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1. はじめに

1-1 研究の背景と目的

近年、日本では人口減少や超高齢社会の進展等を背景と

して、国土交通省から都市づくりに対する新たな提案が示

されている。これらの特徴の一つとして、地域サービス機

能のあり方や施設の配置を計画の中で再考し、立地の誘導

等の働きかけを行うことが挙げられる。しかし、それらの

計画の考え方が近現代の都市計画の文脈の中で、どのよう

な特徴を持っているかは、十分に整理されていない。 

本研究では、コミュニティ形成に関わる商業・公共施設

等を地域サービス機能と呼称する。その中で、少子高齢社

会で特に重要となる「医療機能」、「子育て支援機能」、「高

齢者福祉機能」をまとめて「ケアサービス機能」と定義し、

考察を行う。また、理想都市や都市づくりのコンセプトを、

目標空間像を伴って示すものを「都市計画論」と定義して、

2012年以降に相次いで提示され、今後の日本の都市計画で

広く適用されると考えられる「小さな拠点づくり」、「立地

適正化計画」、「健康・医療・福祉のまちづくりの推進ガイ

ドライン」を「近年の日本の都市計画論」とする。そして、

ハワードの田園都市論からカルソープの TOD にかけての

欧米の近現代都市計画論との比較の中で分析を行う。 

本研究の目的は、近現代都市計画論から近年の日本の都

市計画論までを概観し、 近年の日本の都市計画論の地域サ

ービス機能の計画内容について、1. 計画背景、2. 計画規

模・構造、3. 交通、4. 想定されているケアサービス機能の

４つの視点から比較を行うことで、近年の日本の都市計画

論の歴史的な位置づけを明らかにすることである。 

1-2 既往研究と本研究の位置づけ 

近現代の都市計画論を網羅的なレビューは、日笠(1993)1)

や都市計画研究協議会(1995)2)など種々の教科書で行われ

てきた。これらの教科書では、各都市計画論の成立背景や、

そのコンセプトの以降の都市計画論への影響が体系的に示

されている。また、地域サービス機能に着目した横断的な

分析として、欧米及び日本のニュータウン開発について、

計画単位の階層性と各階層において計画されている地域サ

ービス機能の整理も行われている。3)しかし、近年の日本の

都市計画論を対象として、近現代の都市計画との比較から

その位置づけを考察している研究は無い。 

1-3 研究の構成と方法 

本研究では、まず、ハワードの田園都市論から近年の日

本の都市計画論にかけての都市計画論の歴史的変遷を、地

域サービス機能の配備政策に注目して概観することで、地

域サービス機能が都市計画の中に位置づけられるようにな

った経緯を整理した。取り上げた都市計画論の分析内容に

ついては、その論が示されている主要文献の記述から抽出

した。次に、地域サービス機能の計画内容について、前述

の４つの視点から比較を行い、近年の日本の都市計画論の

地域サービス機能の配備に係る特徴を明らかにした。以上

から結論として、近年の日本の都市計画論の歴史的な位置

づけについて整理した。 

2. 近現代の都市計画論における配備政策の展開

本章では、近現代の欧米の都市計画論から近年の日本の

都市計画論に至るまでの地域サービス機能の配備政策を概

観し、その変遷を整理する。本研究では、欧米の都市に広

く受容された都市計画論と近年の日本の都市計画論として、

表-1の各論を取り上げ、比較の視点等で整理した。 

2-1 近現代都市計画論 

1898年に発表されたハワードの田園都市は、グリーンベ

ルトに囲まれた農村的な魅力を持つ都市、「田園都市」を大

都市の周囲のグリーンフィールドに建設し、過密な大都市

から人口と産業を計画的に分散するものである。1903年に
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最初の田園都市であるレッチワースがアンウィンらによっ

て計画・実現された。田園都市では、放射環状の街路を持

つ円形都市の中心に、公会堂、病院などの公共施設や小売

施設などの地域サービス機能を配置し、周囲を住宅とする

都市内構造が明確に示された。また、学校は住宅地内部の

公園に隣接して計画された。4) 

