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1．大都市の都心居住と地方都市のまちなか居住
東京など大都市での都心居住の拡大 ←都心部でも手ごろな価格帯で住宅取得可能

・バブル崩壊後の地価下落

・マンション開発の適地が増加⇔企業・行政の遊休地放出、不良債権処理 など

・都市計画法の「高層住居誘導地区」導入

⇔容積率等の規制緩和、超高層マンションの増加

・都心居住の利点見直し など

地方都市中心市街地の人口空洞化 →まちなか居住の推進が課題

・地方都市中心市街地でも2000年代にマンション開発

⇔依然として強い戸建て志向、郊外での安価な住宅供給

・マンション開発地区以外は居住人口の減少・流出が続いていることが多い

大都市都心部、地方都市中心市街地の居住環境の共通点・相違点

・それぞれの郊外に比べ日常生活の利便性は低く、買い物難民に代表される

モータリゼーションに対応できない高齢者世帯は負担が大きい

・公共交通の利便性が低い地方都市ではより深刻な状況

・首都圏の一部の地域では、小商圏に対応したミニスーパーが立地展開

都心部の買い物環境は改善の兆し



2．地方都市まちなか居住環境の多様性
まちなか居住のメリットが多い都市

広域中心都市（札幌・仙台・広島・福岡）

・支店経済によるオフィス集積

・多機能の集積による高い利便性

・公共交通網の充実

生活利便性の高い都市（岡山・富山など）

・公共交通網の充実

文化的魅力のある都市（金沢・松江など）

・城下町の街並みなどの優れた景観

まちなか居住のメリットが少ない都市

クルマ依存型の都市

・まちなかより生活利便性が高い郊外

県庁所在地レベル以下の都市

・まちなかが従業地としての未発達



3．地方都市のまちなか居住の現状・課題



4. 問題の所在
地方都市における中心市街地活性化の遅れ

・大都市圏での都心回帰の進展

・都市計画法改正による郊外の大規模集客施設の原則開発禁止など

コンパクトなまちづくりに向けた動き

①交流人口の停滞・減少

商店街活性化などの取り組み

②モータリゼーションを背景とした交通結節性の低下

バスなど公共交通の再編・利便性向上の取り組み

③居住人口の減少・少子高齢化

自治体による「まちなか居住」支援策の実施

人口減少・少子高齢化などの進展による「居住」への影響

中心市街地の居住環境の相対的悪化（対 郊外住宅地）

中心市街地再生 まちなか居住推進の取り組みが必要性

短期的：経済的支援 長期的：生活環境の改善

重点的な取り組み

取り組みの難しさ
対応の遅れ



5-1．地方都市のまちなか居住の課題（1）
-鳥取市のケース-

鳥取県の人口動態 年間約3,000人の人口減少
自然増減によるマイナスはおよそ1割

大半は若年層を中心とした社会減 ⇔進学や就職などを機会に県外に流出

・少ない高等教育機能（2大学、1短大）

・大卒レベルの事務系就業機会の不足 ⇔中心市街地のオフィス機能低下

中心市街地の就業先としては商業施設や医療機関などが中心
⇔多くの就業が期待できる製造業の多くは郊外立地

郊外居住の方がむしろ職住近接となる場合が少なくない

近年では、郊外でも工場の閉鎖などが相次ぎ、雇用環境は極めて厳しい

地方都市中心市街地に居住するメリット
・比較的よく整備されている医療機関や図書館など公共施設への近接性

・古くからの街並みや文化的な雰囲気など限定的

相対的に低いリバビリティ

地方都市へのＩターン希望は増加傾向 ⇔ニーズの多くは中心市街地ではなく、

（自治体による手厚い支援） 中山間地での田舎暮らし



5-1．地方都市のまちなか居住の課題（2）
-鳥取市の低未利用地の現状-



5-2. 鳥取市まちなか居住のニーズと課題

