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概 要 これまで、地方都市の今後のあるべき姿としてコンパクトシティを提起してきた。「国土形成計画」

のブロック計画である「東北圏広域地方計画」において、「東北発コンパクトシティ」が位置づけられるこ

とになった。今後、このコンセプトが実質的な位置づけと展開に結びついていくための課題もさまざまで

ある。とくに本稿では、コンパクトシティが、単独の都市における市街地における市街地拡大を抑制する

方向を示すだけではなく、中小都市の共生をめざすネットワーク型の連携による生活圏の形成という観点

が重要であることを、広域連携という視点から考察することにする。 
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1．広域連携の背景 

 広域連携が国土計画や地域政策において重要な課題になった

のは1960年代に遡る。1964年、東京オリンピックの年は、国土

軸の中心となる東海道新幹線が開通、そして車社会の幕開けであ

った。経済活動はもちろん、日常的な生活行動も格段に広がった。

広域高速交通体系の整備が求められ、それは今日まで引き継がれ

ている。しかし、そのような高速交通体系の整備は、一方で経済

活動の大都市への集中集積とそれにともなう大量の人口移動を

引き起こしてきた。グローバリゼーションの進行は、そのような

流れに拍車をかけている。人・モノ・カネそして情報などの広域

交流はさらに広がりと質的な水準を高めていくことが予想され

る。経済や科学技術の限りなき広域交流の拡大に対して、地方都

市や農山漁村などの地域社会の再生が喫緊の課題になってきた。

ここで論じようとしているのは、グローバリゼーションの流れに

即した広域交流に対して、地域社会再生のための生活圏としての

広域交流のあり方である。 

 折しも、平成の大合併がおおよそ一段落、地方分権から地域主

権へ、「国土形成計画」が策定され、総務省の「定住自立圏」構

想によって「中心市」の名乗りをあげる自治体も多い。地方都市

や農村は、先立って人口減少社会・超高齢社会に突入しつつある。

そのような地方都市や農村社会の再生の道筋の一環に市町村界

をまたいだ、生活圏としての広域交流さらにそれを基盤としたよ

り広域的な交流ネットワークが求められている。 

 

２．広域連携の課題 

 すでに述べたように、ここでの広域連携は市町村をまたぎ、生

活圏としての広がりの中での連携であり、それによってさらに広

域的な広がりの中で、特色ある生活圏として展開していこうとい

うものである。つまり、生活圏の中に存在する市街地がそれぞれ

の特質を活かしながら、お互いに補完しあうネットワークやマネ

ジメントを整備していく方向の展開である。従来、個別市町村が

それぞれにフルセットで施設や機能を充実しようとしてきたが、

財政事情がひっ迫し、さらに人口減少社会に立ち至って、そのよ

うなフルセット主義が成り立たないことはたびたび指摘されて

きたのだった。とくに、高次医療機能や広域消防、高等教育や文

化機能、大規模あるいは買回り型商業機能などについての相互補

完、そして流域や高速交通体系などの広域連携などは市町村単位

ではその整備や運営は難しい。そのために、ネットワーク型の市

街地配置や連携を考えていく必要がある。つまり、一定の機能集

積をした市街地がネットワークを充実させることで生活圏とし

ての機能確保と生活の質を確保していくことが人口減少社会で

は重要である。 

さらに言えば、生活圏の中には市街地的な土地利用が卓越した

自治体と農業的土地利用が卓越した自治体がお互いに連携しな

ければならない場合が多い。一自治体の行政区域の中でも、市街

地の周辺を広大な農山村が取り囲んでいることが地方都市の一

般的な姿である。広域的なネットワークの形成は重要であるが、

従来型の沿道への開発を抑制し、中心市街地の集積をこれまで以

上に魅力あるものにしていかなければ、ネットワーク形成が逆に

中心市街地の空洞化を促進してしまいかねない。つまり、ここで

は、都市と農村の共生と連携を前提としたコンパクトシティをめ

ざしていくことが必要である。 

 

