば、前号でも報告したが、有害物質を土中に放

出し、これを未処理のまま残している土壌汚染はきわめ

て深刻である。20世紀の経済産業活動が、土の中に負

の遺産を残しているのである。民間都市開発に当たっ

て、このような土地がその対象になる場合は、円滑な事

業の実施にとって大きなマイナスになり、特に 21世紀に

入り、都市再生が活発に行われているが、その対象地

は工場跡地の転用である場合が多い。このような当面

の重要な施策を講ずるに当たっても、大きな障害になる

と思われるケースもある。土壌汚染の対象となるジクロ



ロメタン、トリクロロエチレン、ベンゼンなどの揮発性物質

やカドミウム、シアン、鉛、六価クロム、砒素、水銀など

の重金属、PCBなどがある。全国にこのような有害な物

質を含めて汚染の可能性のある施設としては、工場跡

地だけでなく、操業中の工場、最終処分場、ミニ処分場、

さらに汚染土壌による埋め立て地などがあるとされ、そ

の数は何万箇所もあるといわれている。これらは、結局

土中に埋まったまま、21世紀に持ち越され、これらの特

定物質を扱う工場等の使用を廃止した時点で調査がな

され、必要に応じて措置を行うことにより、負の遺産は

処理されることになるのである。しかし、その調査や処

理に要する費用は 3.3平米当たり、15万円とも 30万円

ともいわれる。もし、地価がそれ以下であれば、その費

用を差し引いた価値はゼロ又はマイナスになり、土地利

用や取引を行う場合の致命的な欠陥となる。かって工

場跡地はウオーターフロントにある都市開発適地として

もてはやされたが、21世紀の現在これらの転用に当た

っては適切な対応を余儀なくされるのである。 

②右肩上がりの成長を前提とした街づくり 

また、多くのまちづくりは、人口、生産、経済など右肩

上がりの成長を前提として形成されてきた。全国の地域

が試算する人口の伸びの合計は我が国全体の見通し

をはるかに上回るものであるといわれる。また、産業の

拡大基調を前提にした街づくりは、多くの工業団地や商

業業務施設などを形成した。これに対応するために多く

の社会資本が整備された。これらがその時代で負債を

含めた適切な処理がなされていれば問題はないが、21

世紀の後世に大きな付けを残し、21世紀の新たな活動

にとって足かせになっている場合が多いのである。 

③負の遺産の処理方法 

このようにすでに形成されているまちの負の遺産の

処理は困難を極めることはいうまでもない。債務の場合

は後世の負担において、返済や処理するほかはない。

しかし、積極的に自然再生事業などを実施することも試

みられている。 

その方法として、平成 14年 12月に自然再生推進法

が成立している。この法律は、河川、湿原、干潟、藻場、

里山等を保全、再生、創出することを目的に地域住民、

NPO 等の多様な地域の主体が自然再生に取り組む枠

組みを定め、自然再生を推進するものである。 

 また、国土交通省では、平成 14 年度に蛇行した河川

の復元等を行う「自然再生事業」及び公園緑地整備に

よる植生回復を行う「自然再生緑地整備事業」を創設す

るとともに、干潟・藻場の再生等を行う「海域環境創造

事業」を推進することとしており、地域住民、NPO 等との

連携を図りながら、豊かで美しい自然環境を有する国

土の形成を目指している(平成 14 年度国土交通白書)。

 

このような制度や予算等の努力を通じて 20 世紀

に残してきた種々の遺産をこれから処理し、その上で

21 世紀の新しい街づくりがなされることが必要である。 

しかし、これらの努力でも処理しきれない負の遺産も

存在する。これをどうするかについて、絶えず意識し、

新たな負の遺産形成だけはさけるようにすべきであ



ることはいうまでもない。たとえば都市活動に伴う二

酸化炭素の排出などの削減は地球温暖化防止に向

けた重要な課題であり、排出削減の努力にもかかわ

らず経済活動等に伴いますますその排出量は増加し

ている。わが国は、京都議定書の発効により、基準

年の 1990年比較して、2008年から 12年までに二酸

化炭素の排出をマイナス 6%にするとされている。し

かしながら、すでに 1999 年時点で二酸化炭素排出

量は 12億 2500万トン、1990年比で 9.0％増加してい

るのである。この増加した二酸化炭素をどのように

21 世紀で処理していくのかはきわめて難しい課題で

ある。 

 

