
15

要旨

都市経営　No.2（2013），pp.15-22

1　はじめに

　日本の人口のピークは2008年の128,084千人で

あった．2010年には128,057千人に減少している．

これより遡ること50年前の1960年には93,419千人

であったから，総人口は50年間で37%増加したこと

になる．その総人口は50年後の2060年には86,737

千人になると国立社会保障・人口問題研究所が予測

している（図1） （1）．すなわち32%減少する．一

見50年前の水準に戻るようにみえるが，大きく異

なるのは生産年齢人口である．1960年には60,002

千 人 だ っ た 生 産 年 齢 人 口 は1995年 に ピ ー ク を 迎

え，87,260千人となる．その後減少に転じ，2010

年には81,735千人，そして2060年にはピーク時の

約半分の44,183千人にまで減少する予測である．

一方で老年人口は緩やかな減少に留まるため，高齢

化率は一層高まる．

　生産年齢人口の減少は税収の減少に直結する．さ

まざまな税制度を変革したところで，都市基盤の整

備・維持に費やすことのできる税額は確実に減少す

るであろう．戦後，「発展」というかけ声のもと都

市は周辺に拡大を続けてきたが，既に拡大した郊外

をどのように維持していくかが大きな課題である．

国土交通省は1998年に改正都市計画法，大規模小

売店舗立地法，中心市街地活性化法の，いわゆるま

ちづくり3法を制定し，都心回帰を促してコンパク

トシティを目指そうとしたが，中心市街地の衰退に

歯止めはかからなかった（2）．地方都市で顕著な自

動車への依存もコンパクトシティ化の大きな障害と

なっている．

　都市基盤を現状通りに維持することが困難となる

ことが明らかである以上，一刻も早く手を打たねば

ならないが，容易には住民の移動は起こらない．都

学生の居住による中心市街地活性化

　　　

近　藤　桂　司

　中心市街地で暮らすには，様々な社会資本が揃っている必要がある．商店だけでなく，学校，
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している．店舗の誘致は需要と供給の関係から住民の少ない現状ではすぐには困難である．この
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心市街地に住むことで，事態は好転するであろう．
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図1　全国の人口推移
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市の郊外化，スプロール化によって，既に中心市街