1929年には、ペリーが近隣住区論を発表し、自動車から

守られた完結したコミュニティ形成を目指して、小学校を

中心として幹線道路を境界とするコミュニティ単位を提唱

した。住区内の地域サービス機能については、小学校を地

域の中心に据えるほか、店舗地区は隣の近隣住区の店舗地

区と隣接させることで、商業的な圏域人口を確保するとと

もに、内部の住宅地の快適性を確保している。5) 

戦後のイギリスの初期のニュータウン計画は、近隣住区

の考え方を導入している。初期の計画であるハーロウ等で

は近隣住区内で完結したサービス提供を図ったため、閉鎖

的な生活圏や単調な住宅地の雰囲気を形成したという批判

も多い。その後1960年代のランコーンの計画では、公共交

通沿いに地域サービス機能や住区を配置する計画が提案さ

れ、住区外との交流を促進し近隣住区の閉鎖性を打破する

ことが試みられた。その一方で、近隣住区の型に囚われず

自動車を活用して都市的な魅力を中心地区に集中させるワ

ンセンター方式の地域サービス機能計画もこの時代に提案

されている。6)これらの取組みは日本のニュータウン計画に

も影響を与えているのは周知の通りである。 

一方、1980年代以降は既成市街地も含めた都市計画論も

提唱された。イギリスやアメリカで示されたアーバンビレ

ッジは、画一的な郊外開発の進行と中心市街地の衰退を背

景に、用途混合や持続可能な開発が提案された。地域サー

ビス機能の配備政策では、多様な既成市街地に対する適用

手法として、コミュニティの目標像を都市化の度合いに合

わせて類型化し、開発を行うことが提案されている。7) 

1990 年代にアメリカで示された TOD（Transit-Oriented 

Development）では、共稼ぎ世帯の増加と高齢者の孤立とい

った家族構成の変化や、環境問題、自動車公害等を背景と

して、公共交通に沿った徒歩圏のコミュニティの開発方針

が示された。この中では、多様な住宅提供や生態系の保護

を行うとともに、開発地の地理的特性に合わせて、都市型

TOD、近隣地区型TOD、波及地区の３つの土地利用を想定

し、地域サービス機能は自宅から公共交通までの動線上に

設けるとした。8) 

2-2 近年の日本の都市計画論 

小さな拠点づくりは 2012 年に中山間地域等を対象とし

た計画論として、事例集が発表された。事例集をもとに

2015年に作成されたガイドブックでは、背景として人口減

少や高齢化の進行、小規模な集落が分散して立地している

ことを挙げ、買い物や医療、福祉など、日常生活に必要な

様々なサービスをそれぞれの集落の中で個別に提供するこ

とが難しくなるとしている。そこで、「小さな拠点」に様々

な生活サービスや地域活動をつなぎ、 各集落との交通手段

を確保することで、生活の拠り所を形成し、人口定住の砦

となるとした。具体的な目標空間像としては、対象範囲を

（旧）小学校区や平成の大合併前の旧町村エリアなどの「地

域で合意形成が図りやすいエリア」とし、住民参加型の拠

点整備と地域活動を一体的に進め、小さな拠点と周辺集落

とをコミュニティバスなどの移動手段で結ぶことなどが先

進事例とともに示された。また、拠点整備においては、各

拠点それぞれが単独で暮らしに必要なフルセットの機能を

持つのではなく、地域の実情に応じて、コミュニティ交通

等で小さな拠点同士がつながったり、都市部の拠点とつな

がったりして機能を補完するとした。9) 