(2)20世紀のまちづくりの考え方 

 次に、20 世紀に形成された街づくりの考え方のうち

で特徴的なものをあげる。これは、21 世紀の街づくり

を考えるに当たって、これとの対比の意味でも検討し

ておくことが必要である。これらにはいろいろな考え

かたがあるが、代表的には次のような 4 つの点が指

摘されている。 

① 人口、産業、市街地の拡大政策  

まず、20 世紀のまちづくりの基本は、人口産業の

増加に伴う、新たな市街地の形成、宅地の供給であ

る。過去の全総、国土利用計画などの各種国の計画

は、まさにこのことを象徴している。これにより、成長

を前提とした社会資本の形成・整備が全国的に行わ

れている。 

②住工、住商などや都市的用途と農業等の用途の

分離を図る土地利用分離政策 

次に、都市計画の用途配分として、用途の純化政

策が採られた。外部不経済を与える工業等の立地を

一定の地域に限定して、街の環境を守ってきた。また、

市街地の拡大を一定の範囲に抑えて、都市的土地

利用と農業等のその他の土地利用とを線引きや用

途地域で明確に区別する施策を講じてきた。工業と

住宅等を分離する用途地域や市街地環状緑地帯を

分離し、開発を抑制するエリアに区分するグリーンベ

ルトなどは昭和の初期から実施や検討されてきたも

のである。さらに、線引きの施策は 1970 年代から本

格的に実施されている。これらの基本的な部分は 21

世紀においても有効であるが、環境共生型のコンパ

クトシティなどでは、用途の複合化、混在化がひとつ

の考え方となっている。 

③人口、産業の地方への分散施策、一極集中の排

除策 

また、特定の地域(太平洋ベルト地帯、三大都市圏、

東京圏など)に集中した人口産業を地方に分散する

施策として、拠点開発構想(全総)、大規模プロジェク

ト構想(新全総)、定住構想(三全総)及び交流ネットワ

ーク構想(四全総)などがある。新産業都市、工業整

備特別地域などの開発整備が行われる一方で、工

業等制限法などで二大都市圏での工業や大学の設

置が制限されてきた。これらは 21 世紀の到来ととも

に廃止された。また、琵琶湖、産炭地域、過疎地域な

どの法律も整理され、例えば過疎地域は過疎地域自

立促進の方針とされ、従来の地域振興ではなく、自ら

の努力を援助する体系に衣替えになった。もちろん

地域の個性ある街づくりや地方の振興の基本は変

更されていないが、三大都市圏等の地域での集中排

除などの過度の抑制策は変更されている。 

④基幹的公共施設、大規模公共施設の整備中心策 

国土を形成する基幹的な公共施設や大規模な公共

施設の整備を軸に、都市の整備が進められた。それ

らの施設は、国土の均衡ある発展と秩序ある整備や

地域間の交流やネットワークの形成のために必要な

基本的な施設であり、特に地方の発展にとって欠か

せない重要な位置付けであった。地方はこぞってそ

の整備推進に奔走した。しかし、このような公共施設

も一部にはわずかの利用に留まるようなもの、遊休

化したものなどがあり、その処理は困難を極めている

ものもある。 

 

これらの考え方は、すでに政策としては、上のよう

に是正されているもの、21 世紀には前提が崩れてい



るものなどがあり、また、有効なものでも 21世紀型の

多様化したまちづくりを担う役割は、少なくなっている

ものもある。21 世紀には通じないコンセプトや考え方

は、21 世紀のまちづくりを考えるに当たっては、改め

ておく必要があるのである。 

 

(3)20世紀のまちづくりの方法 

 それでは、そのようなまちづくり考え方を支えてきた

20世紀のまちづくりの方法として特徴的な点は、つぎ

のようなものが上げられる。 

①国主導型(21世紀は分権型) 