地は生活拠点としての機能を失っているからであ

る．生活拠点としての機能のないところでは生活は

できない．失われた機能をどのようにして取り戻す

か．その答えは学生を中心とした若者の中心市街地

居住にあると考えられる．

2　生活拠点としての中心市街地

　住宅が存在するだけでは，人は生活できない．食

料や日用品の買える店舗のほかに，学校，病院など

さまざまな生活関連社会資本が整っている必要があ

る．地方都市の中心市街地には，これらの社会資本

がコンパクトにまとまっていた．中小の商業者が店

舗兼住宅を構え，中心市街地は商活動の場であると

同時に生活の場でもあった．

　高度経済成長を経て郊外の宅地開発が進むと，子

育て世代の住民が，広い戸建て住宅を求めて中心部

から転居するようになった．商店主の多くも同様で

あり，中心市街地の人口は減少していった．モータ

リゼーションを背景として買物行動にも変化が起こ

り，郊外のショッピングセンターに自家用車で買物

に行くスタイルが定着した．その結果，中心市街地

に立地していた商店は経営が立ち行かなくなり，閉

店を余儀なくされた．郊外では人口増加に応じて学

校の新設が行われた一方で，中心部では小学校の統

廃合が話題となっている．このように，中心市街地

では生活に不可欠な社会資本がすでに失われた，あ

るいは失われつつある．このような生活環境では，

快適で安心安全な生活を送れるとは考えにくい．

　国土交通省は中心市街地を再生活性化させる要

素を5つ挙げている（3）．その5つとは「市街地の整

備」「商業・業務」「交通アクセス」「公益施設」

「街なか居住」である．法整備，交付金やファンド

を利用してこれらの要素を推進していくのである

が，当然ながらこれらは再生支援であって，再活性

化の主体となるのは住民である．

　まちづくりの合意形成には中心市街地活性化協議

会の働きが重要である．中心市街地活性化はもはや

商業活性化ではない．商業活性化は生活拠点再生の

十分条件であるが，必要条件ではない．協議会は商

業者だけでなく，地権者，市民，NPO，交通事業者

などの多様な主体によって構成される調整組織であ

る．参加する主体が多様であるということは，ス

テークホルダーが多様であることを意味する．結果

として合意形成には多大な時間を要する．先の商業

の問題に限っても，市民側からは「店舗の出店がな

いと生活できない」という声が出るであろう．商業

者側は「一定の居住者がいないと利益が確保できな

い」と言うであろう．居住と居住者を対象とした商

業活動は表裏一体であるから，この議論は「ニワト

リが先かタマゴが先か」の平行線をたどり，結論が

出ない．

3　福山市の中心市街地の現状

3.1　スプロール化の進んだ福山

　広島県福山市はスプロール化の進んだ典型的な地

方中核都市のひとつである．

　大規模な宅地開発は，1965年の日本鋼管福山製

鉄所（現JFEスチール西日本製鉄所）の進出に伴う

従業員家族の住宅確保が最初であった．福山市東部

の工場用地から北へ5kmに位置した丘陵地を削って

造成した「伊勢丘団地」は，最終的には298.8haに

及んだ（4）．「団地内には商店街・医療施設・幼稚

園・小学校・中学校の教育施設，保養所を兼ねた福

利厚生施設（5）」が整備され，JR福山駅周辺の中心

市街地とは独立した生活圏が形成された．その後持

ち家率が高まり，この地区の社宅は閉鎖・解体が進

められ，新たな分譲住宅地として再開発が進められ

ている．福山市東部支所の開所や大型商業施設の開

店などが相次ぎ，人口が再び急増している．

　JR福山駅から北へ6kmの福山市神辺町にも，シネ

マコンプレックスを併設したショッピングモールが

2005年に開業した．それに追随して，周辺に大型

商業施設が進出している．そしてそのさらに周辺で

は，小規模な宅地開発があちらこちらで進められて

いる．他地区同様，高齢化が進んでいるが，「30

歳代の人口比率が高く，子育て世代の流入も多いも

のと推測される（6）」．

　いずれの大型商業施設も大規模な無料の平面駐車
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場を備えている．買物客は自宅から自家用車で訪

