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１．はじめに 

 

令和元年度に美咲町旭総合支所周辺整備事業の計画で耐震補強工事が実施さ

れていない、老朽化が著しく進行しております支所、町民センターの建て替えの

話があり、町民の皆様を始め関係各位の方々のご協力をいただきワークショッ

プ「あさひのみらいデザイン会議」を計 3 回開催し、いろいろなご意見を出して

いただきました。ワークショップでは、高齢者の方々が集える施設、気楽に利用

ができる場所等目指しての検討が行われました。そのご意見を基に「旭みらいデ

ザイン検討委員会」を開催して今回の報告書にまとめました。今後も本委員会を

開催してまいります。本事業が充実したものになりますよう皆様のご指導、ご鞭

撻をよろしくお願いします。 

旭みらいデザイン検討委員会 

委員長 黒木愼一郎 

 

この度副委員長という大役を頂きました杉山です。 

この 「（仮称）みらいモールあさひ」について 人口減少、少子高齢化が激

しく進む中 旭地域の未来を考えるいい機会となり 町民センター付近の施設

の建替えを含む 西川、三休、総合支所エリアを活性化し 旭地域全体が生き生

きと活動的に過ごせる 地域に していけたら と思っています。 小さな子
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供達から 子育て世代 その親世代 また 高齢者の三世代 四世代に渡り利

用、活用していける場所になるようみなさんと話しをしていけたらと思ってい

ます。 

旭みらいデザイン検討委員会 

副委員長 杉山 卓 

 

令和２年３月３１日 
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２．旭地域の現状 

（１）人口減少・少子高齢化 

①人口 

地域別の人口の割合（2015 年）は、中央地域が約 44％、柵原地域が約 38％、

旭地域が約 17％を占めています。 

なお、どの地域も減少傾向にありますが、平成 27 年（2015 年）の人口は、平

成 12 年（2000 年）と比べて、中央地域では約 10％減少、柵原地域は、20％減

少しているのに対し、旭地域では最も高い 29％減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域別の将来人口の推計値をみると、令和 22 年（2040 年）の人口は、平成 27
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図表　地域別人口の推移 単位：人

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年
2000年 2005年 2010年 2015年

旭地域 3,477 3,080 2,810 2,458

中央地域 7,214 6,998 6,898 6,475

柵原地域 6,871 6,499 5,934 5,499

合　計 17,562 16,577 15,642 14,432

資料：国勢調査

地域名
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年（2015 年）と比べて、中央地域では約 34％減少すると想定され、柵原地域で

は約 40％減少すると想定されるのに対し、旭地域では最も高い約 50％減少する

と想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②高齢化 

高齢化率の推移を見ると、どの地域も高齢化率が上昇傾向にありますが、平成

27 年（2015 年）の中央地域は約 35％、柵原地域は、40％に対し、旭地域では

最も高い 46％となっています。 

  

図表　地域別将来人口 単位：人

平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年
2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

旭地域 2,458 2,147 1,894 1,670 1,445 1,239

中央地域 6,475 6,010 5,509 5,057 4,649 4,290

柵原地域 5,499 5,036 4,585 4,161 3,757 3,343

合　計 14,432 13,193 11,988 10,888 9,851 8,872

資料：【国土技術政策総合研究所】公表による将来人口・世帯予測ツールを使用して、

　　　　コーホート変化率法により算出。

注：各地域の合計は、社人研による平成30年の推計値の美咲町人口と合致しない。
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旭地域 年齢別人口推移 

高齢化率 

46％ 

年齢別人口の合計は、調査区ごとの客体数が少ないものが不明となるため、地域別の人口の合計とは
一致しません。 
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３．あさひ生き活き拠点づくり 

 

（１）私たちの地域づくり 

国は、小さな拠点づくりに注目が集まっていると言っています。 

 

小さな拠点とは 

「小学校区など複数の集落が散在する地域において商店、診療所、小学校区など、

日常生活に不可欠な施設・機能や地域活動を行う場を、歩いて動ける範囲に集め、

さらに周辺の各集落との間をコミュニティバスなどの交通手段により結んだ地

域の拠点」国土交通省ホームページから抜粋 

旭地域西川地区に集まる施設配置図 
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 旭地域の西川地区には日常生活に必要な施設や公共施設、小中学校、保育園な