従来は、国の主導の下にまちづくりが進められた。国

がまちづくりを引っ張っていくことには、それなりの重

要な意味があった。地方自治体は、まちづくりに対す

る意識が希薄な段階では、特に良好な新しいまちづ

くりは、国の主導がないと、身近な住民と対している

ため、統一的な基準により住民を説得したり、また、

それだけのまちづくりに対する独自の考え、基準、予

算等のない状態であり、まちづくりに対して積極的な

取組みをすることは困難であった。そのような場合は、

国の主導のもとに、強力かつ良好なまちづくりが進め

られた点は評価される。しかし、国の補助金の広く薄

く配分するなどのために、最低限の内容であり、かつ

一律の基準ががてきようされ、内容的にも全国的な

統一のまちづくりがなされる素地となり、全国どこの

まちも同じような顔を持つといわれた。  

②行政主導型(21世紀は住民主導型) 

官主導型とでも言うべきものであり、行政がまちづくり

を先頭にたって進めてきたものである。従来、住民は

自己のすまいを確保することが精一杯の状況であり、

まちづくりについてまで目を向けたり、関心を持ったり

することができなかった。その中で、一部に困惑した

り、嫌がったり、反対している住民を引っ張ってまちづ

くりを行ってきたことは重要なことであり、20 世紀にお

いては、この原動力がないとまちづくりは推進できな

かったと思われる。しかし、行政主導型まちづくりは、

住民をその分だけ受身にし、そのために住民は余計

にまちづくりについて無関心となり、自分たちと関係

のないものと受け止められる。このような状況では、

住民参加そのものも与えられた受身の中での運用に

ならざるを得なかったと考えられる。 

③公共主導型(21世紀は民間主導型) 

行政主導型と同じようであるが、行政主導型は行政

が計画を立て、中心になってその計画を実施するも

のである一方、公共主導型とは民間のまちづくり活

動が脆弱な状況で、国、自治体を含めた公団、公社

などの公的なセクターが中心になり財投などを利用

して、団地の開発などのまちづくりをリードしたことで

ある。最近こそ、民間部門が発達して、民業圧迫など

といわれるが、その前は、この公的セクターのまちづ

くりに果たした役割は、非常に大きなものがあった。し

かし、民間のまちづくりの力量が勝ってきた今日にお

いては、民間が資金力、ノウハウ等の面で相当力を

持っており、公共側が主導して、まちづくりを行う必要

は少なくなっている。むしろ、公共側は、民間ができな

いような大規模なインフラの整備などを行うという仕

分けが行われる。 

④施設主導型(21世紀は土地利用主導型) 

また、20 世紀のまちづくりは、後でも出てくるが、

公共が土地を自ら確保して、都市施設などの公共施

設をつくり、まずまちの基盤を整備することに重点か

つ優先度を置いて取り組んできたものである。いわ

ゆる点と線の施設を地方自治体が整備するものであ

り、税金を使ってまちづくりが行われる。これと対比す

るのは、土地利用計画を策定して、民地での土地利

用の規制を行い、その内容を担保することである。施

設主導は、街の骨格や基盤といういわば枠を作るも

のであるので、その枠の中は原則として私有地であ

る。この施設主導は、まちの骨格をまず作って、その

あとにまちづくりが民地側で進められることがまちづく

りの基本であり、このような形でまちづくりが進行すれ

ば、問題が生ずることが少ないが、施設が作られる

前に無秩序な街が形成された場合は、後追い的なま

ちづくりとなり、施設主導型も効果が薄い。しかし、後



追い的であっても基盤施設の必要性は変わらない。

21 世紀は、このような施設の未完成の整備を行いつ

つ、できる限りより詳細な土地利用計画(地区計画等

の普及)を住民自らが話し合い、合意し、決定すること

により進めることになるであろう。幸いなことに、我が

国の住宅等は建築から建替えまでの回転が速く、西

洋のように石造りで 100 年単位のような建物は少な

い。このような特色を活かして、遅れているとされる土

地利用計画の内容の実現を図ることは可能である。 

⑤最低水準型(21世紀はゆとり水準型) 

 また、20 世紀は原則として最低限必要なまちの基

盤施設の整備をもって形成された。20 世紀後半の最

後の方では、個性やゆとりなどを持ったまちづくりが

行われるようになったが、基本的には、欧米に比べて

極めて劣っている都市基盤の整備水準をとりあえず

ミニマムにでも形成することが優先された。典型的な

ものは、一人当たりの公園緑地の水準の達成を目指

して、整備する場所などは身近な場所ではなく、市街

地から離れた場所に大規模なものを整備することも

ある。また、街の中心部で地価が高く、建物が密集し

ているところでの街路の整備も進められたが、市街

地の周辺部の比較的整備しやすい場所も好まれる

傾向にあった。また、国の補助金の配分も予算に限

りがあるため、なるべく予算が少なく、かつ、あまねく

配分するために、必要最小限の水準の確保を優先

せざるを得なかった。 

  

