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　社会経済状況の急激な変化や地方分権の進展のもと、市町村行政を取り巻く情勢は
大きく変化しています。今日、市町村には多様化・高度化する住民ニーズに対応し、
迅速かつ効果的なサービスを自らの責任と判断で住民に提供していくことが求められ
ています。グローバル化が進む社会環境にあって、市町村が海外の先進事例に学び、
また、国際感覚とともに幅広い見識と柔軟な発想をもった人材を育成していくことの
意義もあらたに問われています。
　（財）大阪府市町村振興協会では、各種の研修とともに昭和 63 年度から海外研修を
実施しています。海外研修は、諸外国の先進事例等について調査研究することにより、
市町村の施策への反映の一助とすること及びこれからの自治体職員にふさわしい国際
的視野と見識を併せ持った人材を育成するとともにネットワークの構築やコミュニケ
ーション能力の向上を計ることを目的としています。
　今年度は「コンパクトなまちづくり」をテーマに９月 30 日から 10 月８日までの９
日間、イギリスを訪問いたしました。わが国においても、地方都市における中心市街
地の空洞化や郊外の無秩序な開発等が大きな問題となっており、地域の実態に即した
対策が求められています。こうしたなか、英国のコンパクトシティ政策の事例につい
て、実際に現地を訪問し、詳しく学べたことは研修生にとって非常に有益なことであ
ったと思います。
　現地での研修は、おおむね天候にも恵まれ、研修生の熱心な取り組みと事前研修で
の十分な準備によりスムーズに行うことができました。また、訪問先では、多くの人々
に接するとともに異国の風土、文化に直接触れることができ、文献等では得られない
貴重な体験を得ることもできました。
　研修生の皆様には、今回の成果と貴重な体験を活かし、地域住民の生活向上や福祉
の増進に向け、これからの市町村行政の推進役として、より一層ご活躍されることを
心より期待いたします。
　最後に、今回の研修に数多くの指導助言をいただいた海道清信先生（名城大学都市
情報学部教授）をはじめ、現地研修で熱心にご説明やお世話いただいた方々、また、
事前、事後を含め９ヶ月にわたる研修にこころよく送り出していただいた職場の皆様
方に厚くお礼を申し上げ、ご挨拶といたします。

団長あいさつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 21 年度市町村職員海外研修

団　長　　伊　東　俊　明
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　本報告書では、英国におけるまちづくりに関する用語や制度を紹介しており、その中で使用している主
な用語の意味は、以下のとおりです。

ATCM（Association of Town Centre Management）

　TCMの全国組織として情報提供、研修、指導、人材育成などの諸活動を支援する組織。

BID（Business Improvement Districts）

　ビジネス改善地区。中心市街地活性化の手法のひとつで、商業・ビジネス環境と公共空間にプラスとな
るプロジェクトを確立し発展させるための、「地方自治体」と「地元ビジネス・コミュニティ」によるパー
トナーシップである。英国では、BID区域の事業者から負担金として一定額を徴収し、その資金を直接地
域の活性化に活用している。

CCTV（Closed Circuit Television）

　防犯・監視のためのカメラシステム。英国では設置数が400万台を超えると推定されている。

LRT（Light Rail Transit）

　低床式車両の活用や軌道・電停の改良による乗降の容易性、定時性、速達性、快適性などの面で特徴を
有する次世代型路面電車システム。我が国では、平成18年に富山市で初めて本格的に導入された。

TCM（Town Centre Management）

　都市中心部での都市活動の空洞化、中心市街地の衰退に対処するため、中心市街地の再生に関わる多様
な関係者で構成される官民パートナーシップ組織。メンバーとしては地方自治体、警察、小売商、飲食店、
地元企業、金融機関、輸送機関、地権者、各種医療機関、弁護士や会計士、大学、さらにNPO、地域住民
団体などがある。