中心市街地活性化に関するアンケート調査結果
（2012年に4000人の15歳以上の市民の実施、回収率40.1%）

中心市街地への評価 「思う」 「やや思う」

公共施設が充実 17.1% 30.7%

治安が良い 20.1%          30.3%

買い物に商品・店舗の面で満足 5.2%          12.2%

食料品・日常品の買い物に満足 6.7%          16.0%

中心市街地に住んでみたい 11.3%         13.6%

（住み続けたい）

中心市街地での居住のニーズは極めて低調



6．まちなか居住推進支援策の必要性

中心市街地の魅力低下
中心地としてだけでなく、居住地としても

中心市街地の居住人口減少・低未利用地対策への

自治体の施策が新たに必要

まちなか居住推進のための支援策の導入
①賃貸・売買など空き家等の情報提供

②持家取得のための支援

③賃貸住宅入居のための家賃補助

④中古住宅の流通促進等のためのリフォーム補助、など

課題
財源

中心市街地居住のみに支援する理由付け

個人の資産形成に税を投入する

都市間競争のため、導入は必要 など



調査方法

インターネット検索を利用して「まちなか居住」に関連したまちづくりの
方針をもつ、あるいは何らかの取り組みを行っている主に西日本の自治
体を抽出

担当部課のメールアドレスが明記されていた28の自治体にメール添
付にてアンケート調査を実施

その結果、一部の自治体からは、実際の取り組みはまだ行っていない
旨の回答もあったが、11の自治体から具体的な施策に関する回答が得
られた。

アンケート調査に回答した自治体は次の11市

松山市、岐阜市、和歌山市、今治市、米子市、小松市（石川県）、

津山市（岡山県）、井原市（岡山県）、さぬき市（香川県）、

玉名市（熊本県）、南さつま市（鹿児島県）

さらに、より具体的な取り組み状況や課題を明らかにするために、

金沢市と松江市の現地に赴き、担当者からの聞き取り調査を実施

7．まちなか居住推進支援策の具体例



調査対象の自治体の概要
住民基本台帳人口
（2012年 万人） 面積（㎢）

人口密度
（人/㎢）

中活基本計画
の認定

松山市 51.4 429 1,198 1次 H20.11

金沢市 44.5 468 951 2次 H24.3

岐阜市 40.9 203 2,015 2次 H24.6

和歌山市 37.8 209 1,809 1次 H19.8

松江市 20.5 573 358 2次 H25.3

今治市 16.8 420 400 

米子市 14.8 132 1,121 1次 H20.11

小松市 10.8 371 291 

津山市 10.5 506 208 1次 H25.3

玉名市 6.9 153 451 

さぬき市 5.2 159 327 

井原市 4.3 243 177 

南さつま市 3.7 283 131 

鳥取市 19.4 766 253 2次 H25.3



人口
（2012年、万人）

面積（㎢） 住宅取得 リフォーム 家賃補助 利子補給 その他

松山市 51.4 429 ◎共同、中心優先

岐阜市 40.9 203 ●新築、中心 ○中心 ○中心、条件あり
和歌山市 37.8 209 ◎市内、中心加算
今治市 16.8 420 ○共同、中心
米子市 14.8 132 ●中心、転入
小松市 10.8 371 ●新築、中心 ○騒音区域

▲新築、都計、転入
津山市 10.5 506 ○新築、市内、地域材○市内、地域材
玉名市 6.9 153 ○市内、転入 ○市内 ○新幹線通勤
さぬき市 5.2 159 ○新築、市内 ○市内
井原市 4.3 243 ○新築、市内 ○市内 ○地区限定 ○地区限定
南さつま市 3.7 283 ○市内、転入 ○市内、転入