 これらの 20世紀のまちづくりのあり方は、21世紀に

おいて急に変化するのではなく、徐々にその要素が

変化し、20 世紀的な要素が弱まっていくと同時に、21

世紀の新しいまちづくりのコンセプト等が台頭してくる

ものであることは言うまでもない。 

 

3. 21世紀のまちづくり 

 それでは、このような 20 世紀のまちづくりとしての

特徴的なあり方は、21 世紀ではどのような方向性を

持ちうるのかを整理検討したい。まず、21世紀のまち

づくりのコンセプトについて、その特徴的なもの又は

特徴的となると予想されるものについて、基本的な方

向性と具体的なあり方に分けて述べてみる。 

(1) 基本コンセプト 

基本的なコンセプトとしては、次の 4つが特徴的で

ある。 
①持続可能性のあるまちづくり(発展型まちづくりか
ら環境調和型まちづくり) 
②人口減少、高齢化時代のまちづくり(拡大新市街
地形成型から縮小再生型まちづくり) 

③世界、他の国内地域に開かれたまちづくり(画一
型まちづくりから伝統性、独自性、魅力性、国際間

競争力など独自自立型まちづくり) 
④多様なライフスタイルを受け止めるまちづくり(生
活型まちづくりからライフスタイルサポート型まちづく

り) 
①持続可能性 

従来の右肩上がりの発展型、拡大型のまちづくり

から、地球環境などを含めた環境との共生、調和を

目指した環境調和型のまちづくりにより、サステイナ

ブルな持続可能性のあるまちづくりが求められる。 

②人口減少、高齢化 

拡大する人口産業の増加を前提として、拡大する

郊外に市街地を新たに拡大して作ってきたまちづくり

から、人口産業の縮小や衰退、さらに人口の高齢化

を前提としたまちづくりで、既存の都市施設を転用し、

また、市街地の拡大方向から縮小の方向にまちの特

に中心市街地の再生することが求められる。 

③開かれたまち 

 すでに個性あるまちづくり、地域づくりは進行してい

るが、従前は、それほどの豊かさを享受しておらず、

まちに必要最小限の水準を確保すること、その水準

を全国どこでも確保することを目標にして、画一的な

まちづくりが進められた。これに対してまちづくりのコ

ンセプトが極めて多様化し、この特徴をまとめて捉え

るのは難しいが、あえてまとめるとすると、情報化、国

際化なども含めて、国内外に対してもまちの個性や

特徴を理解してもらえる(自己満足的なまちではなく)

開かれたまちづくりが求められると考える。このため



には、伝統、個性等を生かしたまちづくりと同時に、

都市間競争に十分耐えうる独自性や魅力のあるまち

づくりが求められる。 

④多様なライフスタイルを支えるまち 

 かつて、高度成長期を支えるライフスタイルは、マイ

ホームの獲得を目指してこつこつと働くというもので

あり、余暇の過ごし方などの差はあるにしても、根本

的に大きな差はなかった。しかし、21 世紀を迎えて、

ますます、生き方そのものに各個人の独自のあり方

が問われている。このような中で、まちづくりもその各

人の独自の生き方をサポートすることができる多様

なものが求められている。 

 

(2)具体的なコンセプトの紹介 

これらのそれぞれについて、具体的な例を紹介する。 

①持続可能性  

ア.環境共生型まちづくり 

 