れ，駐車場に車を止めて周りに林立するスーパー

マーケットやホームセンター，書店を巡って買物を

済ませ，自家用車で帰っていく．いくら車社会と

いっても，複数の店舗を車でまわるのは大変であ

る．駐車場の出入庫の煩わしさや子どもの乗り降り

の手間など，車移動のデメリットがクローズアップ

される．その点，郊外のショッピングモールでは，

一回の駐車ですべての買物を済ませることができ

る．このような利便性は，賑わっていた頃の商店街

に備わっていた．さまざまな業種の店舗が軒を連

ね，買物客は必要な買物を歩いて済ませることがで

きた．空き店舗の目立つ現在の商店街にはこの利便

性は望めない．

3.2　福山市の今後の人口推移

　福山市の2051年までの人口推移について，尾道

大学の荒井貴史が推計を発表している（7）．それに

よると，福山市では老年人口はほとんど変化しない

が，2051年には生産年齢人口は現在よりも約10万

人少ない3分の2まで減少するとされている（図2）
（8）．その結果，高齢化率は33.53%に達するとして

いる．

3.3　空き店舗が目立つ中心部商店街

　福山市は人口約47万人（9）を擁する広島県内第二

の中核都市である．鉄鋼や機械，電子部品などの工

業を中心とする産業立地を背景に，福山の商業は成

り立っている．福山市は広島県の東部に位置してい

るため，尾道市や府中市だけでなく，隣接する岡山

県笠岡市や井原市も商圏に含まれる．福山商工会議

所によると，2010年の福山市の商圏人口は79万人

である（10）．

　「福山市は広島市に次いで県内第2位の小売業の

規模を有している （11）」が，中心部の商店街の衰

退は著しい．福山商工会議所が2012年3月に実施し

た調査によると，主要な商店街・商店会全体の空

き店舗率は16.5%であった．人口30万人以上の都市

の商店街の空き店舗率が8.16%であることを考える

と，この数値がいかに高率であるかがわかる．さら

に駐車場や空き地などを含んだ「非店舗」の割合は

29.8%であり，営業している商店は3件に2件でしか

ない．福山本通船町商店街に至っては，「非店舗」

の割合は50%を超えている．

　「非店舗」には住居が含まれており，一概に「無

人」であるとはいえないが，前章で述べたように商

店主の商店街内への居住率も低くなっており，夜

間人口は低い．主要な商店街のある9町（今町，笠

岡町，霞町1～4丁目，延広町，船町，元町）の人

口は2,493人であり，福山市全体の0.5%にすぎない
（12）．

3.4　生活インフラが残る中心市街地

　人口の減少は消費力の低下を意味する．福山市中

心部の商店街内にも店舗を展開していたスーパー

マーケットのベルファニーは，2003年3月経営破綻

した．生鮮食料品を扱う店舗は，主として百貨店や

ショッピングセンターの地下階に限られることと

なった．現在の中心部は生活拠点としての重要な要

素の一つが欠落しているのである．消費力のない地

域に再びスーパーマーケットが出店することは難し

い．経営者としては，人口が増えない限り出店を検

討することはないであろう．一方で住民は日々の暮

らしに不可欠なスーパーマーケットのない中心部へ

の転居は躊躇するだろう．

　スーパーマーケットはなくなってしまったが，幸

運なことに，福山市中心部には病院や学校が残って

いる．図3（13）は，福山市中心部の小学校と医療機

関の立地を示したものである．十字形は医療機関を
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示しており，丸は小学校である．丸を中心とする円

は，小学校から半径500mの距離を示している．

　現行の法令では「小学校にあつてはおおむね四キ

ロメートル以内 （14）」が適正な通学距離とされて

いるが，福山市中心部では700m圏内に小学校が1

校ないし2校立地している．医療機関にあっては，

さまざまな診療科が集積しており，交通機関を利用

しないで徒歩で受診できる環境にある．最寄りの

医療機関が住居から250m未満の距離にある割合は

全国平均で32.9%であるという調査結果（15）がある

が，これと比べても，福山市中心部は極めて恵まれ

た環境であるといえる．

3.5　コミュニティの問題

　前章で述べたように，国土交通省は中心市街地の

再生活性化の要素の一つとして「街なか居住」を挙

げている．これは都市郊外から中心部への住み替え

を推進する施策である．主として住み替えに必要な

住宅等のハード面の整備を支援する施策であるが，

ソフト面，特にコミュニティ再生への対応は考慮さ

れていない．

　郊外から中心部に転居してくる人々は，以前から

住んでいる人にとっては「よそ者」である．この

「よそ者」は単に住んでいた地域が異なるだけでな

く，地域コミュニティの有り様にも大きな違いがあ

旭
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図3　福山市中心部の小学校と医療機関の立地
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る．

