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超高齢・人口減少社会における
地域公共施設の最適化計画

に関する研究
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本研究では、超高齢社会における高齢者の地域
居住を支援する介護施設のあり方と人口減少下
における公共施設の再編計画手法を検討するこ
とにより、超高齢化と同時に人口減少する社会
における地域公共施設の最適化計画手法を構築
した。なお、最適化とは、現状を元に、できる
だけ最適な状態に近づけることである。



研究の背景、課題、論文構成の関係
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第Ⅰ部 高齢者の地域居住を支援する
サービス提供施設の計画手法

第Ⅰ部では、高齢者の地域居住を支援するサービス提供
施設の計画手法を構築した。各章は「エイジング・イン
・プレイス」理念に基づく「地域包括ケアシステム」を
実現する上で重要な都市・地域・施設の3つのスケール
の課題に対応する。
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●第Ⅰ部の位置づけ

３つの章はそれぞれ高齢者の生活圏域からみた施設配置論、
地域居住のサポートネットワークからみた施設機能論、利用
者の行動からみた施設空間論である。これらは施設計画にお
ける古典的視点であるが、学校や集合住宅より遅れて始まっ
た高齢者施設計画論における体系化が必要である。本研究は
定量的かつ定性的考察を併せ持つ点において独自性を持つ。

また建築計画では都市的観点から施設の位置づけや配置を検
討する視点は弱い。一方、都市計画では高齢者個々人の生活
や行動実態に基づいて圏域設定する視点に乏しい。本研究は
建築計画学のベースとなる利用者の生活と空間の関係の視点
を地域や都市レベルまで拡張応用したものであり、建築計画
と都市計画の学問的隙間を埋めるものと位置づけられる。
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第Ⅰ部の章構成
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第1章では、都市レベルで施設の配置を最適化するため、高
齢者の生活圏域の実態を明らかにした。
論文①～④では異なる都市構造をもつ3市において高齢者の
住み慣れた地域とは具体的にどのような範域か、またその共
通特性を明らかにした。
論文⑥⑦では、高齢人口に対する利用者の出現率、施設選

択率などを系統的に明らかにした。これらの指標や生活圏の
実態を用いることにより、施設の配置最適化が可能である。
以上、「生活圏の実態を根拠とした施設配置計画」という

分野を開拓した。

1章 高齢者の生活圏域の実態と施設配置の最適化
1-1. 高齢者の生活圏域からみた「日常生活圏域」の妥当性
1-2. 高齢者施設の利用圏域と施設選択の実態
1-3. 高齢者福祉サービス需要構造
1-4. 高齢者の生活圏域の実態を応用した施設配置の最適化



要因：三次救急病院とﾃﾞﾊﾟｰﾄ2ヵ所が中心部に立地
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中心偏心性どの外出先エリアも市中心部に向かう
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2013金沢市高齢者日常生活圏域調査高齢者の生活圏域とは？
1-1. 高齢者の生活圏域からみた「日常生活圏域」の妥当性



外出距離の平均値を伸ばす施設

健康な高齢者：購買施設
要支援・要介護者：一次・二次（三次）医療機関,介護施設（DS）9

高齢者はどこに行くのか？

1-1. 高齢者の生活圏域から
みた「日常生活圏域」の妥
当性
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外出時間距離（車）は平均12分
N727

1-1. 高齢者の生活圏域からみた「日常生活圏域」の妥当性
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全国の高齢者数・要介護認定者数・受給者数の関係

75歳以上人口が重要

1-3. 高齢者福祉サービス需要構造
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保険者の施設利用者出現率（×100,対75歳以上人口指標化）
1-3. 高齢者福祉サービス需要構造



1-4. 高齢者の生活圏域の実態を応用した施設配置の最適化

施設配置の最適化計画フロー
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第2章では、高齢者の生活実態を地域レベルで捉えてモデル
化した。
具体的には、高齢者の地域居住をサポートする施設や場の