出典 ｢国土交通白書平成14年」国土交通省 

平成 14 年の国土交通白書によると、「近年、都市

部において、コンクリート等による地表面被覆の増加

と緑地の減少とともに、空調機器等の人工排熱が増

加することにより、周辺部に比較して顕著な高温化の

現象がみられる「ヒートアイランド現象」が進んでおり、

都市の環境問題の一つとして大きくクローズアップさ

れている。」とされている(同白書 p138)。この現象は、

都市活動の快適性を確保するために、特に夏季の

温度上昇に対して冷房を多様化し、このために一層

都市の中心部をはじめとする温度上昇を招いている

のである。都市のみどりや裸地の減少と地下水位の

低下等により、本来発散されるべき土中の水分が蒸

発せず、本来気化熱を奪われることにより低下すべ

き地上の表面温度が上昇するものであり、典型的な

快適さの追及のための自然的なメカニズムによる温

度低下を妨げている。このような自然的環境と人工

的な環境のバランスのとれない状態を和らげ、少しで



もこれらの環境のバランスをとることを目的としたもの

が、環境共生型まちづくりである。 

このようなまちづくりは、ヒートアイランド現象に限らず

さまざまな側面で自然的環境と人的な環境との間の

トレードオフの関係として生ずる。すなわち、次の図

のように、都市生活の快適性や利便性を追求すると、

自然的環境の要素が減少し、逆になると都市の利便

性快適性に相当な制約を受ける。環境共生型まちづ

くりは、このような両環境のバランスをとりながら、グ

ラフを 1から 2へ、さらに 3にシフトさせるものであり、

シフトするとどちらの環境もより高度の達成状況とな

るのである。 

イ.コンパクト型まちづくり 

都市で消費されるエネルギーの多くを占める都市

内の移動のエネルギーを最小化して、クルマでの移

動を少なくし、徒歩や自転車による移動によるエネル

ギーの最小化を図るコンセプトである。このコンパクト

型まちづくりは、都市の拡散や密度の低下による都

市のまわり自然的環境を不必要に改変し、悪影響を

与えることのないように、グリーンベルトで都市の周

囲を囲み、その外側では農林業や自然環境が営ま

れるものでもある。このひとつには、すでに 20世紀の

初頭には唱えられた田園都市構想がある。21 世紀

には、先述のように人口減少等に伴う市街地の縮小

再生が求められると考えられ、拡散した市街地のコ

ンパクト化のひとつの機会でもあると思慮する。 

人と自然とのトレードオフの関係 

ウ.

菜の

内で

域内

ひと

て、

う少

域の

に利

系で

する

でき

出典

エ.水

自然的環境

人
的
環
境

出典 ｢国づくりの 100年デザインの提案｣国土交通省 

循環リサイクル型まちづくり(生ごみ、水と有機野

循環、建材おがくず循環、熱エネルギー循環) 

これはゼロエミッションとも呼ばれる地域内や工場

出た廃棄物をその区域外に出さない、又は、地

で最大限リサイクルするまちづくりである。その

つの側面は、家庭内での生ごみをコンポスト化し

その肥料を家庭菜園などで自家消費すること、も

し広げて牛、豚、鶏などの排出物を堆肥化して地

農家で使用したり、ガスを発生して燃料や発電

用するなどである。また、ビル内で利用したトイレ

ない下水をもう一度処理してトイレの水等に利用

ものなどの水の循環など、環境負荷を地域内で

るだけ処理しようとするものである。 

 

 ｢国づくりの 100年デザインの提案｣国土交通省 

とみどりのネットワーク型まちづくり 



都市内の公園、緑地、河川の緑、民有緑地、道路

の街路樹などの緑系統と河川、海、水路、湖沼など

の水系統をネットワークで結ぶまちづくりである。この

意味は、これによる都市の風致のネットワークを形成

することはもちろんであるが、都市の微気象の緩和

のために、風のみちを形成し、自然の温度差による

まち全体の気候の緩和に寄与するものである。特に、

ドイツで早くから内陸部の気候の緩和と大気汚染の

拡散を狙いとして風のダムや風のみちによる山から

の風の流れが都市計画としてサポートされ、自然の

風の流れを建物の連続により阻害しないように緑や

水路の道を確保したものがある。今後は、このような

水と緑のネットワークが大規模に意識して計画されて、

たとえば東京湾の冷えた空気が上昇気流の起こって

いるヒートアイランドの地域に自然に流れ込み、微気

象が緩和されるようなまちづくりが考えられる。もっと

小さな単位では、住宅団地でもその気流の流れを考

慮に入れた配置は自然の風の流れを適切に捉える

ことができ、環境にやさしいまちづくりとなる。 

 