 立地適正化計画は 2014 年の都市再生特別措置法の改正

によって「第７版 都市計画運用指針」で示された。制度

の背景としては、地方都市では、人口減少と高齢化によっ

て地域産業の停滞や活力の低下が顕在化し、住宅や店舗等

の郊外立地が進み、低密度な市街地を形成したとしている。

そして、拡散した居住者の生活を支えるサービスの提供が

将来困難になることが懸念されるとしている。一方、大都

市では、郊外部を中心に高齢者（特に85歳以上の高齢者）

が急速に増加するとして、医療・介護の需要が急増し、医

療・福祉サービスの提供や地域活力維持が満足にできなく

なる懸念があるとしている。また、地方都市と大都市双方

はこれらの課題とともに、厳しい財政制約の下で、老朽化

への対応もあわせて求められているとしている。目標空間

像としては、都市の魅力の向上や、財政的持続可能性の向

上、低炭素型の都市構造の実現、災害に強いまちづくり等

の観点から、コンパクトなまちづくりとこれと連携した公

共交通ネットワークとしている。制度としては、都市計画

区域内（線引きの場合は市街化区域内）に居住誘導区域を、

さらにその内部に地域サービス機能誘導区域を設け、一定

のエリア内に誘導したい機能、当該エリア内において講じ

られる支援措置を事前明示することにより誘導を図るもの

で、区域の設定においては既存の施設や交通機関の立地状

況を勘案している。また、計画は市町村が主体的に作成し

都道府県による広域調整を行うとしている。10) 

健康・医療・福祉のまちづくりの推進ガイドライン（以

下、健康まちづくりガイドライン）は2014年に国土交通省

から示された。更なる超高齢化を迎える都市政策の課題と

して、高齢化の進行やそれに伴う徒歩圏内に生鮮食料品店

の無い高齢者の増加などの「高齢者が安心して暮らすこと

が困難な社会」、コミュニティ形成の場の喪失や大都市近郊

の高齢者の孤立化リスクの上昇といった「更に低下する地

域の活力」、社会保障費と社会資本維持費の増加等の「厳し

さを増す都市経営」、及び「健康・医療・福祉施策との施策

連携の不足」の４点を挙げている。都市像のコンセプトと

しては、「住民の健康意識を高め、運動習慣を身につける」・

「コミュニティ活動への参加を高め、地域を支えるコミュ 

ニティ活動の活性化を図る」・「日常生活圏域・徒歩圏域に 
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表-1 各都市計画論の概要 

田園都市 近隣住区論 英国NT（ランコーン等） Urban Village TOD 

発表年次 1898年 1929年 1940-60年代 1992年 1993年 

提唱者 E・ハワード C・A・ペリー イギリス政府 Urban Village Group P・カルソープ 

対象地 大都市郊外新規開発 大都市郊外新規開発 大都市郊外新規開発 既成市街地も含む 既成市街地も含む 

主なコンセ

プト 

都市と農村の結婚, 人

口と産業の計画的分散, 

都市の自立経営 

小学校区のコミュニテ

ィ, 通過交通の排除 

都市の分散化, ランコー

ンにおいては近隣住区

の閉鎖性の打破 

用途混合, 歩行者に

優しい環境, 持続可

能な開発 

公共交通優先型の計画, 

多様なハウジング, 生態

系等の保全 

計画背景 産業革命後の大都市の

過密居住・スラム化・伝

染病の蔓延, 生産機能

の都市集中 

自動車の普及による交通

事故・コミュニティの分

断等の環境悪化 

大都市化による通勤時

間の延長, オープンスペ

ースや教育施設用地の

不足, 住宅の質的低下 

画一的な郊外住宅の

コミュニティ喪失, 

産業構造の変化によ

る中心市街地荒廃 

家族構成の変化, 職場の

環境や場所の変化, 家族

収入の変化, 環境問題, 

スプロールによる課題 

計画規模・

構造 

32,000人, 約400ha, 中

心部に地域サービス機

能・周囲に住宅 

6,125人, 約65ha, 中心に

小学校, 住区の隅に商店, 

小学校区の単位 

（ランコーン）100,000

人, 2,900ha, 公共交通沿

いにセンターと住宅地 

具体的な数値なし, 

コミュニティの類型

化による計画 

25戸/ha以上の居住, 鉄道

駅から徒歩10分以内, 土

地利用を3類型化 

交通 徒歩が中心, 鉄道は貨

物 

住区内通過交通の排除 （ランコーン）バス専用

ルートの導入, 緑道 

歩行者に優しい環境

づくり 

公共交通優先、自動車交

通量削減 

ケ

ア

機

能 

医療 病院 なし 病院 診療所 なし 

子育 なし なし 保育所 保育施設 保育所 

高齢

福祉 

なし なし なし なし なし 

ダイアグラ

ム 

出典：「明日の田園都市」
4) 

