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立地適正化のプラン・メイキング

福山市立地適正化計画基本方針

〜地図で見るふくやまの現状と未来 〜

―「市場原理」を利用した都市のコンパクト化の実現に向けて ―

佐藤 展好

福山市建設局都市部都市計画課長

Nobuyoshi SATOH

１．はじめに

域を定め，環境への影響の大きい工場などは，郊外へ位置づ

福山市は，広島県と岡山県の県境に位置する人口約47万人
の 都 市 で， 鉄 鋼 業を中 心として発 展し，10回の 合 併 で 約
2

けるなど，都市を枠にはめ，形を整えた。また，スプロール化
を防止するため，市街化区域を定め，都市の拡大を抑えた。

518.2km の行政区域面積を持つ中核市である。人口規模でい

成長を続けてきた都市も，人口減少等により規制の効果が

えば，広島市，岡山市，倉敷市に次いで中国地方第4番目の都

薄まる中，都心部が衰退し，地価が下がることで，都心部への

2

市である。可住地人口密度では1822人 /km と，倉敷市の1870
2

2

人 /km よりは低いが，岡山市の1644人 /km よりは大きい。
本稿では，福山市立地適正化計画の策定に向けた，商圏人
口に着目した検討手法について論じたものである。

回帰が始まる。
都心回帰の動きをうまくコントロールできるかどうかが，都市
のコンパクトを伴う再都市化実現の鍵となる。日本独特の土地
の権利問題等，土地の流動化を妨げる様々な課題の解決が前
提となるが，これからの産業構造にマッチした都市構造へ向け，

２．都市計画工学と都市経済学双方からのアプローチ
日本創生会議が「地方消滅」という言葉をセンセーショナル
に発表した2014年に，国の「国土のグランドデザイン2050」が

市場原理を利用した都市の再生を図るため，企業のマーケティ
ングにも活用可能なＯＳ（オペレーションシステム）をつくる。
それが筆者らの立地適正化計画のコンセプトとなった。

公表された。
あわせて，改正都市再生特別措置法も施行され，市町村で
立地適正化計画が策定できる事となった。これら一連の動きの
中で，国から示された資料等で筆者らが着目したキーワードは
「強みを生かして対流を起こす攻めのコンパクト」と「人口密度
低下が生活に不可欠な施設の流出に繫がる」という2点だった。
これが，都市計画工学に加え都市経済学の双方からアプロー
チをするきっかけとなった。
都市経済学は，経済活動から都市の発展と成長，そして衰
退へと向かう一連の動きを解明しようとする学問である。

都市経済学者の岡山大学中村良平教授との打合せ
の様子

都市の歴史は，物流の拠点に物々交換のための店舗が生ま
れたときから始まる。色々な物が交換できる必要から，店舗が

３．500ｍ周辺メッシュ平均置換処理の開発

集積を始める。やがて通貨が発明されることで，取引の幅が劇

今後，企業が必要とするマーケティング情報は人口減少に係

的に拡大する。店舗で販売するものを作るための工場が店舗を

るものだと考えられる。人口が減少することで，企業は流出す

取り囲む。そして，そこで働く労働者の住居が，その周りを取

るが，流出した企業はどこに行くのか。再都市化をコントロール

り囲む。都市の外側に畑が広がる。こうして都市は成長した。

するためには，将来の人口集積状況を示す必要があると考えた。

どこの都市も生まれたての頃はこうした広がりを見せる。都市の

500ｍメッシュの人口分布図はよく見るが，メッシュが大きすぎ

経済活動の中で，価値のある土地に，最も高い値段（付け値地

て企業のマーケティング情報としては荒すぎるし，立地適正化

代）をつけた者が占有するという市場原理が働き始める。

計画の誘導区域の区分線を引く根拠にも使えない。100mメッ

集積するほどに価値が上がる店舗などは，商圏人口が増加す

シュを作れば，何か見えるかもしれない。そこでＧＩＳを使用し，

るに従って集積しようとする。そのうち都市の成長を市場原理

住民基本台帳（2010年データ）からアドレスマッチングで100ｍ

に任せたままにしておくことで生じる様々な課題（外部不経済）

メッシュの人口分布を作成した。

が顕在化してきた。これ対応するため，都市計画法で，用途地
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メッシュを小さくすればするほど，隣接メッシュとの土地利用