ど、日常生活に不可欠な施設・機能や地域活動を行う場を、歩いて動ける範囲に

集まっています。また、黄福タクシー（低料金で利用できる交通手段）で集落と

西川地区を結んでいます。 

 しかし、人口減少や少子高齢化は現在も進んでいます。 

 このような、状況の中でみんながこの地域でいつまでも暮らして行くために 

み んなで  さ さえ合い  き ょうりょくする 地域づくりを進

めて行きたいと思います。 

健康で住みやすい・みんなが集い・つながりが持てる、地域づくり「あさひ生き

活き拠点づくり」を進めて行きたいと思います。 
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（２）方向性 

あさひ生き活き拠点は、行政・日常生活・観光交流のエリアを連携させ旭地域

の拠点づくりを行います。人口減少・少子高齢化が進み失われたつながりを集ま

る機会を増やすし、つながりを強くすることで補う取り組みを行います。成功の

“鍵”は健康づくりだと考えています。 

 

 健康づくりのエリアをつなぐ動線として、ウォーキングしてみたくなる取組

を考えています。 

例えば、エリアとエリアをつなぐ動線として「川を中心とした周遊歩道」、

「川を中心とした憩いのテラスウォーク」、「三休公園までの遊歩道」など 

あさひ生き活き拠点イメージ図 
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 また、健康づくりのエリアをつなぐ鍵として、みんな一緒に取り組めるスポ

ーツの推進を考えています。 

例えば、「4 世代スポーツといわれる卓球の推進」。卓球は、世代を関係なく

行えるスポーツとして行われているほか、プレイヤーは座った状態でホッケー

のよう音が鳴るボールを転がすスタイルで行うものもありデイサービスなどで

も行われています。「3 世代スポーツグラウンドゴルフ推進」屋外スポーツとし

て世代を超えた交流と健康づくりに効果的と考えられます。 
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（３）３つのエリア 

①三休公園を中心にしたエリア 交流・観光（民間活力導入） 

～5 年後に向けてどんな機能を維持するのか～ 

 交流人口増加や移住定住者の増加を目的とし来訪者が滞在できたり地域の人

と交流できたり地域の魅力を伝えたりなど、交流人口の増加を仕掛けるための

機能を維持します 

○取組を検討する事項 

 ■「民話館」大規模改修（宿泊） 

 ■「桜湖邸」普通財産へ変更 

 ■情報発信の仕組構築 

②西川商店街を中心にしたエリア 日常生活 

～5 年後に向けてどんな機能を維持するのか～ 

旭地域に暮らす人が安心して暮らすことのできる買物・交通・健康・生きがい

など日常を続けるための機能 

○取組を検討する事項 

 ■「西川コミュニティセンター」機能向上 

□■「空き家」リフォーム 

□■「空き店舗」活用 

□■担い手（移住者外）確保・育成 
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□■食をささえる取組 

③旭総合支所を中心にしたエリア 行政 

～5 年後に向けてどんな機能を維持するのか～ 

旭地域に暮らす人が安心して集まることができる行政・生涯学習・スポーツな

どの機能を集約した拠点となる施設 

○取組を検討する事項 

■「複合化施設」建築 

■「旭保健センター」大規模改修 

■「旭総合支所」除却（解体撤去） 

■「旭町民センター」除却（解体撤去） 

 

③旭総合支所を中心にしたエリアだけでなく、①三休公園を中心にしたエリ

ア、②西川商店街を中心にしたエリアを結んだ拠点づくりを進めていく中で、行

政と交流観光は性質的に整備が進みやすいと考えられるが住民が生活している

商店街を中心としたエリアはそこに住む人と話し合いながら進めることが重要

になってくると考えています。西川商店街には拠点の要素になる機能といわれ

る商店やガソリンスタンド、金融機関、病院、保育園、学校などがあります。「商

店街の機能はほとんど維持できていないで住宅地になっている」、「生活に必要

な機能の集積地区である西川地区と「（仮称）みらいモールあさひ（以下、モー
注 1 
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ル）に備える機能は密接に関係するため、西川地区の話は後回しにしてはいけな

い」、「みち停あさひは今後どうするのか」という意見もありました。しかし、具

体的な話は、自治会を中心にすすめ、必要に応じて委員会で話し合います。 

今回の 3 月報告では、まず①三休公園を中心にしたエリア及び③旭総合支所

を中心にしたエリアについて報告いたします。 

 

 

注１「（仮称）みらいモールあさひ」は、ワークショップ「あさひのみらいデザ

イン会議」で提案された旭総合支所周辺複合化施設の仮称です。 
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（４）拠点の場所について 