出典：「近隣住区論」5) 出典：「都市計画 第3版」
1) 

出典：‟Comprehensive 

Plan”(1) 

出典：「次世代のアメリカ

の都市づくり」8) 

小さな拠点 立地適正化計画 健康・医療・福祉のまちづくりの推進ガイドライン 

発表年次 2012年 2014年 2014年 

提唱者 国土交通省 国土交通省 国土交通省 

対象地 日本の中山間地域等 日本の都市計画区域 日本の既成市街地 

主なコンセ

プト 

生活サービスや地域活動をつなぐ, 拠点を

暮らしを守る生活の拠り所・未来を拓く人

口定住の砦とする 

居住や民間施設の誘導, 持続可

能なコンパクトな都市と公共交

通ネットワークの形成 

住民の健康意識の向上, コミュニティ活動の活性

化, 機能の計画的確保, 街歩きや公共交通利用推進

の環境づくり 

計画背景 中山間地域での人口減少や高齢化・分散居

住, 個々の集落でのサービス水準の低下 

人口減少・高齢化による活力低

下・低密居住によるサービス水準

の低下, 施設の老朽化 

人口減少・超高齢社会におけるサービス提供の困

難・ニーズの変化, 地域活力の低下, 都市経営の困

難, 健康・医療・福祉施策との連携不足 

計画規模・

構造 

人口は記述なし, 圏域は(旧)小学校区や旧

町村, 拠点間と各集落をつないで機能を補

完 

人口や面積の記述なし, 都市機

能誘導区域同士を交通サービス

で結ぶ, 計画の広域調整 

人口や面積の記述なし, 機能について３階層の圏域

設定, 集約するべき施設と圏域内に偏りなく立地さ

せる施設を設定 

交通 コミュニティバス等の公共交通でつなぐ 都市機能誘導区域の設定は公共

交通を考慮 

歩行ネットワーク形成, 機能の自転車や公共交通に

よるアクセスの確保 

ケ

ア

機

能 

医療 診療所 診療所, 病院 診療所, 歯科, 薬局, 在宅療養支援(歯科)診療所, 病

院, リハビリ病院 

子育 保育所 幼稚園, 保育所 放課後児童クラブ, 幼稚園, 保育園, 子ども園, 子

育て支援施設、子育て総合支援センター 

高齢

福祉 

特養ホーム, 介護老人保健施設,高齢者福

祉センター, デイサービス施設, 居宅介護

支援施設 

老人デイサービスセンター, 小

規模多機能型居宅介護事業所, 

地域包括支援センター 

コミュニティサロン(カフェ), 体操教室, 地域包括

支援センター, (在宅系・入所系・入居系)介護保険等

サービス, 高齢者向け住まい 

ダイアグラ

ム 

出典：「【実践編】「小さな拠点」づくりガ

イドブック」9) 

出典：「みんなで進める、コンパ

クトなまちづくり」11) 

出典：「健康・医療・福祉のまちづくりの推進ガイ

ドライン（技術的助言）」12) より筆者修正 

注記 ケア機能：想定しているケアサービス機能 医療：医療機能 子育：子育て支援機能 高齢福祉：高齢者福祉機能 
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都市機能を計画的に確保する」・「街歩きを促す歩行空間を

形成する」・「公共交通の利用環境を高める」の５点を掲げ、

全国の様々な実践例を紹介している。11) 