●「中心市街地のみ」、◎「中心市街地は優遇・加算」、○「全市対象」、▲「都市計画区域」

「新築」新築・新築購入のみ、「共同」共同住宅のみ

「転入」市外からの転入者のみ

「地域材」地域材の使用が条件

「条件あり」18歳未満が2人以上同居、高齢者同居、障がい者同居のいずれか

アンケート回答自治体の居住促進支援策の一覧

・11の自治体の具体的な居住推進に関する支援策は合計22

・「住宅取得」「家賃補助」「リフォーム」「利子補給」「その他」に分類可能



8. アンケート回答自治体の居住推進支援策(1)
①「住宅取得」（12件）

・全ての自治体で「住宅取得」に関する支援を実施

・対象地域を中心市街地に限定、あるいは「優遇・優先」

松山市、岐阜市、和歌山市、今治市、米子市、小松市

・支援の内容は、現金支給がほとんど

地域経済活性化も企図した地域振興商品券の支給（和歌山市）

・申請の要件に、「世帯の所得額」の上限 和歌山市（510万円）のみで

・「住宅取得」のうち「賃貸共同住宅」の建設費支援

松山市、今治市、米子市、そのうち松山市は「賃貸共同住宅のみ」を支援

・申請に際し、市内事業所による施工などを条件としたり、加算の条件としてい
る自治体もある（小松市、津山市、南さつま市）

・利用実績

松山市、岐阜市、今治市の比較的都市規模の大きい自治体では少ない

小松市、玉名市、さぬき市などでは年平均10～200件と利用が多い

実績額は、利用の多い自治体で年間1,000万～3,000万円程度



②「家賃補助」

・「家賃補助」の実施は岐阜市のみ

・対象は市外からの転入者が条件で、利用実績は少ない

・松山市は、貸主への家賃減額補助を実施、こちらも利用実績は少ない

③「リフォーム」

・４自治体が実施

実施自治体は、津山市以下いずれも人口規模の比較的小さい

・利用実績はいずれも多く、さぬき市、井原市では年間100件以上

④「利子補給」

・岐阜市と井原市のみが実施。岐阜市の利用実績は、3年間で1件のみ。

・井原市は利用実績が多いが、市公社分譲団地の販売促進が目的

利子補給のほか様々な支援メニューがセット

⑤「その他」

・支援の多くは、各自治体の個別状況に対応した施策

津山市は林業の振興、井原市は市開発公社が分譲した団地の販売促進、
それ以外には他騒音区域対策、新幹線通勤補助などの特殊事例

8. アンケート回答自治体の居住推進支援策(2)



9. 自治体による居住推進支援策の課題
以上のように、アンケート調査の結果から、サンプル数は少ないなが
らもまちなか居住推進支援策の一定の状況は確認できた。

 つまり、「住宅取得」に関する支援策はすべての自治体が実施し
ているものの利用実績は低調で、「家賃補助」「利子補給」につい
ても同様であった。

 他方、「リフォーム」支援の利用は多く、このことは少子高齢化の
進展で住宅ニーズが縮小している状況に対し、建物の老朽化だ
けでなく高齢化の進展でも住宅のリフォームが必要

・課題は、事業の周知など広報に関する工夫の必要性、実績が少
ないことを理由とした事業見直し、費用対効果の検証などが挙げ
られた。

・継続見込は、財源（社会資本整備総合交付金）の確保が前提と
なっている自治体が多いため、時限的な取り組みとしている自治
体が多く、継続性は低い。



10. 金沢市の事例
金沢市
人口44.5万人を抱える北陸地方を代表する中核市

中心市街地の状況
・兼六園など観光資源
・高い土地価格、狭い敷地、狭い道路など

居住人口の郊外化がすすみ、人口減少と活力の低下を招いた

そうした状況下で、金沢市は前市長の注力により
平成13年に「金沢市まちなかにおける定住の促進に関する条例」を制
定中心市街地の活性化を定住促進の面から実現しようとしている

その基本的な考え方（基本理念）
①土地の有効活用、②住宅の質的向上、③安全で快適な居住環境の
形成、④良好なまちなみの形成、⑤うるわしい近隣社会の形成

現在、金沢市の定住支援制度、全8事業のうち7事業がまちなかを対象



10-1. 金沢市のまちなか定住支援制度（１）
1. 戸建て住宅対象

①まちなか住宅建設奨励金（H.10年度～）

新築・新築住宅購入の支援、

借入金の10%（上限は、一般住宅200万円、二世帯住宅300万円）

3年以上の更地の活用、45歳未満、多子世帯、UJIターン世帯などに加算あり

金沢市の街並みに合うよう、瓦葺き、塗り壁、和室の設置、敷地の緑化などが条件

平成23年度末までに886件の利用、年間約1億2千万円を支出

②まちなか空家活用促進補助金（H.22年度～）

市の街なか住宅再生バンクに掲載された空き家を購入した者が対象

そのリフォーム、内部改修費の1/2（50万円）を補助

45歳未満（50万円）とUJIターン世帯（20万円）には加算あり

国の財源（社会資本整備総合交付金）による事業で、平成23年度末までに9件の利用

2. 共同住宅対象

③まちなかマンション購入奨励金（H.18年度～）

市の景観形成基準適合などの条件により事前に認定された新築分譲マンションの購
入への支援で、借入金の返済期間が10年以上の者に、借入金の5%（上限100万円）
を補助、45歳未満（25万円）とUJIターン世帯（20万円。）には加算（ただし、加算の上
限は50万円）がある。平成23年度末までに対象物件3棟、125戸の利用



④まちなか中古分譲マンション改修費補助金（H.23～）
市の街なか住宅再生バンクに掲載された空き住戸を購入した者
そのリフォームを対象に支援するもので、内部改修費の1/2（上限25
万円）を補助、45歳未満とUJIターン世帯には加算（ただし、加算の上
限は25万円）がある。
国の財源（社会資本整備総合交付金）による事業で、平成23年度末
までに11件の利用があった。

