
https://www.city.aomori.aomori.jp/kikakuchousei/shiseijouhou/matidukuri/sougoukeikak
u/aratanasougoukeikaku/shingikai/dainibunkakai/documents/toukeisiryou.



①近年、県内・県外ともに、移動数（転入出者数）は減少傾向。

②「県内⇔青森市」の転入・転出状況は、昭和40年代から一貫して、
転入
超過で推移、近年は、300～500人程度の転入超過で推移。

③「県外⇔青森市」の転入・転出状況は、昭和40年代から一貫して、
転出
超過で推移、近年は、平成19年を底に、回復傾向。

ポイント！！



アウガ（現在）
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コンパクトシティ失敗in秋田

34

（エリアなかいち）
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背景
• 2012年9月イオングルー
プの「イオンタウン」が
秋田市郊外に大型ショッ
ピングセンターの出店を
計画。

•コンパクトシティ構想を
かかげ、市の中心部に15
年の歳月と135億円の事業
費をかけて「エリアなか
いち」建設。

36

• 2014年中核テナントの
「サンマルシェ」が撤
退表明。

•同年3月撤退。

•売り場の空きスペース
は4割にも達した。



富山市を取り巻く課題
人口減少と超高

齢化
過度な自動車依存に
よる公共交通の衰退

中心市街地の魅力喪
失

割高な都市管理の行
政コスト

CO2排出量の増大

これらに対応できる地方都市の１つの未来像を提示



富山市の未来都市像

• 公共交通の活性化、中心市街地や公共交通沿線での都市機能の集積 など

公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり

• 中心市街地の活性化、歩いて暮らせるまちづくり、ソーシャルキャピタル
の醸成 など

質の高い魅力的な市民生活づくり

• 地場産業である薬業の最大限の活用、再生可能エネルギーの活用、企業誘
致 など

地域特性を充分に活かした産業振興



コンパクトな街づくりの基本方針
鉄軌道をはじめとする公共交通を活性化させ、その沿線に居住、
商業、業務、文化等の都市の諸機能を集積させることにより、公
共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくりを実現

＜概念図＞
富山市が目指すお団子と串の都市構造
串 ：一定水準以上のサービス

レベルの公共交通
お団子：串で結ばれた徒歩圏



高齢化にお対応したまちづくり

富山ライトレール

市内電車環状線化事業

アヴィレ グランドプラザ

角川介護予防セ
ンター



富山ライトレールの整備
利用者の減少が続く地方ローカル鉄道を、公設民営の考え方を導
入し、日本発の本格的LRTシステムに蘇らせた取り組み

運行サービスの向上
トータルデザインの導入
車両の低床化と電停のバイアフリー化
アテンダントの配置

41



富山ライトレールの整備効果（利用者数）
開業前と比較して、利用者数が
平日で約2.1倍、休日で約3.6倍へと大幅に増加
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富山ライトレールの整備効果（利用者数）
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日中の高齢者の利用が増加（ライフスタイルの変化）



富山ライトレールの整備効果（CO2）
• 利用者のうち、約12％が自動車からの転換
• 年間436トンのCO2削減
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富山ライトレールの整備効果
• 住宅の新規着工件数の増加

45

開業前
H16

開業後6年平均
H17－H22 H17－H22/H16比

富山ライトレール沿線 90件 116件 1.29倍

旧富山市地区域 2238件 1798件 0.80倍



市内電車環状線化事業
• 中心市街地活性化と都心地区の回遊性の強化を目的に、市内電
車を一部延伸

• 日本発の上下分離方式の導入
• 魅力ある都市景観の構築に向けた道路空間との一体的な整備
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市内電車環状線化事業
• 開業日：2009年12月23日
• 延長：約0.9km

（環状区間 約3.4km）
電停：延伸区間に3か所新設
車両：新型低床車両を3編成導入
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公共交通の活性化～北陸新幹線開業と路面電車の南北接続～
• 北陸新幹線開業を契機とし、富山駅高架下での路面電車の南北接続を実現

富山駅高架下で接続（予定）
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海から中心市街地まで乗り換え不要で移動可能

富山駅高架下で接続（予定）



財政面から見た中心市街地活性化の意義
• 富山市の市税の内訳 固定資産税・都市計画税の
（平成24年度当初予算） 地域別内訳（H24年度）
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44.0%