３．東北圏広域地方計画 

 「国土形成計画」のブロック計画として位置づけられる「東北

圏広域地方計画」の策定作業が始められ、そのための懇談会が

2007年7月から設置された。さらにその懇談会には3つの小委

員会（計画フレーム小委員会、産業振興・グローバル化小委員会、

持続可能な地域社会小委員会）が設けられた。筆者は、その中の

「持続可能な地域社会小委員会」に参加した。持続可能な地域再

生という観点からの計画課題を整理し、「東北圏広域地方計画」

において、「東北発コンパクトシティ」の提案を位置づけること

になった（その具体的な内容については５．で後述する）。 

 「国土形成計画」のもとで、ブロック計画の課題はどのように

抽出されるべきか。つまり、世界の動きや時代の趨勢、そして何

よりも生活レベルの地域社会の動向をとらえながら、この時代に

要請される課題を的確に抽出できるかどうかである。 

国土の不均衡発展が目に見えて進み、人材・モノ・カネ・情報

が東京や大都市に集中し、地方の衰退は深刻である。それに追い

討ちをかけるように、リーマンショックに端を発して、金融経済

危機が押し寄せ、なかなか立ち直れない。地方の人口減少や高齢

社会の進行もまた深刻である。平成の大合併が一段落し、その後



 

の課題も色々と見えてきている。そういう中で、「持続可能な地

域社会」の再生を、ひとつの課題に位置づけたことは重要である。

広域連携との関連で持続可能な地域社会の再生を据えたことで、

コンパクトシティの視角や要件も明確になってきた。つまり、東

北地方における地方都市の市街地をこれまでのような野放図な

拡大に任せていたのでは、持続可能な地域社会の再生は不可能で

ある。そのために市街地の拡大抑制が必要であるが、その拡大抑

制を都市や市街地の側からだけの計画論理で実現することは難

しい。周辺の農山漁村の衰退が、その土地利用の転換、つまり都

市的な土地利用を標榜させているので、都市と農村との有機的な

連携は発展が不可欠であることが導き出されてきたのだった。 

 

４．国土形成計画と地域社会再生 

下図は、国土計画のレベルと地域社会再生というレベルとをつ

なぐ場合にどんな課題が横たわっているのかということをキー

ワードで示したものである。 
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□これまで国土計画において、広域計画といえば国土全体あるい

は地方計画における広域ネットワーク形成つまり国土軸などに

表現されるような骨格の形成がキーワードであった。しかし、経

済・財政の低迷と人口減少・少子高齢社会が急速に進行する中で、

国土の骨格形成と地域社会の維持発展が相乗的に展開する見通

しは立たなくなっている。つまり、全国的に、人口減少や経済衰

退が際立って進んでいる地域が目立ってきている。それは国土計

画において予想できたことではなかったし、また地域社会の維持

発展の方向が政策展開の中にきちんと位置づけられてきたかと

いえば、それはきわめて不十分であった。ここに掲げたように、

持続可能性や自律と自治、そして連携と協働などが社会的な価値

観として大きく注目されつつある。国土のフレームワークと地域

社会の再生がきちんとリンクした枠組みが重要であり、あえて東

北圏広域地方計画では、地域社会再生を位置づけ、その一つの計

画論が東北発コンパクトシティである。 

    

５．東北地方における地域社会再生の課題と展望 

①  広域ネットワークとしての交通インフラの整備・充実 

 東北地方は、政令指定都市の仙台市、新潟市を除けば、県庁所

在都市でも30万人前後の人口規模である。そして、広大なエリ

アに中小の都市が10～40kmの距離をもって散在している。もち

ろん、中小都市が、すべての都市機能を確保し住民要求に応えき

れるわけではない。高次・救急医療、高次消防機能、高等教育な

どは生活圏の中の他の都市との連携で成り立っている。最近では、

市街地にあった病院などが老朽化と駐車場スペースの不足など

によって郊外に移転するケースが増えているが、中にはいくつか

の都市からのアクセスを考慮した立地にしているケースもある。 

大型店も単に郊外型というのではなくて、複数の都市を商圏にし

た立地をしているケースも少なくない。いずれにせよ、生活圏で

活動し、生活する人々や企業などにしてみれば単一の都市だけで

は事業や生活が成り立たず、広域的な移動をすることになる。そ

のための広域的なネットワーク機能として道路整備などの広域

交通体系の整備は相変わらず大きな課題となっているというべ

きであろう。 

 ただ、広域ネットワークは、これまでの高規格道路の整備を中

心としたものから、道路ネットワークと鉄道ネットワークとの役

割分担と連携を重視していくことになろう。車社会の負荷を軽減

するとともに、移動手段の選択肢を増やすことによる交通弱者の

解消を図っていくことが必要である。 

 そして、都市政策における交通政策と土地利用政策のリンケー

ジを基本原則にしていくことが必要である。これまでは、モータ

リゼーションを前提にした都市計画だったので、道路整備が中心

であった。それは山間部であろうと丘陵地であろうと開発を可能

にした。それが野放図な開発をも呼び込んできた。今後は広域公

共交通ネットワークを基礎にした土地利用計画に改めていかな

くてはならない。 

 