の差による人口差が大きくなり，着色した地図はモザイク状にな
って人口の集積状況がつかみにくくなる（図1a）。
また，過疎が進む地域などは個人が特定されてしまう。

500ｍの区域内の25個の100ｍメッシュの人口を平均し，中
心のメッシュの人口に置き換える「500ｍ周辺メッシュ平均置換
処理」を全メッシュに施してみた。等高線状に人口密度分布が
浮いて出た（図1b）。各100ｍメッシュにコーホート要因分析を
行うとともに，メッシュ人口の合計が社人研の推計人口に合う
図3

よう全メッシュに按分処理をかけたものに平均値間処理を施す
と，2050年の人口密度分布図が浮かび上がった。

500 ｍ商圏人口置換処理後をした図

電子電話帳から，商圏人口に大きく影響を受け，生活に必要
そうな，パン屋や理容店などをプロットしてみたところ，商圏人
口が3000人以上の区域を限界として都市機能が立地しているこ
とが分かった。2050年の500ｍ商圏人口置換処理図に，これ
らの都市機能をプロットしてみたら，商圏人口が減少し3000人
を下回る位置に立地する都市機能が見えた。
今後は，自家用車の利用が困難となる高齢者が増え，徒歩
圏内の人口を対象とする施設の増加が見込まれることから500
ｍ商圏人口置換処理を採用した。

図 1a

平均置換処理前

図 1b

平均置換処理後

５．人口移動シミュレーションの開発
４．500ｍ商圏人口置換処理の開発
行政的には大きな意味を持つ人口密度分布図だが，中小企
業のマーケティング情報にならないし，各種都市機能の立地限

2050年の500ｍ商圏人口置換処理図によると，特に中心部
の商圏人口の多い区域の面積が激減している。
（図4a）。
その原因は，処理図らが，自然減を反映したものでしかなく，

界線も見えないという課題が見えた。ここで，国の資料に大都

人口減少に伴う地価の下落による利便性の高い土地への人口の

市圏でのコンビニエンスストアの500ｍ商圏人口（以下，
「商圏

移動が反映されていないことにあると思われた。

人口」という。）は3000人だと書かれていたことを勘案した。

現在の人口集積状況や都市経済学から見ても，人は利便性

仮に現在と将来の条件が同じだとすれば，将来も商圏人口

の高いところに集まる。利便性の高いところにはインフラも一定

3000人のエリアにコンビニエンスストアが立地するのではない

程度整備され，地価も高く，人口密度も高いという相関関係が

か。そこで，500m周辺メッシュ平均置換処理を応用し，100

ある。

ｍメッシュを中心とした半径500ｍの区域内のメッシュ人口を合

それなら，2050年の時点で，コンビニエンスストアの立地す

計し，中心のメッシュ人口と置き換える「500m商圏人口置換処

る商圏人口2000人以上のエリアの平野部に75歳以上の高齢者

理」を施してみた（図2）。

が移動する。また，商圏人口2000人以上のエリアであっても，
宅地造成工事規制区域内の人口は，平野部に移動する。
さらに，流入した人口は，商圏人口の高いところほど多く住
むと仮定し，商圏人口に相応して配分する「人口移動シミュレ
ーション」の処理を行った地図を作成した（図4b）。

図２

500m商圏人口置換処理の概念図

すると商圏人口分布が等高線状に浮かび上がった。これに電
子電話帳から抽出したコンビニエンスストアの位置をプロットし
てみたら，商圏人口2000人のエリアを立地限界として，コンビ
ニエンスストアが立地していた（図3）。