　五十嵐太郎は，担当する大学の授業の経験から

「学生にとって，美しい／醜いという評価軸は，お

おむね新しい／古いという評価軸に変換されている
（16）」と述べている．古く歴史あるものに価値を

認めるという価値観は，今では自明のものでも共有

されるものでもないのである．これに類する価値観

の違いは，新興住宅地の地名にも現れている．

　福山市内では，日本鋼管（現JFE）社宅の跡地を

再開発して，2003年より「サンタウン伊勢丘」の

販売が始められている．そのキャッチフレーズは

「青い空…，ふりそそぐ陽光，そして，ゆたかな緑

に包まれた街」である．「サンタウン伊勢丘」の近

隣で同時期に開発された「セレーヌス春日」は，

「プロバンスの風が吹く…太陽の丘」．また「ゆめ

みが丘」は「お日さまのぬくもりをいっぱいに受け

る新しい街」である．名称に町名を残してはいるも

のの，キャッチフレーズからもわかるように，地域

性や歴史性を抹消した「まっさらな街」で「新しい

生活」を始めることを売り物にしている．これは企

業のイメージ戦略であるが，需要側がそのような生

活を求めていることが顕著である表れでもある．

　新しい街の住民は，濃厚な近所付き合いを望んで

いない．地縁・血縁の束縛から逃れるために「まっ

さらな街」で「新しい生活」を始めることを選択し

たのである．もちろん，新しい居住地での近所付き

合いは発生する．しかし，それは子どもの通学する

学校関連組織，PTAや子ども会会員としての付き合

いであり，永続的な付き合いとは言い難い．日常生

活で波風を立てない程度の浅い付き合いである．

　これに対し，中心部の以前からの住人が期待する

コミュニティ像は大きく異なっている．商店街再生

を夢見る商店主のから，昭和30～40年代の高度経

済成長期を古き良き時代として，その時代の再来を

望む声を聞くことがある．日々の付き合いから冠婚

葬祭まで，近所中が親戚のように振る舞う．彼らは

その付き合い方を「暖かい」と表現し，同じような

コミュニティの再生を期待する．しかし，その付き

合い方こそが「まっさらな街」で「新しい生活」を

してきた人々が忌諱した付き合い方ではないか．

　「まっさらな街」で「新しい生活」を夢見て郊外

の一戸建て住宅に住む人々が，将来何を期待して都

市中心部への転居を選択するのであろうか．それは

歩いて暮らせる便利さであり，一戸建て住宅におけ

る近所付き合いからのさらなる解放である．濃厚で

「暖かい」近所付き合いのコミュニティではない．

4　学生の居住が問題を解決する

4.1　移動力をもつ学生

　居住と居住者を対象とした商業活動は表裏一体で

あり，「ニワトリが先かタマゴが先か」の議論に陥

りやすいことを第2章で述べた．この問題は学生を

中心とする若者の居住が進めば，解決の緒につくこ

とができる．

　学生の多くは自家用車を持たず，徒歩，自転車，

公共交通機関を利用して移動する．そのため駐車場

の確保が容易でない中心部であっても何ら問題な

い．筆者は福山市立女子短期大学の学生を対象とし

て，自転車による移動距離を数年にわたって調査し

たことがある．その結果，片道3kmくらいの距離を

日常的に移動しており，時には片道5kmくらいの距

離を移動して買物をすることが明らかになった．福

山市の場合，中心市街地はJR福山駅南に延びる駅前

大通りと国道2号線の交差点を中心に半径2kmの円

内に収まっている．中心部から撤退したスーパー

マーケットや家電量販店などはその周辺に立地して

おり，自転車で行くことができる．なお，若者向け

の服飾雑貨を扱う商店は中心部にも立地している．

店舗の進出を待たずとも，学生の移動力を生かして

居住は可能となる．

4.2　労働力としての学生

　中心市街地に住む学生によって，平日昼間の滞留

人口が増加するだけでなく夜間人口も増加する．消

費力の向上が中心市街地への新たな店舗の出店を促

すと期待される．

　学生の特長は，消費力だけではない．最大の特長

は労働力を提供できることである．それも様々な時

間帯で提供できることである．子育て世代の場合，
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パートタイマーとして勤務する時間帯は子どもの生