（図はオレゴン州ポートランド市における都市政策概念図） 

 

② 地域社会再生 

 2003年10月、小泉内閣は「地域再生本部」を設置した。この

設置目的は「地域経済の活性化と地域雇用の創造を、地域の視点

から積極的かつ総合的に推進するため」となっている。そして、

その具体的な方法は、当時脚光を浴びたように規制緩和手法とし

ての「経済特区」制度などを利用して経済的な再生を図ることで

あった。興味深いのは、1990年代以降、EUの諸国が地域再生

として取り組んだ課題として、もちろん経済再生も含まれるが、

コミュニティ再生を位置づけていたことである。このことがわが
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国との大きな違いになっている。地域コミュニティの再生はわが

国でも大きな課題になっているが、政府はもちろん地方自治体で

も明確な政策を打ち出してこなかった。国土計画の基礎に、地域

コミュニティ再生を位置づけるべきであることは前節で触れた。

ここでは地域社会再生のための視点をいくつか指摘しておこう。 

 まず東北圏における地方都市を念頭に置くと、都市と農村の共

生と連携を取り戻す課題を提起しておきたい。1960年代までは、

地方都市のほとんどが周辺の農山漁村との有機的な関係の下に

成立していた。街なかに農機具店、肥料店、種苗店などがあり、

周辺の農家が街なかに訪れることはごくふつうの風景であった。 

都市と農村が経済活動でも生活でも有機的に結びついていた。そ

れがコミュニティの基礎でもあった。 

 地域社会再生をめざす経済政策の課題は、地域循環型経済シス

テムの構築である。地域における消費や投資が地域の再投資力に

結びつくことが重要である。現在の東京還流型のマネーフローを

地域循環型に修正していかなければならない。 

すでに述べてきたように、それぞれの地方都市がそれぞれの個

性や特質を発揮できるような役割分担と連携のネットワーク型

地域形成を図る必要があるし、そのためにも沿道に市街地が滲み

出していくような市街地拡大を抑制することが必要になる。 

いくつかの都市がネットワークを形成することで産業活動や

人々の日常的な生活要求（通勤・通学、購買、通院など）に応え

ることができる。そういう生活圏の広がりや市街地の配置をあら

ためて確認し、その連携の再構築が求められている。 

持続可能な地域社会の形成は、低炭素型社会の実現という点か

らも重要である。わが国では、地域社会や都市レベルからの持続

可能性（サステイナビリティ）とは、どういうライフスタイルや

生活の質を意味しているのか、という点からの検討は立ち遅れて

いる。そういう認識を深める地道な活動が必要である。 

③ 地域社会再生のシナリオ 

次節で述べるように、地域再生のシナリオの一つとして、コン

パクトシティ・モデルを提起し、その具体的な課題を6点にわた

って提起している。とはいえ、その前提になるネットワーク型広

域連携を目指すための条件整備つまり国・県・市町村の間での調

整なども大きな課題である。 

まず一つは、地域社会再生の前提としての“生活圏”を政策展

開の前提として措定することである。この生活圏は、日常生活圏

とほぼ同一の広がりと考えてよいが、高次・救急医療や高次消防、

高等教育や広域的な文化活動などを考慮すると、そういう高次機

能を確保した（あるいはそれを政策目標にした）生活圏の広がり

と考えたい。したがって、この生活圏の中には人口５万人、10

万人規模の市街地が複数存在し、都市機能集積がネットワークを

形成している姿を想定している。そのようなコンパクトな市街地

がネットワークとして連携し、地域の経済活動や生活を支えてい

る姿である。実はこのような都市間あるいは自治体間のネットワ

ークを形成する取り組みは意外にもそれほど多くない。一部事務

組合などによる広域事務の仕組みが存在しているが、実は平成の

大合併以降、合併した市や町、合併しなかった市町村、いずれも