3. 近年の日本の都市計画論の特徴

3-1 計画背景

 本節では、各都市計画論を示した文献に記述されている

計画背景について比較を行い、近年の日本の都市計画論の

相対的な特徴を整理する。 

まず、３つの近年の都市計画論に共通であり、以前の都

市計画論において見られなかった背景としては、人口減少

と人口の低密化、及び高齢化の進展といった人口構造の変

化が挙げられる。また、これによるサービス水準の低下も

共通の背景である。これらは、人口増加局面において、都

市の新規開発を前提としていた全ての近現代都市計画論と

は明らかに異なる点である。出生率の低下に端を発するこ

うした現象は日本が世界に先駆けて直面している課題であ

り、近年の日本の都市計画論はこうした日本独自の課題に

対応するために提案が行われていると言える。関連して、

立地適正化計画と健康まちづくりガイドラインでは、社会

資本の老朽化も言及され、人口減少下の財政問題も都市計

画論の背景とされた。 

個別的な記述内容として、健康まちづくりガイドライン

においては、超高齢社会に対する課題認識が強調されてい

る。このうち、高齢者の孤立化等のコミュニティの質の変

化は、TODにおける指摘と同様である。また、前述の社会

資本維持管理費の増大に加えて、社会保障費の増大による

自治体の財政悪化などについても指摘している。これらに

対するアプローチとして、ハードの整備のみならず事例集

を通じてソフトの提案も行われていることも他にはない特

徴であり、例えば、高齢者の社会参加の場としての体操教

室などが例示されている。 

 一方、TODの背景で指摘された共稼ぎや母子家庭の増加

等の家族構造の変化は、日本においても現在起きている事

象だが(2)、近年の日本の都市計画論には指摘は見られない。 

このように、日本の都市計画論は総人口の減少や高齢化

率の上昇といった、出生率の低下に端を発する世界に類を

見ない人口構造の状況に対しては明確に対応しようとして

いた。また、健康まちづくりガイドラインにおいては、超

高齢社会への対応として、高齢者の孤立化問題等に注目す

るなど、より詳細な点に対してフォーカスする視点が見ら

れつつあることが確認された。一方で、TODで背景として

据えられている家族構造の変化については、背景として示

されていない。 

3-2 計画規模・構造 

 本節では、各都市計画論の計画人口や面積、計画単位の

段階構成について比較する。 

表-1によると、まず、計画人口及び面積について、グリ

ーンフィールドへの新規開発を前提とした、田園都市・近

隣住区論・ニュータウン政策では、具体的な数値を用いて

記述が行われていたのに対して、近年の日本の都市計画論

を含む既成市街地を対象とした都市計画論においては、そ

れらの数値は見られない。これは、多様な規模や形態を持

つ既成市街地のコントロールにおいては、数値による指定

は効果的ではないためと考えられる。戸数密度については、