活時間によって決定される．幼稚園児を持つ家庭の

場合は，子どもを送り出した9時過ぎから子どもが

帰宅する昼過ぎまでの4時間程度である．保育園児

の場合は8時間保育が標準であるため長時間の勤務

が可能であるが，夕方以降の勤務は通常困難であ

る．また土日・祝日の休日の勤務は避けたい．その

点学生は，どちらかというと夕方以降や休日の方が

勤務しやすい．職住が接近していれば，夜間の勤務

も不可能ではない．

　郊外住宅地では生活スタイルの似た家庭が集合し

ているため，労働力の供給の平準化は難しい．学生

と子育て世代，さらには高齢者世代が混在して居住

することで，それぞれが働きやすい時間帯を補完し

あって，労働力を提供できるのではないだろうか．

4.3　コミュニティの一員としての学生

　郊外の住宅団地では，住民の高齢化が大きな問題

となっている．宅地開発された同時期に同年代の世

帯が入居したからである．福山市においても同様の

現象が起こっている．

　既に2005年の国勢調査では「伊勢丘・春日町な

どでは居住者の高齢化が顕著であり，居住者の加齢

と，若年世帯の流出が原因とみられる年齢別人口構

成の特徴を示しており，高齢者のみの世帯が卓越し

ている （17）」状態であることが明らかになってい

た．この2地区においては，その後日本鋼管の社宅

跡地の再開発や幹線道路沿いの集合住宅建設などが

相次ぎ，若年世帯の流入に転じている．大規模店舗

の出店やバス路線の拡充などもあり，この流れは当

分の間は続くと考えられる．

　中心市街地では年齢別人口構成に大きな変化をも

たらす出来事はなく，着実に高齢化が進んでいる．

図4は主要商店街のある9町の2012年7月末の年齢別

人口構成である（18）．郊外住宅地のように特定の

年齢層が突出して多いわけではないが，ここでは

60～80歳代の女性の占める割合が大きい．特に80

歳代以上の女性は女性全体の14.9%を占めており，

福山市全体の8.7%と比較しても女性の高齢化が顕著

である（19）．
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図4　福山市中心部商店街の人口構成
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　中心部の商店街では1階を店舗，2～3階を住居と

して利用しているが，商店主も郊外へ転居してお

り，住居として利用されていない家屋も少なくな

い．これらの空き住居に学生が居住することができ

れば，若者の街なか居住が実現するだけでなく，現

有の不動産資産を活かすことができる．商店街内の

住宅はアパートではないので，一人暮らし向きの住

宅ではないが，シェアハウスの形態をとれば賃貸は

可能であろう．学生は数年で大学を卒業して引越を

するため，建替え時の退去トラブルも起こりにく

い．学生が入れ替わることで，10年経っても若者

が変わらず住んでいることは，街の活性化に大きく

貢献すると考えられる．若者を主体とした新たな行

事の発生も期待できる．

5　おわりに

　福山市立大学はJR福山駅の南東2kmの市街地に開

学した．JR福山駅との間には主要商店街が立地して

いる．アパート暮らしをする学生たちは中心市街地

の外側に住んでいる．また，JRを利用して通学する

学生たちは商店街を自転車で通過している．総学生

数1,000人という新規の若者集団を，中心市街地の

活性化に活用しない手はない．イベントのような一

過性の参加ではなく，住民として生活することで，

まちづくりの主体となることが期待されよう．

　活性化の原点は人の生活である．いくらイベント

を重ねようと，生活のないところに永続性のある活

気は生まれない．暮らしやすさには，さまざまな条

件が必要であるが，学生の居住をきっかけに物事の

歯車が噛み合って動き出す可能性がある．
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City Center Revitalization by Students Living

Keishi KONDO

Living in central city area needs various social overhead capital. Not only stores but schools, hospitals, etc. are 

required. Also in Fukuyama, hollowing out of the central city area is remarkable. Schools, hospitals, etc. are being 

located. Attraction of stores is difficult immediately. It is because there are few residents and there is little demand. 

I think that the key which overcomes this aspect is students. The situation will improve because students who have 

move capability, consumption power, and workforce live in the central city area.

Keywords : community design, revitalization city center, central district living, compact city 