西川地区は、国の想定する最大級の災害が起こった場合の新しいハザードマ

ップの危険区域ですが、交通の便や将来人口などを考えるとやはり西川地区に

地域の拠点を整備していくことになると考えられます。 

施設の再配置を考えるときは土砂災害警戒区域などを避けて配置すべきと考

えます。 

 

現在（2015 年）の人口分布と公共施設の立地状況をみると、比較的人口が多く存在して

いる場所に公共施設が立地していることがみてとれます。 

資料：地図でみる統計（統計ＧＩＳ）注：2015年の人口は、国勢調査による。 

図 500ｍメッシュ人口（2015 年） 
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将来（2040 年）の推定の人口では、50 人以上を示す 500ｍメッシュの数は、少なくなっ

ています。 

資料：国土数値情報ダウンロードサービス（500ｍメッシュ別将来推計人口：H29 国政局

推計）注：2040年の推計人口は、2010年の国勢調査に基づく推計値による。 

 

  

図 旭総合支所周辺の土砂災害警戒区域 

図 500ｍメッシュ人口（2040 年） 
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（５）施設の場所について 

施設整備にあたり、災害時の対応について委員会でもさまざまな意見が出ま

した。ワークショップ「あさひのみらいデザイン会議」（以下、ワークショップ）

でモールは２階部分が一部しかないが、総２階としないでも避難所の観点から

も屋上に上がれるような設計にしてはどうか」という意見もありましたが、「雨

などによる浸水には早めの避難をすることができるが、突然起こる地震が怖い。

地震に強い平屋がよいのではないか」、「災害時の避難所機能をすべてこのモー

ルに背負わせることは難しい。各地区での避難所の体制を整えて、みんなの意識

を変えることも必要」という意見もありました。 

集まって利便性の良い通常の生活を送る場所と非常時に避難するべき場所を、

想定される災害ごとにそれぞれ考える必要があり、各地区での避難場所の整備

が必要であることを町へ要望します。また、町と協力して避難マニュアルを整備

することが必要だと考えます。 

今回の拠点整備では、西川地区だけにスポットが当たっているように感じる

ので、倭文西や江与味、垪和などの周辺のエリアがどういう風に地区と地区が結

びついていくのかを考える必要があります。「健康づくり」や「災害時の連携」

も取り入れながら結びつく力を強くする取り組みも検討が必要だと思います。 
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（６）耐震基準を満たさない施設の取り扱いについて 

「雨などによる浸水には早めの避難をすることができるが、突然起こる地震

が怖い」と意見があったことなどからもワークショップでの意見を踏まえなが

ら旧耐震の建物は早期に再配置することを要望します。 

 

（７）施設の機能について 

過剰なものではなく本当に必要な機能を持った旭地域にあった施設整備を望

みます。この地域の人の生活スタイルやニーズにあったものを望みます。もちろ

ん「3 歳から 90 歳までの人が集まって楽しい場所づくり」とワークショップで

話していたとおりバリアフリーなどユニバーサルデザインの採用をお願いしま

す。 

人が大幅に増えることは考えにくく、豪華でなくていいので、地域の身の丈に

合った、人が集まる場所ができればいいです。キラキラしていても中身が空っぽ

では意味がありません。人口減少等を考えると用途を簡単に変更できるような

建て方が望ましいです。また、外見を重視して特徴的な形にしてしまうと、メン

テナンスが大変なので、そういった面での負担がない形がよいと思います。しか

し、旭の特徴（桜など）を取り入れるような工夫をお願いします。 

委員の意見として、 

「専用の部屋とするよりも、多目的ホールの大・小をパーテーションで仕切っ
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て、どんなことにも使えるように」、 

「稼働率が上がるように」、 

「新しい施設が「無駄」と言われないように」 

という意見があります。 

しかし、その反面 

「頻繁に使用するので、パーテーションを移動させるのが大変」、 

「パーテーションでは防音が効くのか心配」、 

「多目的スペースではなく、区切られた会議室が１つは欲しい」 

という意見もあります。 

多目的利用が効率的であるけれども、専用に比べて不利なところがあります。

委員からの意見で「一日の中でも朝・昼・夕方で集まる人が変わるし、曜日によ

っても集まる人が変わる。ニーズは変わっていく。機能がニーズに合わせて変わ

っていくようにしてはどうだろう」とありました。地域のニーズに合わせて工夫

が必要だと思います。 

ワークショップでモールに飲食店やコンビニ、コインランドリーなど民間の

出店を望む声が多数ありましたが、現時点で農協が入居を表明してくれている

のみです。西川には商店があるため、新しく入ってもらうのは、なかなか難しい

との委員からの意見もありますが、引き続き民間への呼びかけは続けて行くこ

とを望みます。 
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診療所をモールの中に入れる案もあったが、「医師がいない。診療所を何年先