オ.自転車利用型まちづくり 

自動車は都市の移動手段として極めて便利な乗り物

であるが、このエネルギーの使用は極めて効率が悪

く、特に、渋滞が頻発するとその分の効率がさらに悪

くなる。地球環境を守るために締結された京都議定

書によると、わが国は 1990 年(基準年)に比較して

2008から 2012年までにマイナス 6%の二酸化炭素排

出を削減することを義務付けられている。しかし、

1999 年時点ですでにプラス 9%の排出量になってお

り、特に一番排出の多い産業部門はプラス 0.8%であ

るのに対して、二位の運輸部門はプラス 23%と一番

寄与率が高く、かつ、この伸びの一番の原因は自家

用自動車の伸びであるとされている(40%の伸び率)。

しかし、都市の自動車の移動距離は、5 キロ未満が

42％と極めて短い距離で多くの自家用車利用が行わ

れており、また、国勢調査によると通勤・通学の利用

交通手段でも、調査を追うごとに他の交通手段は減

少している一方で、自家用車の利用は大幅に増加し

ている(1990年 37％→2000年 42％)。(財)民間都市開

発推進機構のアンケート調査によると、住民の 4 割

以上は 5キロメートルまでの距離を自転車で行くこと

は可能であるとしており、また、国土交通省の試算に

よると 5キロメートル以下では渋滞等を考慮すると自

転車の方が合計では早く到達できることとされている。



このような状況から、5キロ程度以下のまちの移動交

通手段として自転車を利用していける環境を持った

まちづくりが求められる。 
2000cc 自

家用車の

排出する

二酸化炭

素 

例えば皇居一周 7 キロの運転で
1.62キロ CO2 を排出するとされる。
これは、家庭部門の 1 日排出量の
18％(環境白書)  

自転車通

勤のメリッ

ト 

自転車通勤により、①毎日有酸素

運動ができる。②渋滞がないための

定時性確保、ガソリン代、フィットネ

スの時間と費用を節約できる。③企

業 にとっても、通勤費用、駐車場を
節約でき、有酸素運動済みの社員

による効率性確保等が可能である。

自転車に

よるまちづ

くりの方法 

①自転車通勤手当の支給と直接通

勤経路の開拓による直接通勤の奨

励(アンケートでは通勤手当の支給
により約 7割は自転車による通勤を
考えるとされている)。 
②自転車でいける範囲の拡散しな

いコンパクトなまちづくりが必要であ

る。 
カ.自然環境指標によるまちづくり(あゆ、鯉、蛍などの

生息、野鳥の出現数、種類等) 

