
地域商社による道の駅の運営

　平成 29 年 9 月には「北欧の風 道の駅

とうべつ」が開業し、大幅な交流人口の

増加が図られ、町内での消費力向上につ

ながりました。地域商社「株式会社

tobe」が道の駅と直売所の運営や特産品

開発などを手掛け、商工業の連携による

６次産業化や観光の拠点として取組が進

められています。

　企業誘致も進められ、令和２年 3 月に

は道の駅隣接地に農業法人がハウスによ

るいちご農園を開業しました。情報通信

技術（ICT）を活用した栽培技術で、通年

収穫が可能です。コロナ禍で延期してい

た観光農園は令和３年 1 月から開始され、

新しい観光スポットとなっています。

　平成 29 年９月には市街地機能の再生と

まちなかの賑わい創出に取り組む「当別

まちづくり会社」が設立され、地域の人

や店舗の魅力を伝えるマップやウェブメ

ディアの制作、空き店舗を拠点としたク

地域商社による道の駅の運営と、民間活力を生かしたまちづくりの推進

リエイターによるまちづくりに関わる新

しい事業への取り組み等、さまざまな事

業を展開しています。

　また、太美市街地や道の駅周辺には公

民連携の新駅設置が予定されており、新

たな交通結節点機能の整備や人の呼び込

みにつなげる取り組みを進めています。

新駅設置に伴うポテンシャルの向上によ

り、既存市街地や道の駅と連携した「新

しいまちの顔づくり」として、民間活力

を生かしたまちの賑わいづくりが進めら

れています。

　当別町では、地区の特性を生かし、交

通ネットワーク等の充実のもと安全・安

心な暮らしやすい地域づくりを進めるた

めに、令和２年 3 月に「当別町立地適正

化計画」を策定しました。これに基づき、

多岐にわたる取組が進められています。

　子育て世代に向けては、子育て支援施

設の充実や教育環境、居住環境の整備が

進められています。令和２年からは小学

生から中学生の９年間を地域の豊かな自

然とコミュニティのつながりの中で充実

した教育を受けられる一体型義務教育学

校「とうべつ学園」の整備が進められ、

令和４年度開校予定です。

　学校隣接地区には町有分譲宅地「ゆと

りっち稲穂」を分譲し、札幌からアクセ

スもよく都市機能を享受でき、豊かな生

活ができる居住環境を確保しています。

立地適正化計画に基づくコンパクトなまちづくりの推進

　令和２年度には、数年空き家となって

いた既存共同住宅を有効利用して改修し、

子育て世代向け公共住宅の整備を進めま

した。

　また安全な地域づくりとして、北海道

胆振東部地震や各地の豪雨災害、土砂災

害の発生を受け、町内の浸水区域などを

周知し防災意識を高めるために、平成 28

年に作成した「当別町防災マップ」の見

直しを令和２年度に行いました。 

一体型義務教育学校のイメージ（実施設計概要版より）

当別町：平成 30 年度以降の取組と今後の展望 （令和３年 3 月追記）



防災を学ぶイベントで、ハザードマップの見方を学ぶ

コーナー

　国内地域・国際姉妹都市（令和２年に

姉妹提携締結 35 周年を迎えたカナダ・ス

トニィプレイン町）の住民との交流など

を目的に平成 30 年度に「国際交流セン

ター平成館」がオープンしました。

　また、子育て世代の共通の課題に対す

る情報提供、情報交換、遊びの場として

子育て支援センターの活動促進を図って

おり、令和元年度に「認定こども園」が

オープンしました。

　その他、文部科学省の研究開発校指定

を受け、幼小中高を通して「英語教育」

や「環境教育」を中心とした特色ある一

貫教育を継続して実施しています。

　令和２年度には町内の小・中・高等学

校全ての児童と生徒にタブレット端末を

支給しました。

　「しかおいひらめき 100 人会議」で出さ

れたテーマを基に町民主導のプロジェク

トが展開されています。プレーパークの