あり方を「高齢者の加齢変化」と「施設や場のネットワーク
」という二つの新しい概念を盛り込んで体系モデル化した。
これが「地域包括ケアシステム」の目指す、高齢者の住み慣
れた地域での居住継続のサポート環境の参照例の一つとなり
うる。

2章 高齢者の地域居住サポート環境モデルと施設の役割
2-1. 高齢者の地域居住をサポートする環境モデル
2-2. 高齢者通所施設の役割と体系



鞆に住み続けることを可能としている環境要素 15

2-1. 高齢者の地域居住をサポートする環境モデル
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第3章では、それらの高齢者の行動と空間の関係をみる視点
を施設レベルで確立した。
具体的には、制度外のミニデイや外国事例（デンマーク・

オーフス市のローカルセンター）における詳細な調査結果な
どとの比較を通して利用者の「その人らしい」かかわりが可
能な高齢者通所施設の空間計画に対する有意な知見をまとめ
た。これにより高齢者通所施設の空間計画論を体系化した。
とくに、空間・時間概念を交えた「場」という分析視点を導
入してデイサービスにおける「かくれた集団処遇」という誰
も指摘しなかった事象を明らかにした。

3章 高齢者通所施設の空間計画論
3-1. 都市型の小規模高齢者通所施設の空間計画論
3-2. デンマークの高齢者通所施設の空間計画論
3-3. 高齢者入所施設の共用空間論



かくれた集団処遇
3-2. デンマークの高齢者通所施設の空間計画論
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第Ⅱ部 人口減少社会における公共施設の
再編計画手法

第Ⅱ部では、人口減少下における縮退・縮減基調の公共施設の
再編計画手法の構築を試みた。これは、施設ストックを前提に
、減少する需要に合わせて規模・配置を「最適化」する計画手
法であり、拡大基調における「需要増分対応」の施設計画手法
とは一線を画すものである。「施設再編計画手法論」が、今後
、学術分野として発展するように、各章をPDCAサイクル（第
4章→第5章→第6章）に対応させる形で体系化した。



第Ⅱ部の章構成
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●第Ⅱ部の位置づけ
1960年代に確立された建築計画学における施設計画の方法

は、対象サービス（教育、医療、福祉等）に関して、地区人口
推計から需要量を算出し、使われ方調査による利用率や適正規
模を考慮して施設規模を算定し、利用圏を考慮して施設配置を
定めるものである18）。その前提は人口増加であった。
宮脇（2009）によると、人口増加とそれに基づく需要増加

の時代には、増えるフローの配分のみを考慮する「増分主義」
であったのに対して、人口減少期にはストック面に着目して既
存資源を活用した「最適化」が求められる19）。野沢（2016）
は、今後「最適化の追求という原則のもと、既得権益の見直し
にも踏み込みながら、何を削減するかが議論の対象となる」と
いう20）。しかし、どの公共施設をなくす対象として選ぶか、
そのための住民合意をいかに形成するかなど、公共施設の再編
計画と実践の方法は未確立である5)。
5)南一誠：公共建築の再編戦略にむけて,日本建築学会大会建築計画部門研究協議会資料「公共建築の再構成と更新のための

計画技術」,2008.9
18）吉武泰水編,浦良一ほか：建築計画学1地域施設総論,丸善,1977
19）宮脇淳：自治体戦略の思考と財政健全化,ぎょうせい,2009
20）野沢千絵：老いる家 崩れる街,講談社現代新書,2016



増分対応から最適化へ
参考論文7



公共施設再編-10の課題領域-
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①再編計画策定方法が未確立
②既存施設の客観的評価が難しい
③公共の役割とは？（平衡性と効率性）
④都市・交通計画政策との連動
⑤地域性：過疎地の短中期的居住持続保障（医療介護）
⑥学校（統廃合̶地域コミュニティ拠点）
⑦住民合意形成・方針決定プロセスへの住民参加の方法
⑧個別施設の長寿命化・転用の技術的解決と法令適合
⑨跡地（建物）活用の方法-売却か保有か定期借地か
⑩民間活力導入の方法（PPP）