TMO（Town Management Organization）

　中心市街地における商業集積を一体として捉え、業種構成、テナント配置や基盤整備などを総合的に推
進し、一体的かつ計画的な整備を運営・管理するタウンマネージメントの実施主体となる組織。我が国では、
中心市街地活性化法における「認定構想推進事業者」がこれに当たる。

インナーシティ

　都市中心部、旧市街地の概念で、都心部や都市の旧市街地のこと。欧米大都市では、居住者が低所得者
やマイノリティで多数を占めることによりスラム化が進行し、社会問題化している。

用　語　集



コンパクトシティ

　都市中心部に様々な機能を集約し、市街地をコンパクトな規模に収める都市形態。都市機能を徒歩や自
転車で移動できる範囲に集約することで、自然環境や文化遺産の保護、地域コミュニティー創出など少子
高齢化社会への対応を図ることが主な目的である。

ショップモビリティ

　市街地中心部にある事務所や店舗等に電動スクーターや車椅子などの移動用機器を備え、常時又は一時
的に、自力での移動が困難な人（高齢者・障がい者など）に貸し出すシステム。移動用機器の多くは駐車
場の近くに設置されている

パートナーシップ

　我が国では協力関係の意味で使われるが、英国では異なる組織が共同で事業を行うための組織を意味す
る。また、短期間の事業を協働で行う場合などでも使われる。行政の分野では、保健、教育、雇用、犯罪防止、
地域振興など分野ごとのパートナーシップや、分野を超えたパートナーシップが組織されている。

ブーツ（Boots）

　ノッティンガムに本社を置く、英国の大手ドラッグストアチェーン。

マークス＆スペンサー（Marks ＆ Spencer）

　ロンドンに本社を置く、英国内で600店舗以上を展開する大手小売事業者。

貨幣（英ポンド）の円換算について

本報告書では、１ポンド＝ 143 円　で換算しています。
（外務省ホームページ　2009 年 10 月１日時点）
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現地調査の概要
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行　　 程 　　図

平成 21 年９月 30 日（水）～ 10 月８日（木）9 日間

ロンドンロンドン オランダオランダ

バーミンガムバーミンガム

研修日程概要

視察調査先

月日（曜） 都 市 発 着

９月 30日（水）
関 西 空 港 発
アムステルダム経由	
バ ー ミ ン ガ ム 着

10 月１日（木） バ ー ミ ン ガ ム

10 月２日（金） バ ー ミ ン ガ ム

10 月３日（土） バ ー ミ ン ガ ム 発
ロ ン ド ン 着

10 月４日（日） ロ ン ド ン

10 月５日（月） ロ ン ド ン

10 月６日（火） ロ ン ド ン

10 月７日（水） ロ ン ド ン 発
アムステルダム経由

10 月８日（木） 関 西 空 港 着

日　　時 Ａ　班 Ｂ　班

10 月１日（木）
バ ー ミ ン ガ ム・ シ テ ィ・ セ ン タ ー・
パ ー ト ナ ー シ ッ プ（BCCP）・
ブ レ ン ド レ ー プ レ イ ス

バ ー ミ ン ガ ム・ シ テ ィ・ セ ン タ ー・
パ ー ト ナ ー シ ッ プ、 ブ リ ン ド リ ー
プ レ イ ス、 ジ ュ エ リ ー ク オ ー タ ー

10 月２日（金）
ノ ッ テ ィ ン ガ ム 市 庁 舎
ノ ッ テ ィ ン ガ ム 市 街 地 視 察

CV ONE 社 及 び コ ベ ン ト リ ー 市 役 所

10 月３日（土） 現 地 講 演 会（ ロ ン ド ン ）・ 現 地 視 察（ レ デ ィ ン グ ）

10 月５日（月）
住 宅・ コ ミ ュ ニ テ ィ 庁（HCA）
グ リ ニ ッ ジ・ ミ レ ニ ア ム・ ヴ ィ レ ッ ジ

ロ ン ド ン 市　 ホ ル ボ ー ン 地 区

10 月６日（火）
グ レ イ ブ ス ハ ム 市 ビ ジ タ ー セ ン タ ー
ブ レ イ ブ ス ハ ム 市 街 地 視 察

ク ロ ウ リ ー 市
セ ン ト ラ ル サ セ ッ ク ス カ レ ッ ジ
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現地調査の概要