内向きの政策展開にエネルギーが割かれているようである。広域

連携の課題が今後さらに高まることを視野に入れて、連携の道す

じを合意形成していくことが求められている。 

第二には、このような広域連携の課題を明確にしていくために

も、広域地方計画や各県の総合計画などの進行管理や国・県・市

町村の広域調整機能の仕組みを整備していくことが必要である。 

④ 東北発コンパクトシティ推進研究会 

東北においてコンパクトシティの方向性を打ち出したのは 15

年ほど前、1996（平成8）年に、東北地方建設局（現東北地方整

備局）において、｢未来都市検討委員会｣が設置され、その報告書

で「コンパクトシティ」を取り上げたのが最初である。 

以来、「街なか居住研究会」、「コンパクトシティ研究会」など

を経て、現在は「東北発コンパクトシティ推進研究会」が運営さ

れている。一方で「東北圏広域地方計画」において「東北発コン

パクトシティ・プロジェクトチーム」が立ち上がっており、その

ための研究活動を担っているのが先の「東北発コンパクトシティ

推進研究会」である。 

「コンパクトシティ研究会」では、政令指定都市や県庁所在都

市などの比較的規模の大きい都市だけでなく、人口3～5万人程

度の中小規模の都市においても市街地の拡散を抑制し、それぞれ

が魅力的な市街地を形成しながら、いくつかの市街地が連携する

姿を想定し、そのためのケーススタディなども実施してきた。 

これまでに、鶴岡市、横手市、会津若松市において研究会を開

催し、それぞれの取り組み状況やコンパクトシティへの方向性な

どを把握する活動を行ってきた。 

今後、コンパクトシティ・モデルの構築と東北地方における実

例の蓄積（中小都市のネットワークモデル、都市と農村との共生

型土地利用モデル、広域公共交通モデル、低炭素型社会に向けて

のシミュレーションなど）を積み重ねていければと考えている。 

⑤ 豊かな自然環境と地域資源を地域再生にどうつなげるか 

再三述べてきたように、広域連携にとって最も重要な点は、そ

れぞれの地域や市街地がそれぞれに個性的な特質を磨いていく

ことである。そのことによって初めて、ネットワークの機能が発

揮されることになる。繰り返しになるが、ネットワークは、自然・

資源・文化・情報・人材・産業・市場を結ぶことによって形成さ

れるし、またそれによって多様な自然・資源・文化・人材の連携

による新たな産業と市場そして雇用を形成することになろう。 

⑥ 地域社会再生に向けた県や市町村の「政策形成能力」・「合意

形成能力」の構築 

実は生活圏を設定するという課題一つをとっても、市町村連携

と県の広域調整の取り組みは容易ではない。人口減少社会の実像、

つまり人口の偏在や超高齢社会の姿を科学的に把握しながら、生

活圏としての相互連携や政策調整が必要になってくるが、すでに

触れたように、平成の大合併は、市町村において、それとはちが

った動きをもたらしているようにみえる。地域社会再生の基本は、

人々の生活行動や経済活動の広がりやその重なり具合を最大限

生かした生活圏の設定とその圏域の中での市町村の相互連携で

ある。世界や時代の趨勢そして地域社会の実態とその動向を的確

に捉え、政策立案をしていく政策形成能力はこれまで以上に問わ

れていく。そして、住民や産業界との合意形成も然りである。そ



 

の際に、生活圏や個別市町村さらには県レベルにおける政策目標

の中に「生活の質」（ Quality of Life ）を位置づけていくことが

有効ではないかと思う。すでに EU 諸国の自治体ではこの QoL

の設定が採用されている。 

もう一つ、政策形成の課題として再度確認しておきたいのは、

地域循環型経済システムの構築である。国土の不均衡が極端なま

でに進んでしまったが、東京を頂点とした経済の仕組みを少しで

も軌道修正する地方の取り組みが重要である。地消地産（食材・

最寄品だけでなく住宅建設や介護福祉サービスなども）、市街地

と農村の連携などの実体を創り出していくことが必要である。 

   