TODにおいて25戸/ha以上(3)という基準が示されているも

のの、近年の日本の都市計画論には、密度による基準も示

されていない(4)。面積に代わる計画対象範囲ついても、TOD

において、鉄道駅から徒歩10分以内（およそ600m以内）

という距離による目安が示されたが、こちらも近年の日本

の都市計画論では見られない。一方、小さな拠点において

は、（旧）小学校区や平成の大合併前の旧町村エリアなど、

対象地域に応じて可変な対象範囲として「地域で合意形成

が図りやすいエリア」を示しており、拠点づくりにおいて

住民参加を推進することが背景として考えられる。 

次に、計画単位の段階構成について、田園都市及び近隣

住区論は、都市内を徒歩で移動できる程度の規模で、地域

サービス機能の提供も都市内に閉じた圏域であった。これ

に対し、ニュータウン開発においては、徒歩圏より大きな

一体開発で 100,000 人規模の人口を収容した。そして、近

隣住区スケールの計画単位に加えて、都市的な活気やレク

リエーションの場等のより圏域の広い施設等を計画するた

め、複数の近隣住区をまとめた「地区」などの単位が導入

され、重層的な圏域構造が設定された(5)。健康まちづくり

ガイドラインでは、「徒歩圏域」（高齢者が徒歩で移動でき

る圏域）、「日常生活圏域」（概ね30分以内に必要なサービ

スが提供される圏域）、「相対的に広範囲からの利用が見込

まれる都市機能」の３階層の圏域が設定され、健康・医療・

福祉（高齢者等介護福祉・子育て支援）・交流・商業・公共

公益の各機能ごとに、各階層で計画的に確保すべき地域サ

ービス機能・機能が例示されている。また、「徒歩圏域」と

「日常生活圏域」の地域サービス機能については、集約す

るべき施設と圏域の中で偏りなく立地させる施設の２種類

が示されている。一方、アーバンビレッジ・TOD・小さな

拠点・立地適正化計画においては、このような重層的な圏

域構造は見られない。 

３つの近年の日本の都市計画論に共通する特徴としては、

広域調整への言及が挙げられる。小さな拠点では、各拠点

それぞれが単独ではフルセットの機能を持たず、複数の拠

点間で連携して機能を補完するとした。立地適正化計画に

おいては、計画を市町村が策定し都道府県が調整を行う。

健康まちづくりガイドラインでは、一部の施設で圏域内に

偏りのない立地を推進するとしている。 

小さな拠点と立地適正化計画では、ダイアグラムにおい

て、地域サービス機能が集積した拠点間を公共交通ネット

ワークで結ぶ、きわめて類似したイメージが提示されてい

る。これは、公共交通と地域サービス機能を一体的に計画

したランコーン等のニュータウン計画や、TODと同様の計

画方針と言える。 

また、立地適正化計画では地域サービス機能や住居など
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の民間施設・開発の誘導を明記していることも特徴である。