図 4a シミュレーション前
人口分布図

図 4b シミュレーション後
人口分布図
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2050年の処理図の中心部の商圏人口の高い区域の面積が，
広くなる一方で郊外部の人口が激減している。再都市化が上手
く進んだ結果に近い姿である。もちろん，2050年の75歳以上
の高齢者だけが住み替えを完了している，他の世代は移動しな
いという設定に無理があることはわかっているし，再都市化の
過程で生ずる都市のスポンジ化の問題など厳密なことを言えば
動きがとれなくなる。
それなら，地域住民に理解しやすい単純なルールで，ＧＩＳ
を使って絵を作ってみたらこうなったと言うほうがはるかに市民

図 6a （街区単位）

図 6b （平均置換処理後）

理解は得やすいと考えた。
これと商圏人口置換処理の地図を見比べると，商圏人口
６．土地適性評価プログラムの活用
シミュレーション図と現地を比較すると，商圏人口があるか
ら都市機能が立地するという単純なルールが適用される地域と
そうでない地域がある。旧市街地で商圏人口が4000人程度の

5000人以上の区域は，土地適性の高い区域とずれており，付
け値地代の影響が大きく出ていると思われる。また，高台の団
地住宅などで商圏人口の多い区域は集客系の適性値が低い。
こうした様々な条件をクリアするため，商圏人口置換処理と

まちは，職住近接している。また，大規模開発団地などは，

土地適性置換処理，そしてこれまでの土地利用の規準となって

用途地域や道路，土地の勾配などの理由からか，商圏人口は

いた用途地域のいずれか合理的な区域を都市機能誘導区域と

高くても都市機能の立地が少ない。

することで，かなり妥当な再都市化の目標エリアを設定できる

国土技術政策総合研究所が開発した「土地適性評価プログ

と考えた。

ラム」は，都市計画基礎調査データを基に，前面道路幅員や
利便施設，駅やバス停までの間での距離，そして土地の勾配な

７．2025年・2050年誘導区域想定エリアダブルライン表示

どを考慮して「集客系」，
「住居系」，
「物流系」，
「農業系」，
「自

福山市の人口推計を見ると，団塊の世代が後期高齢者になる

然系」ごとに適性値を地図上に表示できるもの（図5）。

2025年までの人口減少は約4％。しかし，2050年までには人
口が23％の減となり，市民生活への影響はかなり大きい。

2025年には，自家用車の利用が困難となる高齢者が激増す
る上，物流や公共交通のドライバーの高齢化，人材不足も加わ
るため，我が国では自動運転実現に向けた取組を加速している。

図5

土地適性評価のフローチャート

公表されたプログラムを国総研の協力も得ながら調整した結

図 7a
居住誘導区域想定ゾーン

図 7b
都市機能誘導区域想定ゾーン

果，本市全域の土地適性評価の分布図ができた。このプログ

都市計画のこれまでの常識からすれば20年後の2035年を目

ラムは，街区単位や10ｍメッシュ，100ｍメッシュ単位で，適

標年次とすべきだが，2025年でさえ予測が難しい。2025年以

性値をＧＩＳ上にプロットできる（図6a）。だが，これでは，エ

降の激しい人口減少を見据え，それまでの間でできるだけ将来

リアとしての適性がわからないし，土地の評価があらわになって

の都市構造を作っていくことが必要との判断から，2050年を見

しまい公表できない。商圏人口との連携を考え，
「500ｍ商圏

据えつつ，2025年を目標年次とすることとした。

土地適性平均置換処理」を施してみた（図6b）。商圏人口置換
処理と同様に，等高線状に浮かび上がる。

しかし，建築物の建築をする人にとって，また，生活設計を
するにしても2025年は短すぎる。
こうしたことから，2025年と2050年の居住誘導区域想定ゾ
ーン（図7a）と都市機能誘導区域想定ゾーン（図7b）を両方公
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表する「ダブルライン」の考え方を採用した。こうすることで，