訪 問 日 2009年10月１日（木）

訪 問 都 市 バーミンガム市

現 地 調 査 先
バーミンガム・シティ・センター・パートナーシップ
（BCCP）

現地調査先の概要
バーミンガム市　人口101万200人（2007年現在）
周辺７つのカウンシルを合わせた都市圏では300万人近くで英国第２
の規模である

調 査 概 要
（1）	 研修テーマ

バーミンガム市の都市再生

（2）	 調 査 目 的 官民協働のまちづくり

（3）	 調査先の背景

イギリス第２の都市圏であるバーミンガム市では、主要産業であった
製造業が1970から80年代に大崩壊し、シティセンターも衰退した。そ
こで市が中心となり関係機関とBCCPを設立し、センターシティの活
性化を目的とした再開発を行っている。

（4）	 調査先の施策
中心市街地を住民や労働者、企業、訪問者にとって生活しやすい環境
にすることを目指し、清掃や安全の確保、複合機能エリアの形成等幅
広い活動を行っている。

（5）	 施策の効果
中心市街地の再開発を進めることで、オフィススペースの供給は質量
ともに改善され、高次の専門サービスを誘致する受け皿になった。

（6）	 今 後 の 問 題
再開発にかかる費用補助の期間が終了し、今後事業継続していく費用
の捻出と雇用機会の増加をどうするか。

Ａ　班
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訪 問 日 2009年10月１日（木）

訪 問 都 市 バーミンガム市

現 地 調 査 先
バーミンガム市の中心市街地
（ブロード・ストリートBID）

現地調査先の概要

バーミンガム市の官と民によって構成されるタウンセンターマネージ
メントであるバーミンガム・シティ・センター・パートナーシップ
（BCCP）が主体となってBID（ビジネス改善地区）を設立することに
より、中心市街地の活性化に成功している。

調 査 概 要
（1）	 研修テーマ

バーミンガム市における中心市街地活性化の取り組み
～ブロード・ストリートBID地区事例～

（2）	 調 査 目 的
英国において、2004年に成立したBID法を受けて導入されているBID
による中心市街地活性化策について調査

（3）	 調査先の背景
BCCPが主体となって進めてきた中心市街地の活性化では、長期的に
安定した財源を確保しにくいという問題があったことから、2005年に
バーミンガム市で最初のBIDを立上げた。

（4）	 調査先の施策
BID法に基づくBID負担金により安定的な財源を確保し、マーケティ
ングやPR活動、ビジネスプロモーション、清掃、安全性の確保など
実施事業は多岐にわたる。

（5）	 施策の効果

BIDが実施する事業は来訪者の評価も高く、従来バーミンガム市が
持っていた「暗い・汚い・危ない」などというイメージを払拭し、魅
力ある街へと再生した。この成功は隣接する地域へ波及し、現在では
３つのBIDが設立し、2011年には、さらにもう１つ新たにBID 地区を
設立する予定である。

（6）	 今 後 の 問 題
複数あるBID 間の事業調整や2011年設立予定の「サウスサイドBID」
立上げに向けての活動。
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訪 問 日 平成21年10月２日（金）

訪 問 都 市 ノッティンガム市

現 地 調 査 先 ノッティンガム市庁舎

現地調査先の概要
イングランドの中央に位置する人口約28万人の地方中核都市で、郊外
を含めたエリアは大ノッティンガムと呼ばれ、人口70万人を擁する。
商業力は英国でトップ５に入り、商圏人口は200万人以上を誇る。