特色ある教育・子育ての取組と、町民主導のプロジェクトで活力あるまちに

検討や実験、多世代交流を促す居場所づ

くり、特産品を使った食育、防災につい

て楽しく学ぶイベント、チャリティ映画

上映会など、テーマに関連した取組を継

続して実施しています。

　これらの取組には、実行委員のメン

バーを中心に、子供たちを含め多世代が

参加しており、町民交流や地域コミュニ

ティ形成に向けた取組として、今後も町

民の中から様々な分野のキーマンを巻き

込んでの活動の継続が期待されます。

　鹿追町では、酪農家の要望を受け、令

和３年度より３基目のバイオガスプラン

トの整備に向け、建設地などの調査に入

る予定です。瓜幕のプラントを上回る最

大の規模を想定しています。

　また、中鹿追プラントでは、水素の活

用に向けた実証実験として自動車、

フォークリフトを配備していますが、実

験期間が令和３年度まで延長されること

となりました（環境省「家畜ふん尿由来

水素を活用した水素サプライチェーン実

証事業」）。

　その他、環境省事業を活用し、公共施

設に太陽光発電、地中熱を利用したエネ

ルギーシステムを導入するなど、再生可

能エネルギー活用の取組はますます拡大

しています。

　バイオガスプラントの余剰熱を活用し

たチョウザメ飼育、マンゴー・サツマイ

バイオガスプラント整備など地域エネルギーの活用促進からゼロカーボンシティへ

モ等の栽培や、これらを活用した特産品

開発の検討も継続していきます。

　さらに、令和３年３月には、2050 年度

までのCO2排出ゼロを目指し、ゼロカーボ

ンシティ宣言を行いました。30 年度まで

の第一段階においては、バイオガスプラ

ントで発生した熱の公共施設での利用、

地域エネルギー会社と地域新電力会社の

設立、路線バスの運行路線の見直しやバ

イオガス車両の導入等を検討します。40

年度までの第２段階では、公共施設新設・

改修の際の ZEB の導入や新設住宅への

ZEH 導入補助等、49 年度までの第３段階

では、電気と熱、水素による鹿追型 ZEB 

の全域展開や公共交通へのバイオガス、

電気、水素の導入を構想しています。

　地域エネルギーの有効活用を核に、持

続可能な社会の実現や、脱炭素による地

方創生に挑戦していきます。

鹿追町：平成 30 年度以降の取組と今後の展望 （令和３年３月追記）



キーワード 公共公益施設の集約　健康まちづくり　遊休施設リノベーション　

（２）コミュニティを育む拠点をつくる

ネーブルみつけにあるいきいき健康づくりセンター コミュニティバス、コミュニティワゴン、デマンド

タクシー

歩いて暮らせるスマートウエルネスシティへの転換

　見附市は超高齢化・人口減少社会において持続できるまちづくりの実現に向け、社会保障

費が社会インフラに影響を及ぼす可能性も考慮し、平成 15 年度から健康施策を市の最重要

施策として取り組みを進めている。「歩いて暮らせるまちづくり、住んでいるだけで幸せに

暮らせるまちづくり」を掲げ、健幸なまちづくりを実現するために、コンパクトシティの形

成を進めてきた。外出したくなる施設の創出と、市民や民間企業の知恵を加えた集約、アク

セスしやすさの担保、またそれらにより、高齢者の介護費用は年 5.1 億円の削減となった。

見附市人口：40,170 人

世帯数：15,040 世帯

面積：77.91 ㎢

（令和 2年 1月１日現在）

歩くことを基本とした
　住んでいるだけで健やかに暮らせるまちの実現

ネーブルみつけ

例

新潟県

見附市

健幸なまちづくりの拠点の創出

　市民交流センター「ネーブルみつけ」は、十

年近く空き店舗となっていたスーパーを市が取

得してリノベーションした。コンセプトは「用

がなくても立ち寄れる場所」。筑波大学と連携し

た健康運動教室の拠点、子育て支援センター、

物産直売所、学習室など様々な機能を集約、年