人口減少社会において、既成市街地をコンパクト化する手

法として区域設定を通じて行われている。 

欧米の既成市街地に対する都市構造の計画手法としては、

コミュニティの類型化と類型に応じた開発が挙げられるが、

近年の日本の都市計画論には、この手法は見られない。 

このように、３つの近年の日本の都市計画論は、既成市

街地を対象としているアーバンビレッジやTODと同様に、

人口や面積などの数値は示していない。また、TODで示さ

れるような戸数密度や距離による計画範囲等も示されてい

ない。都市構造については、小さな拠点及び立地適正化計

画では、地域サービス機能が集積した拠点間を公共交通ネ

ットワークで結ぶイメージが展開され、健康まちづくりガ

イドラインでは、階層的な圏域設定が見られた。また、３

つに共通の特徴として、広域的な調整を行うことも把握さ

れた。その他に、立地適正化計画では人口減少下において

既成市街地の計画的な縮小を提案していることも特徴であ

った。欧米の既成市街地の都市計画論との比較では、コミ

ュニティの類型化による計画が行われていないことも特徴

であった。 

3-3 交通

本節では、交通手段について比較を行う。 

近現代都市計画論に共通する点としては、自動車交通量

の抑制という点が挙げられる。しかし、その理由について

は時代によって説明が異なっている。田園都市からニュー

タウン政策にかけての都市計画論においては、自動車の増

加による交通事故、公害やコミュニティの分断などの生活

環境の悪化が主に挙げられ、住区内からの自動車の排除が

目指されていた。これに対し、アーバンビレッジや TOD

においては、地球環境問題の観点からも自動車交通量の削

減が位置づけられるようになっている。一方、３つの近年

の日本の都市計画論においては、自家用自動車の使用を抑

制するといった「自動車交通量の抑制」という示し方では

なく、「公共交通の確保や利用促進」が示されている。この

理由としては、超高齢社会が進行する中で、自動車の運転

ができなくなり地域サービス機能へのアクセス性が低下す

る高齢者が増加することが挙げられる。また、前述の通り、

公共交通沿いに機能を確保する考え方は、ランコーンニュ

ータウンやTODの考え方と同様であると言える。 

このように、交通については、高齢社会の到来に伴い、

それまでの自動車交通の排除から公共交通機関の維持にシ

フトしていることが確認された。また、近現代都市計画論

の流れを汲んで、地域サービス機能の配備と一体的に計画

していることも確認された。 

3-4 想定されているケアサービス機能

 本節では、都市計画論の中で想定されている具体的な地

域サービス機能の内容の違いについて、特にケアサービス

機能について注目して比較する。まず、田園都市において

は、医療機能として市の中心の大きな公共建築物群の中に

病院が計画された。近隣住区論ではケアサービス機能の計

画は見られなかったものの、戦後のニュータウン開発にお

いては、医療機能は「診療所」と「病院」の階層構造を持

って計画されるようになった。また、以降子育て支援機能

として、託児施設が計画されるようになった。 

 ３つの近年の日本の都市計画論においては、医療機能、

子育て支援機能に加えて、高齢者福祉機能に係る施設も計

画の中に示されるようになった。各都市計画論では、いず

れも、具体的な想定施設を「例示」している。（表-1）(6)こ

れは、多様な既成市街地に適用させるための手法であると

考えられる。表-1より、高齢者福祉機能と他の機能とを比

較すると、健康まちづくりガイドラインを中心に、高齢者

福祉機能に対する例示が極めて多くなっており、高齢者福

祉機能が多様であることがわかる。高齢者の求めるサービ

スは、利用者の身体機能や認知機能の程度によって様々で

あり、多様な高齢者像に対応した機能提供が求められてい

ることがうかがえる。また、健康まちづくりガイドライン

では、医療機能においても、在宅医療の拠点やリハビリ病

院を想定している。これは、超高齢社会に伴う在宅医療ニ

ーズの増大への対応として、医療・病床機能におけるニー

ズに合わせた分化・集約化・連携強化が進められているた

めであると言える 13)。子育て支援機能についても、他の都

市計画論では見られない幼児期以外の施設について想定さ

れており、実際の施設の機能分化に対応していることがわ

かる。 

 このように、近年の日本の都市計画論では、医療機能と

子育て支援機能に加えて、高齢者福祉機能が想定されるよ

うになり、これらは多様な既成市街地に対応させるために

「例示」という形で示されている。また、高齢者福祉機能

は各計画論で多様なサービス形態が想定されているほか、

健康まちづくりガイドラインにおいては、医療機能や子育

て支援機能についても、機能分化に対応して多様な機能が

例示されている。 

4. 結論

4-1 近年の日本の都市計画論の特徴

 本研究を通じて明らかになった近年の日本の都市計画論

の特徴は、各視点に沿って以下の通りに整理される。 

1）計画背景では総人口の減少や高齢化率の上昇などの人口

構造の変化に対応することや、それに伴う高齢者を取り巻

く問題が掲げられた一方、共働き世帯の増加や母子家庭の

増加などの家族構造の変化は指摘されていないこと。 

2）計画の規模について、既成市街地を対象とするため人口

や面積といった指標の具体的な数値は示されないこと。計

画の構造については、公共交通機関による複数の拠点の連

携や、広域的な調整を行うなど、機能を補完し合う考え方

が示されたこと。また、健康まちづくりガイドラインの機

能提供においては、近現代都市計画論と同様の階層的な圏

域構造が示されたこと。一方で、計画策定においては、欧

米の既成市街地の都市計画論のような、コミュニティの類

型化の手法は用いられていないこと。 
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3）交通について、近現代都市計画論のように一方的な自動