調 査 概 要
（1）	 研修テーマ

ノッティンガム市の中心市街地活性化について

（2）	 調 査 目 的
ノッティンガムにおけるまちづくりの施策及び都市デザイン向上の効
果について学ぶ。

（3）	 調査先の背景
中心市街地活性化に最も成功した都市と言われ、めざましい成果をあ
げている。

（4）	 調査先の施策
「シティ 2000年戦略」による中心市街地活性化施策。
「デザイン・ノッティンガム」による都市デザインの向上。

（5）	 施策の効果
中心市街地への企業誘致、歩行者専用区域化の促進、住宅供給の推進、
駐車場の整備、犯罪の減少等、効果をあげた。

（6）	 今 後 の 問 題
さらなる企業誘致
中心市街地への住宅供給
都市デザインの向上
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訪 問 日 2009年10月２日（金）

訪 問 都 市 ノッティンガム市

現 地 調 査 先 ノッティンガム市の中心市街地

現地調査先の概要
・イングランドのほぼ中央に位置するイースト・ミッドランド地方の
主要都市で人口は約28万人
・ロビン・フッド伝説の地としても有名

調 査 概 要
（1）	 研修テーマ

ノッティンガム市の中心市街地活性化における人最優先のまちづくり

（2）	 調 査 目 的

高齢社会や旧市街地の衰退などの課題に対しコンパクトなまちづくり
の考え方があるが、その先進都市であるノッティンガムを対象に歩い
て暮らすことができるまちづくりについて調査し、府内都市のまちづ
くりに活かす。

（3）	 調査先の背景
ノッティンガムの近郊に、英国最大級の大型ショッピングセンターの
建設計画が持ち上がり、これに打ち勝つために魅力的な中心市街地に
再生する必要があった。

（4）	 調査先の施策
・安全で快適な歩行空間の整備
・積極的な交通システムの整備

（5）	 施策の効果

・交通事故の減少
・交通渋滞の抑制
・公共交通利用者数の増大
・排気ガスの減少

（6）	 今 後 の 問 題

・路面電車（NET）の路線拡張
・駐車場（パーク＆ライド）の整備
・交通渋滞の解消
・さらなる歩行者優先の取り組みの推進
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訪 問 日 2009年10月５日（月）

訪 問 都 市 ロンドン

現 地 調 査 先
住宅・コミュニティ庁
（Homes	and	Communities	Agency）

現地調査先の概要
住宅・コミュニティ庁は、コミュニティ・地方自治省が所管する非省
公共団体であり、中央政府のコミュニティ政策を実現するための住宅
施策や都市再生事業を実施している。

調 査 概 要
（1）	 研修テーマ

住宅・コミュニティ庁の存在意義とその取組

（2）	 調 査 目 的
住宅・コミュニティ庁が都市再生に関してどのような取組を行ってい
るのかを調査することにより、英国の目指す都市再生のあり方につい
て学ぶ。

（3）	 調査先の背景 都市再生事業に関して中央政府が果たす役割

（4）	 調査先の施策
地方自治体における地域再生事業や住宅再生事業に対し、補助金の交
付や技術的支援を行い、また、独自に都市再生事業を実施している。

（5）	 施策の効果
ミレニアムヴィレッジプログラムによる住宅開発やグリニッジ半島で
の大規模再開発等による都市再生事業、国民に対する住宅取得事業等
で効果を挙げている。

（6）	 今 後 の 問 題
政権交代に伴う政策変更による事業形態の大幅な見直しが予想され
る。
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訪 問 日 2009年10月５日（月）

訪 問 都 市 ロンドン

現 地 調 査 先 グリニッジ・ミレニアム・ヴィレッジ

現地調査先の概要

ヨーロッパ最大のガス会社跡地である、グリニッジペニンシュラ再開
発地区121haの一部で約29ha。
イングリッシュ・パートナーシップにより都市再生が進められてきた
が、現在その機能をホームズ・アンド・コミュニティーズ・エージェ
ンシーに移している。