まで維持できるかわからない」など、難しい問題があると役場から説明を受けて

います。確かに、ワークショップの資料によると地区診療所を維持するための周

辺人口は 5 千人とありました。しかし、診療所はこの地域に住む住民の命を守

る大切な施設です。この地域で診療所を維持することは困難なことは分かりま

すが、診療所の維持を要望します。 

役場のスペースは今と比べると狭くなるが、今の支所の職員数が十分入るス

ペースを確保していると聞いています。旭出身の職員を支所に配置する配慮も

してほしいと要望します。 

会議室は２階よりも１階にあった方が使用しやすい（エレベーターがあった

としても）など意見もありました。そのほか、ワークショップの意見をもとに旭

地域にあった規模配置をご検討願います。 

モールに児童館機能を持たすことについて、次のような意見がありました。 

・このエリアで児童館を２つ維持できるか町全体での数も適当かを考える必要

がある。 

・子供のことも考えないといけないが、子供はどんどん少なくなるので、高齢者

のことをもっと考えた方がよいのではないか。 

・これからの人を育てたい、保護者を育てたいと思うのであれば、児童クラブに

して自分たちの課題を自分たちで解決できるシステムにしていくべきではない
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か。 

・夕方の利用がほとんどの児童館または児童クラブがモールの一部を占有して

しまうと、これらのサービスを受けられない人からするとずっと空いているス

ペースになる。使っていない時間がある児童館等をモールに含めるよりは、空き

家などを改装して自分たちの力でやる方が理想的。なんでもサービスでやって

しまうと大人が育たない。 

・児童館を置くにはこの場所では狭いし、他の部分（ 図書館など）に迷惑がかか

るので難しいのでは。独立したものにして、ここにはないほうがよい。 

・夕方稼働の児童館の場所について、日中は乳幼児をもつ保護者の集う場所にし

てはどうか。 

・美咲町で児童館のあり方等を考えていかなければならない。本来の児童館、児

童クラブを大人に見せていく必要がある。 

など 

美咲町の子どもたちの放課後のあり方、図書館のあり方を今一度検討してい

ただきモールの機能に反映していただきたいと考えています。 

新しい建物を造ったら、古い建物どうするのかという問題が出てきます。残っ

た建物をどうするか決めてから、新しい建物と並行して考えていかなければな

らないことを決めて進めることをお願いします。また、セキュリティや管理の問

題も十分検討願います。 
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モールができたときの管理について、地元住民による指定管理制度の導入な

どで、民間活力を活かせる方法を検討してください。地元住民団体でないと考え

つかないこともあります。自由な発想力のもと生き活きとした場所づくりをお

願いします。 

 

（８）三休公園について 

生き活き拠点としての連携だけでなく、町外の人々とのつながりをつくるエ

リアとして次の取り組みを考えています。町においても指定管理者への協力を

お願いします。また、指定管理者からの要望をもとに必要な修繕実施や町外の人

が訪れやすい環境づくりお願いします。 

・民間や町外の人からの（ ここでこんなことしたい」とか、 これこうやってみ

たら」などアイデアを積極的に取り入れ住民とともに協力します 

・この素晴らしい桜と湖の景色を、ここでしかできない楽しみかたで提供してい

きます 

・（ 健康と笑顔」の提供できる場所をつくります 
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４．学識経験者等からの提言 

元「国土交通省「都市のリノベーションのための公的不動産活用検討委員会」委員 

 井上昇 様 

【公共施設の更新をするということ】 

 一昔前までは、公共施設はなぜか２、３０年くらいで建替えればいいという

考えが主流で、酷い自治体では、竣工図さえ残っていないという例が多々あり

ます。ところが、人口が減少し、地方自治体の財政状況も悪化し、国も頼りに

ならいという状況で、公共施設については、既存の建物を延命化するという考

え方にシフトしました。延命化は日常の維持管理を適切に行っていないと、想

像以上に費用が発生し、結果的にはＬＣＣ（建物の生涯費用）は嵩み、費用対

効果も期待ほどではありません。公共施設の更新に際しては、意匠的に奇抜な

ものは避け、維持管理のし易い建物、用途変更のし易い建物とし、最低でも60

年は機能的に満足のできる状態を保持し、目指すは100年を目標とする建物と

するべきだと考えます。 

 