参考論文6
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第4章では、公共施設再編計画の策定手法の大枠を構築した。
具体的には、2014年4月に総務省から出された「公共施設等
総合管理計画」の策定要請項目の問題点として、全体の検討
手順、行政サービス水準の評価方法、数値目標の設定方法が
明示されていない、都市計画政策との連関が欠落している等
を指摘し、これらについて、先行例をもとに比較考察を行っ
た。その結果をまとめて公共施設再編計画フローモデルを提
示した（論文⑲）。

4章 公共施設の再編計画策定手法
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⑲公共施設再編計画フローモデル



25

第5章では、中長期的人口推計と施設更新時期を考慮した縮
減・再配置シミュレーション手法を開発した（論文⑳㉑）。
具体的には、小学校、公営住宅を対象として、それぞれの縮
減・再配置シミュレーション手法を検討した。

5章 施設種別の縮減・再配置シミュレーション手法
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㉑公営住宅の必要戸数の将来推計と
住戸形式の変換シミュレーション
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第6章では、縮減・再配置先行例の検証を行った。具体的に
は、中国地方の公民館系施設再編の実態と計画を把握した（
論文㉒）。また公立病院再配置例の検証により、移転効果分
岐点の決定要因を特定するなどした（論文㉓）。

6章 施設種別の再編・再配置の先行例の検証
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㉒公民館系施設再編の実態と計画
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第7章では、それらの前提としてのストック活用における施
設機能と建物の関係について論じた。具体的には、金沢善隣
館の歴史的変遷から「多機能一殿舎」かつ「機能が時期によ
って変化する」という建物と事業の新しい関係を解明した（
論文㉕）。これは特定事業専従の近代施設形式と異なるもの
であり、ストック活用における施設機能と建物対応の新しい
関係を提示した。

7章 ストック活用における施設機能と建物の関係
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「多機能一殿舎」かつ「機能が時期によって
変化する」という建物と事業の新しい関係

㉕ 金沢善隣館



31

施設；建物ストック＋サービスの
「パッケージ型」から「分離型」へ

 

専有

参考論文7
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●既発表論文リスト（目次順,2013年以降の論文より筆名「西野辰哉」を用いています）

丸数字は査読付論文（日本建築学会計画系論文集又は同技術報告集（アンダーライン付））を示す。

第Ⅰ部 高齢者の地域居住を支援するサービス提供施設の計画手法
参考論文1. 西野辰哉：高齢者の居住政策と都市再生

地方都市の再生戦略,pp.156-168,学芸出版社
参考論文2. 西野辰哉: 研究集会「地域包括ケアとまちづくり」の主旨

日本建築学会大会 建築計画部門研究協議会資料「地域包括ケアとまちづくり」，pp.5-10,2017.9

1章 高齢者の生活圏域の実態と施設配置の最適化

論文① 西野辰哉,大森数馬:一中学校区を基本とする日常生活圏域設定の妥当性検討
̶地方中核都市における高齢者福祉行政単位と高齢者の行動実態との比較考察̶

日本建築学会計画系論文集,No.699,pp.1109-1118,2014.5（2014年度住総研研究選奨受賞論文）
論文② 西野辰哉:ある地方都市における高齢者の日常生活圏域の実態とその圏域間比較

日本建築学会計画系論文集,No.728,pp.2117-2127,2016.10
論文③ 西野辰哉,雨宮優和:市域全域で一日常生活圏域とする地方小都市における高齢者の生活圏域の実態と圏域設定の妥当性

に関する事例考察
日本建築学会計画系論文集,No.740,pp.2489-2499,2017.10

論文④ 西野辰哉:地方三都市における高齢者の生活圏域実態の横断的比較と一中学校区を目安とする日常生活圏域設定の妥当性の検討
日本建築学会計画系論文集,No.750, pp.1403-1413, 2018.8