調 査 概 要
（1）	 研修テーマ

イングリッシュ・パートナーシップ（現ホームズ・アンド・コミュニ
ティーズ・エージェンシー）のモデル開発地区視察

（2）	 調 査 目 的 持続可能な環境とコミュニティへの配慮について調査する。

（3）	 調査先の背景
都市再生だけでなく、職業訓練や社会経済活動、環境への配慮、コミュ
ニティの再生を目指している。

（4）	 調査先の施策
アーバン・ヴィレッジ構想により、都市に村のようなスケール感と親
密さを求め、基本的に車を使用せず、様々な階級の人々が一緒に住み、
用途が混合するコミュニティを形成している。

（5）	 施策の効果
住宅建設については、環境に配慮したものを求め、業界水準を向上さ
せている。また、自然環境と融合した快適な住空間を整備することで、
社会階級の異なる住民間で良好なコミュニティ形成がなされている。

（6）	 今 後 の 問 題
政府の機関であるため、民間支援による業界全体の水準引き上げも必
要である。そのため、再開発におけるスキルを身に着けるキャリアづ
くりが求められている。
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訪 問 日 2009年10月６日（火）

訪 問 都 市 グレイブスハム市

現 地 調 査 先 グレイブスハム市ビジターセンター

現地調査先の概要

人口97,000人
首都ロンドンから東へ40km
ロンドンから鉄道を利用した通勤圏内であるため、近年、ロンドンに
勤務する住民の転入が増えている。

調 査 概 要
（1）	 研修テーマ

グレイブスハム市の中心市街地活性化について

（2）	 調 査 目 的
英国でも、成功事例として評判であるグレイブスハム市のTCMの取
り組みについて学ぶ。

（3）	 調査先の背景

過去はロンドンとつながる水上交通の要所として、水運、セメント、
製糸業などが盛んであったが、現在それらの産業は衰退したため、
TCMが街を一体的にマネジメントすることで、工業都市から商業都
市への変貌を図っている。

（4）	 調査先の施策
TCMが中心市街地に様々な種類の大型店と小型店をバランス良く配
置し、中心市街地を回遊性のあるショッピングセンターとなるように
整備をすすめた。

（5）	 施策の効果
買い物客の満足度を向上させ、郊外大型店に負けない魅力の創造に成
功した。

（6）	 今 後 の 問 題
周辺地域の買い物やサービスの中心地として、引き続き振興し続ける
こと。
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訪 問 日 2009年10月６日（火）

訪 問 都 市 グレイブスハム市

現 地 調 査 先 グレイブスハム市の中心市街地グレイブスエンドの街並み

現地調査先の概要
首都ロンドンから東へ40km
テムズ川に面した人口９万7,000人のまち
ユーロスターでロンドンまで17分、パリまで２時間で結ばれている

調 査 概 要
（1）	 研修テーマ

地域の資源を活用したまち再生の取り組み

（2）	 調 査 目 的
ロンドン近郊の小規模な衛星都市のコンパクトなまちづくりの取り組
みを、良く似た環境にある府内都市のまちづくりに活かす

（3）	 調査先の背景
市の反対にもかかわらず、ヨーロッパ最大級のショッピングセンター
２か所が国の許可を受けて近郊に開設されたことで、中心市街地が衰
退の危機にあった

（4）	 調査先の施策

・歩行者専用区域の導入
・タウンセンターマネジメント（TCM）の導入
・歴史的遺産（ヘリテージ）の外観修復事業
・花いっぱい運動

（5）	 施策の効果
・中心市街地の賑わいを創出
・数々の施策でまちが良くなることを実感する市民が自発的にまちづ
くりに参加するサイクルができつつある　

（6）	 今 後 の 問 題
・寂れたハイストリート（伝統的な繁華街）の再生
・ユーロスター開通に伴って流入する新住民と旧住民の融合・交流
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訪 問 日 2009年10月１日（木）