６．コンパクトシティへの道－コンパクトシティ・モデルの構築とそ

の課題－ 

これまで「東北発コンパクトシティ推進研究会」などの活動を

通して、地方都市の実態や展開方向などを検討してきた。現段階

までの蓄積を通して、東北発コンパクトシティに向けて、次の６

つの基本的課題を提起できるのではないかと思う。 

① 人口減少・高齢社会への対応 

最近になって「人口対策」ではなく「人口政策」という表現が

出てきた（吉田・廣嶋(2011））。合計特殊出生率の低下はここ数

年、底打ち感もないわけではないが、それでも2009年、1.37で

ある。いずれにせよ、しばらくは人口減少・少子高齢社会が進行

する。地域・都市政策はこの動きがもっとも重要な前提条件にな

る。わが国のコンパクトシティもこのことを前提に提起されてい

ると見てよい。 

ここでは、いかにユニバーサルデザイン、バリアフリーの取り

組みをしていくか、男女共同参画社会や子育て支援の取り組みを

強化するか、なども重要な政策課題である。さらに子どもからお

年寄りまで地域社会における自己実現の舞台づくり（都市や地域

社会の舞台・土俵づくり）が大きな課題になってくるに違いない。 

そして、医療福祉、生活文化、居住環境、移動交通（エリアマネ

ジメント）など、さまざまな分野で新たな発想が求められてくる。 

 一つだけ付け加えれば、この人口減少・高齢社会の進行はとく

に地方の地域社会において個人が保有し継承してきた土地・宅地

や住宅などの資産をどう継承するのか、大きな課題になりつつあ

る。この資産継承問題も、新たな課題として登場してきた。つま

り、ストックをどう次世代に引き継いでいくか、この展望がなけ

ればコンパクトシティへの道程は開けない。 

② 中心市街地再活性化と街なか居住 

 コンパクトシティは地域社会や都市における中心市街地の機

能や場としての意味を改めて確認することが大きな課題である。

地域における消費やビジネスの場であるとともに交流や文化活

動そして情報発信の核である。そういう複合的な機能や場の再構

築が必要である。そしてその場を支えるバックグランドが「街な

か居住」である。「街なか居住」のライフスタイル、その空間形

態や持続可能な維持管理のあり方などを今後提起していく必要

がある。 

③ 市街地と周辺農村との土地利用の整合化 

地方都市を中心に、中心市街地空洞化と郊外化・市街地拡大が

同時進行してきた。さらにいえば郊外農村地帯も衰退してきてい

る。そして、あらためて気づかされるのは、市街地拡大が都市活

動の活発化の結果ではなく、周辺農村部からのプル要因に基づい

ていることである。それには次のような対応の方向が考えられる。 

1）「非線引き都市計画・白地地域」を「線引き都市計画・市街

化調整区域」にする（山形県鶴岡市）。 

2）「非線引き都市計画・白地地域」を「特定用途制限地域」の 

運用によって「第二の用途地区」を運用する（秋田県横手市）。 

 3）国土利用調整計画による独自の土地利用制度の運用（長野 

県安曇野市、福島県三春町） 

 4）「都市及び農村計画法」を実現し、一体的土地利用のルール

を設ける。 

④ 広域公共交通システムの再構築 

⑤ 循環型地域経済システムの構築 

これら二つの課題については、本論において、これまで何度か

触れてきたので、省略する。 

⑥ 低炭素型社会への貢献 

ヨーロッパなどでのコンパクトシティの提案は、環境問題から

である。最近、政府の提案などで「エコ・コンパクトシティ」と

いう表現が使われるようになってきたのは、このような環境政策

と都市政策の連携を意図しているからであろう。 

コンパクトシティモデルの構築にとって、ＣＯ2排出削減効果

のシミュレーションを行うことは基礎的な作業の一つである。 

そのパラメーターとしては、交通移動量（とくに自家用車）の削

減効果、インフラ整備や郊外開発の抑制効果、中心市街地の複合

的土地利用や新たな街なか居住の推進による郊外化抑制効果、イ

ンフラ稼働率向上効果、エコロジカルインフラストラクチュアの

重視や舗装道路の改善などによるヒートアイランド緩和効果（局

地的気象現象の緩和効果など）や公共下水道や河川の負担軽減効

果（流量の激変緩和効果）などが考えられるが、今後詳細な検討

を進めていく必要がある。 

 

７．結びにかえて 

コンパクトシティは、人口が100万人の大都市でも、3万人の

小都市でも取り組む必要のある都市像である。同時にそれは、い

くつかの市街地がネットワークを形成して都市機能や地域とし

ての魅力を高めていく相乗効果を発揮しなければ説得力はない。

つまり、広域連携のネットワークとそれによって結ばれる市街地

や市町村の連携や協働に基づく政策立案が、今後の決め手になっ

ていく。国は県の役割も大きい。 
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