間約 50万人が利用している。また、みつけ健幸

の湯「ほっとぴあ」は　、商店街に交流拠点と

しての銭湯の伝統を再現、ノウハウのある民間

事業者が指定管理者となり、良質なサービスを

提供している。その周辺では飲食店などの新規

開店が相次ぎ、空き店舗対策の効果も出ている。

公共交通網の再整備と快適な歩行空間の整備

で、過度な車依存からの脱却

　市街地の主要な部分をコミュニティバスで結

び、利用者は年々増えている。一方郊外集落で

はバスを走らせることは財政的に難しいため、

デマンドタクシーと、地域コミュニティ組織に

無償で貸与しているコミュニティワゴンを無償

運行することで郊外からのアクセスも担保して

いる。快適な歩行空間としては、歩行者と自転

車を優先とした道路構造や路面表示、ウォーキ

ング・サイクリングコースの整備、また各所に

健幸ベンチや健康遊具を設置し、歩く楽しみを

演出している。

生活を支える
取組

コンパクトな
まちづくりの取組

公共公益施設の集約
コミュニティ交通の充実

コミュニティ形成
健康まちづくり

新潟県

富山県
石川県

岐阜県

愛知県 静岡県

山梨県

長野県

福井県

４章－３　生活を支える取組にあわせた掛け算のヒント



キーワード 公共公益施設の集約　産業振興　　　　空き家コンバージョン　

複合施設「Miraie」 播州織産地博覧会の様子

立地適正化計画により２つの都市拠点を形成

　西脇市は日本列島の中心に位置し、地場産業は二百数十年の歴史を誇る播州織。しかし大

型商業施設の撤退や播州織工場の廃業で、大きな空き家や空き地ができており、市役所の老

朽化による建替で大型商業施設の跡地に移転が決定した。人口減少、鍛冶屋線の廃線・廃駅

による都市機能の欠如、地場産業の低迷、中心市街地の空洞化などの課題がある中、立地適

正化計画を策定し、都市機能を西の拠点（文教地区）、東の拠点（医療・福祉・行政の拠点）

の２つに集約し、郊外部とはネットワークでつなぐ都市構造を目指している。

西脇市人口：30,846 人

世帯数：17,304 世帯

面積：132.44 ㎢

（令和 3年 2月１日現在）

都市機能を２拠点に集約したコンパクトシティ

２つの都市拠点

例

兵庫県

西脇市

拠点の形成からスマートウェルネスシ

ティへの展開

　文教地区として位置づけた西の拠点には、

学校教育施設が立地し、図書館・こどもプ

ラザ・男女共同参画センター・コミュニティ

センターからなる複合施設「Miraie」を整備

し、年間 50 万人が集う。東の拠点には、都

市再生整備計画のもと、令和３年春の完成

に向けて新庁舎と市民交流施設を整備して

いる。東の拠点も年間 50 万人の集客を目指

し、健康・地域・観光の３つの交流機能を

持たせ、健康機能としてはスマートウェルネ

スシティに加入し、健康施策を展開していく。

産業施策と連携し、空き家の利活用

　西脇流コンパクトシティの特徴に、播州織と

の連携により、立地適正化計画の推進をしてい

くことがあげられる。「西脇ファッション都市

構想」の元、ファッションを志す若者が「訪れ

てみたくなる」「働いてみたくなる」「住みたく

なる」まちを目指し、空き家を利活用し、若手

デザイナーが集うコワーキングスペースが誕生

した。空き家を活用した播州織産地博覧会で

は県外から五千人の来場があった。そのよう

な取組から 20 名を超える若者が移住し、他

の空き家の利活用も進んでいる。

生活を支える
取組

コンパクトな
まちづくりの取組

公共公益施設の集約
空き地・空き家等の活用

コミュニティ形成
産業振興

４章－１　コンパクトなまちづくりの取組にあわせた掛け算のヒント

兵庫県
京都府

大阪府

奈良県
三重県

滋賀県

和歌山県

（２）コンパクト化を通じたまちの再編
