訪 問 都 市 バーミンガム市

現 地 調 査 先
バーミンガム・シティ・センター・パートナーシップ
（BCCP）、ブリンドリープレイス、ジュエリークオーター

現地調査先の概要

人口　約100万人（英国第２の都市といわれる）
18世紀の英国における産業革命の先駆けとなり、経済の土台を作る。
第二次世界大戦でターゲットとなり、街のほとんどが全焼。
被害がなかった地域では昔のままのゴシック調の建物があり、古い伝
統と近代文化が混在している。

調 査 概 要
（1）	 研修テーマ

バーミンガム市の都市再生

（2）	 調 査 目 的
衰退した中心市街地、インナーシティの再生方法を探る
官民協同のまちづくり
まちの特色を生かしたまちづくり

（3）	 調査先の背景

19世紀には「1,000の職業がある」の別名があったほどの工業都市だっ
た。20世紀後半に経済活動が停滞し、自動車等の従来型の製造業は
1970から80年代に崩壊し、シティセンターも衰退した。そこで市が中
心となり関係機関とBCCPを設立し、シティセンターの活性化を図っ
ている。再開発には市だけでなく、民間のディベロッパーがマスター
プランをひき、取り組んだ英国最大規模の再開発の一例。

（4）	 調査先の施策

都市計画で投資家に魅力的なまちづくりを提案して企業誘致し、中心
市街地を企業・市民・観光客等が生活しやすい環境となるようパート
ナーシップやBIDなどの官民協働により、清掃や安全の確保、複合機
能エリアの形成等幅広い活動を行っている。

（5）	 施策の効果

企業誘致に成功して、財務・専門サービス従事者が働く市街地となり、
歩行者優先の良質な空間は企業・市民・観光客などバーミンガムに関
わる全ての人が恩恵を受けている。運河や宝石街などの歴史遺産もう
まく取り入れ、中心市街地の核を広げて再生をしている。

（6）	 今 後 の 問 題

今後20年間のバーミンガムについては、ビッグシティプランの中で市
中心部を広げることを目的としている。すでに、人口増加による住宅
供給や雇用確保が問題となっており、多種多様な人種いることから、
これらの解決はより複雑化している。

Ｂ　班
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訪 問 日 2009年10月２日（金）

訪 問 都 市 コベントリー市

現 地 調 査 先 CV	ONE社、コベントリー市役所及びコベントリー市街地

現地調査先の概要

コベントリー市はロンドン北西部約140㎞に位置しており、人口は約
30万人の国内で９番目に大きな都市である。この街はかって毛織物業
や時計産業で栄えていたが、現在は自転車、自動車産業等の工業都市
である。

調 査 概 要
（1）	 研修テーマ

都市再生における行政と民間との協働について

（2）	 調 査 目 的
コベントリー市と民間会社であるCV	ONE 社の取組み実例から行政
と民間との協働における成功要因を学ぶ

（3）	 調査先の背景
1980年代より投資不足や市民の信頼感低下等から中心市街地は大きく
衰退した。それらを再生すべく1985年にタウン・センター・マネジメ
ントを設立し、様々な経過を経て2002年にCV	ONE社が設立された。

（4）	 調査先の施策
CV	ONE社における施策としては中心地市街地管理やBIDの取り組み
があげられる。コベントリー市における施策としては将来のまちづく
りを計画し、実行していくという事があげられる。

（5）	 施策の効果
行政、民間とお互いの役割分担を明確にしている事で互いの強みを活
かし、施策を協働で行う事で大きな成果をあげている。

（6）	 今 後 の 問 題
都市再生を行う上で成功する要因の一つとして「人材」の必要性があ
げられる。コベントリー市に限った事ではないが優秀な人材確保や人
材育成をいかに継続して行っていくかが重要な課題であろう。
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訪 問 日 2009年10月５日（月）