3. 住宅地整備対象

⑤まちなか住宅団地整備費補助金（H.13～）
500㎡以上の住宅団地を整備する事業者に対して、道路等用地費、
道路等工事費、老朽建築物除去費の各1/2を補助、まちなか区域のう
ち近代的都市景観創出区域は除かれる。
また、全区画に①のまちなか住宅建設奨励金の基準に適合した住宅
を建築することも条件となっている。
国の財源（社会資本整備総合交付金）による事業で、平成23年度末
までに15団地、96区画の利用があった。

10-1. 金沢市のまちなか定住支援制度（２）



⑥まちなか低未利用地活用促進事業補助金（H.20～）

まちなか区域のうち特別消防対策区域、地区計画区域、まちづくり協定
区域、災害危険度判定調査による重点整備区域のいずれかに500㎡未
満の住宅団地を整備する事業者が対象、

隅切用地費（10割）、道路等工事費（10割）、老朽建築物除去費（1/2）
を補助するもので、2区画以上の整備（1区画は135㎡以上）、全区画に
①のまちなか住宅建設奨励金の基準に適合した住宅を建築することが
条件となっている。

平成23年度末までに利用はなかった。

⑦まちなか空地活用促進奨励金（H.22～）

⑥のまちなか低未利用地活用促進事業補助金に適用となり、まちなか
住宅再生バンクに掲載した空き地の売主に対し、譲渡所得額相当分の
3%（上限30万円）を交付する制度

平成23年度末までに利用はなかった。

10-1. 金沢市のまちなか定住支援制度（3）



・中心市街地での多様な住宅取得、住宅団地整備などに対して考え得るす
べてのメニューを用意

・一部は国の財源によるものもあるが、ここでは割愛した郊外での新築戸建て
住宅取得支援である「いい街金沢住まいづくり奨励金（H.16～）」の平成23
年度決算約6,500万円と①のまちなか住宅建設奨励金だけで金沢市は年
間約1億8,200万円を支出

・金沢市では、平成22年度まで行っていた賃貸住宅への家賃補助などの支
援は中止

近年、金沢市では旧来の繁華街が縮小傾向にあり、その一部でマンション建
設も進展

北陸新幹線開通が待たれるJR金沢駅周辺でも平成23年頃よりマンション立
地が進展

こうした動向から、平成22年以後中心市街地の人口は社会増に転化

10-2. 金沢市まちなか定住支援制度の特徴



10-３. まちなか定住支援の限界と展望

金沢市の定住支援への考え方

・こうした定住支援を「最後の一押し」と位置付け

ベースには、中心市街地での生活の質向上や居住環境の整備改善、
文化・スポーツ、商業振興（例、買い物支援の100円循環バス）などさまざ
まな取り組みの成果として街なか居住の魅力

＋

観光資源の存在など都市の個性や新幹線開業などの魅力アップにつな
がる要素も加味

＋

そのなかでも、まちなかのマンション居住のターゲットとなるシニア世代や
お独り様女性などのニーズにあった環境整備、住宅供給などが必要

他方で金沢市の担当者は、個人の資産形成に結びつく住宅取得支援に
多額の税金を投入することがベストの手法とは考えておらず、いつまでも
続けるべき事業ではないことも述べていたことを申し添えておこう。



11. 空き家に住まない対応策

地方都市中心市街地の空き家：今後もまちがいなく増加?!

「住宅」としての再利用ニーズ < 空き家の増加

住宅以外の利活用が必要
・「リノベーション」によるカフェ、ブティックなどへの転用

鳥取市は毎年リノベーションスクールを開講

・「民泊」での活用（民泊新法）

期間・区域を条例で定める自治体が約半数

管理を巡る近隣とのトラブルの心配から、低調?!

アルベルゴ・ディフーゾ（ホテル分散型観光地域）の可能性

村全体をホテルに見立てる持続可能なまちづくり

イタリアのスローシティで取り組み、注目を集める

岡山県矢掛町をアジア第1号に認定



12. 地方都市まちなかのリバビリティ
-むすびに代えて-

山下（2016）より、 筆者作成



ご清聴頂き、ありがとうございました。

本報告の一部は次の文献にありますので、ご参照ください。

山下博樹「まちなか居住の課題と取り組み」
根田克彦編著『まちづくりのための中心市街地活性化 －イギリスと

日本の実証研究－』古今書院、2016年

忌憚のないご意見を

どうぞ宜しくお願いいたします。