41.2%

4.6%

4.1%

0.2% 4.8% 1.1%

市民税 固定資産税 都市計画税 市たばこ税

入湯税 事業所税 軽自動車税

面積比 固定資産税＋都市計画税

市街化区域 5.8% 74.1%
うち中心市街地 0.4% 22.3%

上記以外 94.2% 25.9%

活発な経済活動により、大きな税収を生んできた都
心の活力が、大きく低下し始めている

中心市街地の活性化に集中投資



グランドプラザの整備
• 積雪寒冷地の気候に配慮し、賑わいの核となる全天候型の多目的広
場を整備

• ガラスの大屋根、大型ビジョン、昇降式ステージなどを備える
• 年間100以上のイベント等を実施（H23年の休日稼働率は100％）
• 事業主体 富山市
• 工事期間 H18.3~19.8
• 事業費 約15.2億円
• 施設概要 約1400m²（65m×21m）
• 天井までの高さ：約19m
• 大型映像装置：約277インチ
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お出かけ定期券事業
• 交通事業者と連携し、満65歳以上の高齢者を対象に中心市街地
から市域全域どこへ出かけても公共交通利用料金を100円とす
る割引制度を実施

• 高齢者の約3割がお出かけ定期券を所有し、1日平均2370人が利
用
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コンパクトな街づくりの効果
• 中心市街地の社会増減（転入ー転出）の推移
中心市街地の社会増減の状況をみると、平成19年以降は転入超
過に転換し、過去5年では、年平均81人の転入増となった。
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www.city.toyama.toyama.jp › data › open › cnt › TOYAMA-JP

http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4h7Hhjv3lAhXiw4sBHUF-D50QFjAFegQIBRAC&url=http://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/13217/1/TOYAMA-JP.pdf&usg=AOvVaw0ePNz5SsfYlJS0X6cPLE-v


コンパクトな街づくりの効果
• 公共交通沿線地区の社会増減（転入ー転出）の推移
公共交通沿線居住推進地区の社会増減の状況を見ると、公共交通
の活性化や居住推進事業により、公共交通沿線の魅力が高まり、
平成24年より、転入超過に転換した。
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www.city.toyama.toyama.jp › data › open › cnt › TOYAMA-JP

http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4h7Hhjv3lAhXiw4sBHUF-D50QFjAFegQIBRAC&url=http://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/13217/1/TOYAMA-JP.pdf&usg=AOvVaw0ePNz5SsfYlJS0X6cPLE-v


コンパクトなまちづくりへの国際的な評価

• OECD（経済開発協力機構）が世界各国を調査し、取りまとめ
た『コンパクトシティ政策報告書』の中で、富山市の取り組み
が先進5都市の一つとして取り上げられる
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コンパクトシティ成功in大分
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（JR大分シティ）



市民アンケート
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増加した
6%

減少した
43%

変わらない
51%

中心部に行く頻度



市民アンケート
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あまり感じない
71%

感じている
29%

活性化の動きを感じているか



新たな基本計画の骨子

大分駅の北側に「商業」南に「情報文化」
という性格の異なる都心の形成

２つの都心をつなぐ

南北を回遊し楽しめるまちの魅力づくり
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（ホルトホール大分） （大分いこいの道）
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2009年JR大分駅北側 2015年JR大分駅北側



JRおおいたシティ
2015年4月16日 JR大分駅ビル｛JRおおいた
シティ」開業

地上21階、地下１階建ての新駅ビル

1階から4階には床面積約31,000平方メートル
の商業施設「アミュプラザおおいた」

地上5階から８階に立体駐車場、８階に屋上庭
園を設置した大型複合商業施設。

8階から18階の高層階には190室を有するホテ
ル、19階から21階には地下700メートルから湧
き出る天然温泉を使用する温泉施設が入る。
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東九州自動車道
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大分県立美術館
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まとめ
• やみくもに商業施設を都市部に立て人を集めようとするので
はなく、インフラなどのしっかりとした地盤を整えてからコ
ンパクトシティを行うべきである。

そうすればコンパクトシティ成功の見込みがでてくるのでは
ないだろうか。
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ご清聴ありがとうございました。
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