文部科学省認定（財）日本体育協会上級スポーツ指導者 

 上原明恵 様 

「（仮称）みらいモールあさひ」にスポーツが出来るスペースを確保すると

言うことは、地域の皆さんにスポーツの力でコミユニケーション能力の向上
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や、活性化を図ることが出来ます。全国にはスポーツでデイサービスを行って

いる所もあるように、健康にも役立ち、世代を超えたコミユニケーションも取

れます。特に卓球はネットを使ってラリーを楽しむ他、転がして複数人でバレ

ーやゴールを決めてホッケーなども出来、たくさんの世代で楽しむことが出来

ます。若い世代は技術の向上やチームワークを育て、年配の方には健康増進に

繋がり｢みんなで ささえあい きょうりょくする｣と言うスローガンに適したも

のになると思います。 

 

NPO法人みんなの集落研究所 

 阿部典子 様 

本取組には他ではなかなか真似できない２つの大きな意義を感じます。一つ

目は「あさひ生き活き拠点づくり」の拠点として西川の今後の在り方を旭地区

の3歳から100歳の方々と「あさひみらいデザイン会議」を重ねてアイデアを出

してこられたことです。 

国の示す「小さな拠点」の考え方は、将来にわたって地域住民が暮らし続け

ることができるよう、地域に必要な機能・もの・ネットワークを考えていく必

要があるというものです。そのためには、他の誰でもない、ここに暮らす人自

身が、自分たちの未来のために、自らの課題意識とその解決方法や未来に向け

た希望を共有することが必要です。このデザイン会議に来られない方のための
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ヒアリングも行ってきました。 

もう一つは旭地区のまちづくりの方針を「みんなで ささえあい きょうり

ょくする」という方向性のもとに、拠点として西川の３要素(①生活 ②交流・

観光 ③行政)を複合的に組み合わせて展開していくためこの要素に関わる多様

な方々「旭みらいデザイン検討委員会」として計画策定のために議論を重ねて

こられたことです。災害時の地域間の助け合いや周辺地域として西川に求める

機能などの周辺地域からの実質的で積極的な意見も挙がりました。 

また、実行に向けては地域住民自らが地域課題の解決に向けた多機能型の取

組を持続的に行うための組織が必要(地域運営組織)の形成が不可欠です。この

点においても美咲町はさらに各まちづくり協議会を中心とした小規模多機能自

治の取組をすすめており、今後の連携が楽しみです。 

今後もこうした話し合いを通じて、それぞれの立場の人がそれぞれに課題や

資源やアイデアを出し合って「みんなで ささえあい きょうりょくする」拠

点づくりに協力していきたいと思います。 

 

アドバイザー 

 神原孝行 様 

旭みらいデザイン検討委員会の委員長、副委員長及び委員の皆様、今年度の検

討委員会活動大変お疲れさまでした。この委員会を通じて感じたことを一言述
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べさせ頂きます。 

記 

地域づくりのコンセプトから施設の機能に至るまで、今回、皆様で検討を進め

てきた内容で、既に目指すべき方向性がでており、このまままとめ上げることで、

みんなでささえ合い、協力する地域づくりの拠点ができるものと期待していま

す。 

一方で、現時点でベストと思っていることも、未来の予測を完璧に行うことは

不可能ですし、環境はどんどん変わっていきます。拠点施設を整備し、運用を開

始した後に、何らかの不都合が生じたときに、それに柔軟に対応できるように、

施設であれば提供する機能（サービス）を簡単に変更できような仕組みが必要で

すし、また、それをプロデュースする本委員会のようなチームの存在が不可欠と

考えます。 

進むべき方向性が当初と変わったときに、地域の皆様の心がこの拠点施設か

ら離れてしまうことは避けなければなりません。 

整備の順番としては、三休公園を中心としたエリア（交流・観光）と、西川商

店街（日常生活支援機能）について常に念頭におきつつも、先ずは、旭総合支所

を中心としたエリアの拠点整備を進め、地域の中核機能を早期に実現すること

が、他の２つのエリアの活性化、ひいては関連地域への波及効果も期待できるも

のと思います。 
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この地域づくりが、中心となって微笑みの輪が広がっていくことを心より祈

念致します。 

以上 

 