車交通の排除を目指すのではなく、高齢者の移動手段の確

保のために、公共交通機関の維持・確保が求められている

こと。また、公共交通機関の維持・確保においては、地域

サービス機能と一体的に計画する近現代都市計画論と同様

の考え方が用いられていること。 

4）想定ケアサービス機能では、医療機能、子育て支援機能

に加えて高齢者福祉機能が加わったこと。各都市計画論で

示されている施設は「例示」であり、高齢者の多様なニー

ズを反映して、想定されている高齢者福祉施設は特に種類

が多くなっていること。また、健康まちづくりガイドライ

ンにおいては、医療機能・子育て支援機能についても機能

分化に対応した多様な施設が想定されていること。 

4-2 近年の日本の都市計画論の歴史的な位置づけ

 これら４つの視点による特徴、及び都市計画論における

地域サービス機能の配備政策の歴史的変遷より、近年の日

本の都市計画論の歴史的な位置づけは、次の４点に整理で

きる。 

１点目は、背景や対象地は変化しているが、近年の日本

の都市計画論は多くの点で近現代都市計画論の延長上にあ

るということである。健康まちづくりガイドラインで見ら

れる計画すべき地域サービス機能の階層構造を伴った配備

計画や、小さな拠点や立地適正化計画に共通して見られる

地域サービス機能と公共交通機関を一体的に計画する考え

方は、近現代都市計画論の中で継続的に見られる。また、

計画背景においても、TODと健康まちづくりガイドライン

は、高齢者の孤立化等の現代的な課題において共通してい

る。一方で、TODに見られる共働き世帯の増加や母子家庭

の増加などの家族構造の変化が近年の日本の都市計画論で

は反映されていない点など、これまでの都市計画論と同様

の背景があるにも関わらず計画には反映されていない観点

もある。 

２点目は、近年の日本の都市計画論はアーバンビレッジ

や TOD と同様に、既成市街地を対象とする現代的な都市

計画論の特徴を有している点である。これらの都市計画論

で、計画の規模が具体的な数値として示されなかったり、

想定施設が「例示」に留まっていたりすることは、１つの

計画論を多様な都市に適用するための手法であると言える。

これらの都市計画論に示された例示などを踏まえて具体的

な空間を描くことが都市計画の実務として求められている。 

３点目は、近年の日本の都市計画論独自の新たな展開と

して、人口減少・超高齢社会に対応する都市計画論へのシ

フトが挙げられる。これは、近年の日本の都市計画論の共

通の背景として述べられ、都市構造や交通、想定機能の各

視点にも反映されている。立地適正化計画では、都市のコ

ンパクト化に向けた民間施設や住居の誘導が法律に示され

たほか、小さな拠点や健康まちづくりガイドラインでは、

ソフトを含む様々な事例や例示を通じて提案を行っている。

これらは、人口減少・超高齢社会における都市計画論の構

築への萌芽的な取組みであると位置づけられるだろう。 

４点目は、３点目で示したシフトが過渡期の状況にあり、

３つの都市計画論が並列で示され、統合的な都市計画論と

しては完成していないことである。本論文で整理した通り、

３つの近年の日本の都市計画論は、その背景において共通

するところは多いものの、各々が部分的な対象の計画論に

留まっている。小さな拠点と立地適正化計画では対象地に

明確な違いがあり、また、健康まちづくりガイドラインは

超高齢社会における高齢者に係る課題への対応というテー

マ志向的な計画論となっている。都市計画の実務において

は、各都市計画論の共通点や相違点を踏まえながら一つの

空間像を構築することが求められている。また、日本の状

況に合わせた統合的な都市計画論が示すことが今後の課題

となるだろう。 

補注 

(1) アーバンビレッジにおける類型化のダイアグラムの例として、City of 

Seattle (1998) “Comprehensive Plan” より引用 

(2) 共働き家庭は、総務省(2014),「労働力調査」、母子家庭は、厚生労働省

(2011),「全国母子家庭等調査」を参考。いずれも実数で増加傾向である。 

(3) 8)より、公共交通の維持等のため、近隣地区型TODは25戸/ha以上、

都市型TODは37戸/ha以上とし、波及地区では低密住宅地を想定している。 

(4) なお、10)において、市街化区域の目安として40人/ha以上という指針が

存在するが、立地適正化計画等の近年の日本の都市計画論として改めて数

字が示されることは行われていない。 

(5) 3)によると、各ニュータウンで２層から４層の設定が行われている。 

(6) 表-1の想定しているケアサービス機能について、小さな拠点は9)のp13

「地域での生活サービスの現状を把握するための調査項目」より抽出。こ

の項目は「日常生活に不可欠と考えられる生活サービス」と定義されてい

る。立地適正化計画では10)のp39「誘導施設の設定」より抽出。また、健

康まちづくりガイドラインでは11)のp53「計画的に確保することが望まし

い都市機能と機能確保の考え方」から抽出した。 
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