９．検討体制と今後の取組

2050年を見越して，2025年の誘導区域より内側に建築物が立

福山市は，広島県の三原市，尾道市，府中市，世羅町，神

地することが想定されるし，次の2050年に向けた区域縮小に

石高原町，岡山県の笠岡市，井原市の6市2町からなる連携中

おいても衝撃が少なく合意が得られやすい。

枢都市圏を形成しており，協約の中で「高次都市機能の集積強
化」を目指すこととしている。

８．立地適正化計画の段階的な市民周知
こうしたいくつもの壁を乗り越え，2016年度末に基本方針が
完成した。
国の統計によれば，40歳代前半が，家の平均的な購入年齢

その実現に向け，国や広島県，岡山県も参加する「備後圏域
立地適正化計画等連絡調整会議」を2015年度に立ち上げ，圏
域の視点から「コンパクト・プラス・ネットワーク」に向けた再
都市化の情報共有を行ってきたところである。

になる。一方，2050年の75歳は，今の42歳である。まったな

また，市の施策間の連携を行うため，立地適正化計画の策

しの状況であることから，2017年4月に基本方針の段階で，二

定に着手した時点から，両副市長をトップとし，総勢81名の局

次利用が可能な状態のＧＩＳデータとともに，インターネットに

部課長からなる庁内検討委員会を立ち上げ，福祉やインフラ，

公表した。

地域経済などを軸とする4部会7分科会を設け，全庁体制で検

また，基本方針の更なる周知を図るため，概要版のチラシ（図

8）を作成し，2018年2月1日に新聞に折り込むなどにより全戸配
布を完了した。

討をすすめてきた。
さらに，立地適正化計画の策定に向け，多様なまちづくりの
主体が協議し，必要な連携や協力を行うことを目的として，学
識経験，経済界，交通事業者，市民代表，行政などで構成す
る「福山市都市再生協議会」を規約により設置している。
前述のように2018年度は，基本方針の概要版と地域別カル
テの周知を図り，人口減少時代のまちづくりを地域住民ととも
に考える中，2019年度には，必要な法定手続きを行い，同年
度末に，計画策定，公表する予定である。
10．再都市化の起動に向けて
今後は，ＰＦＩやＰＰＰによる民間活力の活用が可能な都市
機能誘導区域内とそれ以外の地域など，地域特性に合った施
策を展開することで，市場の信頼を得ていく必要がある。

〔表面〕
〔裏面〕
図 8 福山市立地適正化計画基本方針の概要をまとめたチラシ
URL=http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/toshikeikaku/90070.html

現在，本市では，中心市街地において駅前再生と福山城築
城 400年記念事業を強力に推進しており，こうした，再生に向
けた動きをひとつのきっかけとし，再都市化を起動させたいと

チラシ折込により想定される地域からの反応をきっかけにし

考えている。

て，地域の役員が，2050年に75歳となる子ども会のメンバーな
どを巻き込んだ新たなまちづくりに着手できるよう，市内８ブロ

〔基本方針の策定に協力を頂いた学識の皆様〕

ックの自治会連合会長にチラシの事前説明を行った。客観的な

国土交通省 国土技術政策総合研究所

データによる現実と役員の後継者不足に悩む現状からか，想定

都市研究部 都市計画研究室

外に良好な反応だった。
また，2017年度末を目途に，都市機能誘導区域想定エリア

同

室長 木内

望

主任研究官 大橋征幹

岡山大学大学院 社会文化学研究科

教授 中村良平

ごとに詳細な調査を行う中で，商圏人口と集客系土地適性，用

福山市立大学 都市経営学部

教授 渡邉一成

途地域などから，都市機能誘導区域の合理的な線を推定する

同

教授 岡辺重雄

とともに，商圏人口の感応度が高い都市機能を選び，都市機
能誘導施設候補とするため地域別カルテを作成することとして
いる。2018年度は，この地域別カルテを活用し地域別説明会
や出前講座などを行い，口コミの効果も意識しながら人口減少
の状況の周知を図ることとしている。
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