絶えず自然環境を意識できる指標として、自然の

生物指標による環境の状況の診断が唱えられてい

る。さらに、これをまちづくりに生かすために、利用す

る。すなわち、あゆが住めるような環境かどうかを判

断することを目的とするのではなく、鮎がすめるため

には、住民の一人でも川に汚水を流してはいけない、

ごみを捨ててはいけない、などの行為を自主的にや

めてもらうようにする。ほたるの生息も、水が非常に

きれいでないと可能ではない。毎年 6 月ごろに蛍を

見るためには、みんなが 1 年間ずっと川をきれいに

する、川の水質を意識することから、きれいな水質の

まちが生まれる。この場合、あゆや蛍は、目標ではあ

るが、別の面から見るとひとつの手段であり、まちの

環境の一つの象徴である。単なる川を汚さないように

しよう、川に汚い水を流さないようにしようなどの一般

的な呼びかけよりははるかに効果が期待される。 

また、緑の確保にしても、野鳥の出現の数や種類

は緑被率(特に 5割を超えるようになるとよい)が向上

すると、幾何級数的に増加するという。野鳥は上空を

飛んでいて、緑の多く固まっているところに飛んでい

こうとする。緑の多いところには、虫や木の実が多い

からである。野鳥の声を聞くのが嫌いな人も中には

存在するかもしれないが、一般的にはその声の癒し

効果などが期待され、心身ともにゆったりとできる。こ

のためには、公の場での緑の整備だけでは、とても

大幅な緑被率の向上は期待できない。地域の住民

が建ぺい率を守り、駐車場などその非建ペイ部分を

コンクリートで固めず、芝生を植えるなどして、できる

限り緑をふやすようにすることが必要である。東京都

23区でも平均の建ぺい率は 6割以下である。この非

建ペイ部分の緑化が少しでも進めば、公園緑地、河

川敷、街路樹などを足すと 5割を超えることは可能で

あると思われる。このためには、野鳥の出現をひとつ

の手段として、みんなが緑を増やせば、めずらしい野

鳥も姿を見せる可能性があること、具体的な観察事

例などを公表するなどにより、野鳥の出現を手段にし

て、緑被率の向上を図ることは可能である。 

このようにその地域の自然の資源を有効に活用し

て、又は、指標にすることを通じて、住民に意識させ

ることにより、それぞれの立場で自らの敷地の土地

利用などを媒介に一定の方向性を持つまちづくりに

参加してもらう。このような、ストーリー性と個人の自

発性を惹起するまちづくりも今後の大きな方向ではな

いかと思われる。 

キ.都心回帰型まちづくり(郊外から都心へ) 

 拡散した郊外の住居から都心に回帰する傾向が最

近顕著である。この傾向は、郊外の戸建住宅から、

都心又は都心に近いマンションに移動するのである

が、子育てを終えて、子供が独立して、多少狭くとも

気楽に便利に住める都心を選択するという夫婦も見

受けられる。このような傾向は、先述のように郊外に

拡散した市街地の一種の淘汰の現れであり、また、

都心への回帰により人口的にも拡散が解消される点



が指摘できる。さらに都市の中心部の活性化にも寄

与するものである。都市のコンパクト化のひとつの流

れであるともいえる。 

ク.自然的成長型まちづくり 

 まちづくりを行った段階での固定的なものと考えず

に、成長する要素を組み込んで、あらかじめ作ってお

くものである。例えば、淡路博覧会の際に設けられた

国際会議場であるが、古墳をかたどったもので、周り

の木の成長とともに、また、自然の中に埋もれてしま

うという考え方で作られている。このような事例は例

えば団地の住民の構成が、経年により、高齢化する

とともに、住棟間の木々が成長し、子供たちが小さい

ときは、低木であって、見通しなどがよく安全性の見

地から好ましいが、年が立つにつれて、高木になり、

そのころには、高齢者のための憩いの場を提供する

ことも一例である。まちの成長に伴い変化するものは、

植物だけはなく、野鳥などの生物、気流や水流など

他にもあるものと思われる。また、都市の景観も時間

の経過とともに、落ち着いたものになってくることを受

けて、そのまちの住民の構成や土地利用を考えて、

あらかじめ組み込んでおくこともありうると考えられる。

このような経年による人的環境と自然的環境の変化

を考慮に入れることは、今後のまちづくりに重要な点

である。 

ケ. 都市の発展段階に応じたフレキシブルな構造型

まちづくり 

クと共通するが、キはどちらかというと、自然的な

又は経年的なまちの変化に応じて、まちづくりを考え

ておくことであるが、これは、どちらかというと交通量

の変化に応じたまち街路整備ゃ地域の住民の年齢

層に応じた公園施設の整備などである。もちろん、下

水道の今後の人口増に対応した週末処理場などの

整備は現在でも行われているが、人口の空洞化によ

る義務教育施設の遊休化とサイクル的にまた人口の

回帰の場合に転用できるようにフレキシブルに対応

検討することなどである。要は、その地域の人工的

環境の変化とまちづくりの対応関係を考慮に入れた

弾力的な対応が可能なまちづくりである。これは、例

えば、公園が震災時に避難地として活用できるような

一時的な使い方や長期的な変化に一方向で対応す

るもの(街路の車線増など)、さらに、循環的な可逆的

な対応も考えられる(世代交代による再度の施設需

要の増加)。時系列的に、まちの今後の姿をどのよう

に想定するか、また、そのときに必要なまちの水準を

考えて無駄のないような施設の作り方を考慮すべき

である。今までのような人口の増加、産業の拡大を

想定しなくともよいのであるから、施設の容量の合計

としては、大幅な増を見込む必要はないのである。 

②人口減少、高齢化 

人口の減少は、国立社会保障・人口問題研究所

の中位の予測では 2006 年でピークを迎える(中位で

2006年 1億 2774万人)ものとされ、それ以後減少し

ていくものとされる。また、人口の高齢化も急速に進

行する。このような中で、人口の絶対数が減少するこ

とにより、市街地の縮小や都市施設の遊休化などの

現象が生ずることが予測されるとともに、人口の高齢

化に伴う住居形態の変化はもとより、まちの形態や

移動距離の変化に対応したバリアフリー型のまちづく

りが求められる。さらに、高齢ドライバーの増加やさら

にはこれらがクルマから下りる脱くるま社会に突入す

る。このような社会はさらに、少子問題を必然的に伴

うので、子育ての支援をして少しでも子供の数を増や

すことを考えるまちづくりが必要である。 

 