論文⑤ 西野辰哉,大森数馬:東京都のある市における自立型の小規模高齢者通所施設の利用圏域に関する事例考察
日本建築学会技術報告集,No.44,pp.219-224,2014.2

論文⑥ 西野辰哉:ある地方都市の日常生活圏域単位でみた高齢者施設の選択の実態
日本建築学会計画系論文集,No.738,pp.1915-1923,2017.8

論文⑦ 西野辰哉：2010年の介護保険関連施設利用者率からみた2025年改革モデルの検証とその定量的整備指標の応用可能性
日本建築学会計画系論文集,No.721,pp.559-567,2016.3

論文⑧ 西野辰哉,松澤葉純:2040年の全国47都道府県別の在宅看取り需要数の推計
日本建築学会技術報告集,No.54,pp.625-630,2017.6

参考論文3. 西野辰哉：超高齢社会における高齢者の生活圏域論
日本建築学会第34回地域施設計画シンポPD資料「地域公共施設の圏域をどう変えるか」,pp.15-16,2016.7
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2章 高齢者の地域居住サポート環境モデルと施設の役割

論文⑨ 西野達也,平岡友紀,厳爽:グループホーム入居者の地域生活環境の継続に関する事例考察
日本建築学会計画系論文集,No.624,pp.279-286,2008.2

論文⑩ 西野達也,桑木真嗣:高齢者通所施設利用者の生活からみたある地縁型地域における地域住民らによる共助のみられる
共在の場に関する事例考察

日本建築学会計画系論文集,No.642,pp.1707-1715,2009.8
論文⑪ 西野辰哉,中谷静乃:高齢者の加齢変化に対応した地域居住サポート環境の変化とその統合モデル化の試み

日本建築学会計画系論文集,No.691,pp.1929-1937,2013.9
論文⑫ 西野達也:ある中山間地域の高齢者通所系施設群の利用者像の全とその変化からみた同施設の役割と体系に関する考察

日本建築学会計画系論文集,No.659,pp.19-26,2011.1

3章 高齢者通所施設の空間計画論

参考論文4. 西野達也：生活の客観的認識と教導性
日本建築学会大会 建築計画部門研究懇談会資料「建築計画学の新しい認識とその方法-建築デザインの変革の時代に-」 ,

pp.7-10,2008.9
論文⑬ 西野達也,長澤泰:小規模高齢者通所施設の利用実態と空間の使われ方の特性について

日本建築学会計画系論文集,No.581,pp.41-48,2004.7
論文⑭ 西野達也,長澤泰:一般型と小規模型の高齢者通所施設における併用利用者の「かかわり方」の比較考察

日本建築学会計画系論文集,No.590,pp.49-56,2005.4
論文⑮ 西野達也,長澤泰:民家型高齢者通所施設の環境行動的意義に関する事例考察に基づく試論

日本建築学会計画系論文集,No.586,pp.37-42,2004.12
論文⑯ 西野達也,長澤泰:デンマーク・オーフス市の高齢者通所施設の空間の使われ方の特性について

日本建築学会計画系論文集,No.601,pp.57-63,2006.3,(2010年度日本建築学会奨励賞受賞論文)
論文⑰ 西野達也:場の視点からみた高齢者通所施設における集団処遇に関する試論

-日本のデイサービスセンターとデンマークのローカルセンターの比較考察
日本建築学会計画系論文集,No.614,pp.49-55,2007.4

論文⑱ 西野達也,石井敏,長澤泰:入所者の定位様態からみた共用空間のあり方に関する研究
- 個室型特別養護老人ホームにおける解析的考察

日本建築学会計画系論文集,No.550,pp.151-156,2001.12
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第Ⅱ部 人口減少社会における公共施設の再編計画手法
参考論文5. 西野辰哉：人口縮減社会における地域公共施設の課題と展望

建築と社会,vol.97,No.1134,pp.14-15,日本建築協会,2016.9
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