ア.縮小型まちづくり 



今までの人口の増大をもとにしたまちづくりの計画

を、人口が縮小することを前提にした市街地面積の

フレームワークや都市施設の容量を設定する必要が

あるなど、縮小型のまちづくりを検討することとなる。

ドイツでは一部でシュリンキングポリシーなどといわ

れて、特に衰退の著しい旧東ドイツの都市で人口の

急激な減少をきたしているところでそのような方向性

があるといわれている。20 世紀では急激に膨張する

都市の業務集中地区を中心に成長管理が必要であ

るなどといわれた時代があった。アメリカなどで、真剣

に成長管理に取り組まれている事実を日本にも適用

すべきであるなどという説が唱えられた。また、大都

市周辺の都市では、急激に膨張する人口に既存の

公共施設が追いつかず、宅地開発指導要綱などに

より、関連公共公益施設の負担が開発者に相当程

度課せられた。今後はこのような人口の減少を背景

にして、市街地の縮小や遊休化する可能性のある既

存の施設活用・転用型まちづくりが必要になる場合

が想定される。 

イ.高齢化対応型まちづくり 

人口の減少とあいまって、人口の急激な高齢化が進

行する。平成 15 年(2003 年)6 月の総務省の人口推

計によれば、我が国の 65歳以上の人口は 2417 万

人で、その総人口に占める割合は 18.9％になってい

る。国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、

この人口は、30年後の平成 45年(2033年)に 3割を

超え、平成 62 年(2050 年)には 3,586 万人(割合は

35.7％)に達するものと見込まれている。このような急

速な高齢化社会の到来によりこれに十分対応したま

ちづくりが必要になってくることは当然であるが、従来

型のまちづくりにおける高齢者対応のバリアフリーの

推進のみならず、これをはじめから組み込んだまち

づくりが進められなければならない。すなわち、個々

の施設の改良ではなく、まちの施設全体の水準を高

齢者の水準に合わせたゆったりとしたものにすること

が必要である。このような対応は、今まで作られてき

た量的な不足の解消による最低水準確保のまちづく

りからを国民生活の質的水準を高めるゆとりあるより

高度の内容にするものにつながり、高齢者のみなら

ず、全階層においてメリットを受けるものである。この

ためには、都市施設のすべてが高齢者にも対応でき

ていることとすることは当然として、老若混在型、介護

施設混在型、医療施設混在型、高齢者参加型等の

まちづくりなどが考えられる。老若混在型は、地域コ

ミュニティにおいて高齢者とそれ以下の層が混在して

生活し、それ以下の層が困ったとき高齢者の知識経

験による手助けを受け、逆の時は高齢者を援助する

ような混在住宅等をイメージしており、介護施設混在

型は介護施設が住宅に併設されるもの、医療施設混

在は医療施設が住宅に併設されるものである。これ

らは、まちづくりでも平面的に併設されるものである。

また、高齢者参加型は、高齢者の知識経験を活用す

るボランティアによるまちづくりである。 

また、都市の再生に伴い、先述のように、都心又

はその近くにマンション等が建設されているが、特に

高齢者で子供が独立したような世帯は広い住居を必

要としないが、生活の利便性や医療施設その他の施

設が至近にあることが必要であり、都心に居住する

層としては必要性が高く、かつ、適当であるので、こ

れらを意識した高齢者都心回帰型まちづくりも考えら

れる。利便性が高く、バリアフリーの恩恵を享受でき

るためクルマに頼らない生活も可能になってくる。 

ウ.子育て支援型まちづくり 

また、少子高齢化対策として、子育て支援策が必

要である。このために、子育ての支援ための保育施

設の併設住宅などが考えられるが、さらに上の高齢

者の知識経験と時間を生かした保育参加型(一時保

育)や高齢者が生活や育児の指導などを行うなどの

連携策が考えられる。 

 

(以下 開かれたまちづくり、ライフサイクルサポート

型まちづくり並びにまぢつくりの方法及びツールにつ

いて次号) 

 