訪 問 都 市 ロンドン市

現 地 調 査 先 ロンドン中心部業務地区　ホルボーン地区　BID地区（イン・ホルボーン）

現地調査先の概要

ホルボーンは、ロンドンの中心部に位置する業務地区であり、地域管
理は、「イン・ホルボーン」を運営組織とするBIDを2005年から導入
している。ストリートレンジャーやサポートオフィサー（警察補助官）
を常駐させ、街の安全安心を確保するなど地区内や来訪者に対し様々
なサービスを提供している。2010年にはBIDの導入後５年が経過する
ことから事業継続の可否が投票で審議されることとなる。

調 査 概 要
（1）	 研修テーマ

タウンマネジメントの持続可能性を求めて

（2）	 調 査 目 的
日本では馴染みの薄いBIDによる地域管理手法を、実際に街を歩きな
がら、制度・提供するサービス・事業者との連携方法、効果や日本で
の適用の可能性等を視察する。

（3）	 調査先の背景

世界都市ロンドンの中心部に位置する業務地区であり、文化施設や商
業施設集積地に近接している。３年後の五輪は、報道拠点としてさら
に発展するチャンスと考えられている。
交通網の中心にも位置し、便利な反面、過密になり混雑が激しいこと
や来訪者への案内が無かったことなどの地域課題も抱えていた。

（4）	 調査先の施策

安全・安心の取組みの他、リサイクル、環境改善などを提供している。
また、個人ではなくBIDという組織化された利点を活かした購買権（共
同購入事業）や交通改善のためにロンドン交通局との協議を行う他、
地区内の事業者以外の来訪者に対して美術館めぐりのツアーや道案内
などのサービスも提供している。

（5）	 施策の効果

警察補助官等の配備で犯罪の抑止力が大きく働き、地区内の事業者の
96％に安全な地区と認識された。BIDの交渉力で交差点改良の実施や
地下鉄新線が当地に乗り入れられることで過密な交通網が改善され
た。共同購入により、安価に水道等の調達が可能となった。この地区
のインフォメーションがロンドン観光局の公式の案内所に認められた。

（6）	 今 後 の 問 題
・５年経過後の事業継続の可否
・どのようなサービスを提供し地区内事業者や来訪者の満足度を向上
させるのか
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訪 問 日 2009年10月６日（火）

訪 問 都 市 クロウリー市

現 地 調 査 先
クロウリー市タウンセンターパートナーシップ（TCP）
職業訓練施設（セントラルカレッジ）

現地調査先の概要

人口10万人。ロンドンから45㎞南に位置し、第２次大戦後にニュータ
ウンとして発展。60年前は人口１万人弱であった。市の北にガトウィッ
ク空港があり、景気後退後の今でも失業率３％と経済的には安定して
いる。

調 査 概 要
（1）	 研修テーマ

クロウリー市の新しいまちづくり

（2）	 調 査 目 的
ニュータウン開発のより発展したクロウリー市の現状と課題、それら
を改善するための施策について調査する。

（3）	 調査先の背景

ガトウィック空港関連産業とIT産業が盛んで、市内への通勤人口は
ロンドンに次いで多い。しかしながら、小売業は比較的低調であり、
課題となっている。また、州内でも進学率が低く、労働者の技能が高
くないことを課題として捉え、「雇用」を市の戦略に位置付けている。

（4）	 調査先の施策

行政主導でTCPの設立が進められ、「マーケティング」、「環境」、「技能」
という部会を設置してまちづくりに取り組んでいる。課題である小売
業、住民の技能向上を図るため、大学、企業、住民とのパートナーシッ
プによる施策展開を行っている。

（5）	 施策の効果

開発区域が制限されているため、施設のスクラップ＆ビルドにより、
市街地の活性化が図られ、小売業活性化のため積極的にイベント展開
を行っている。カレッジやTCPが連携し職業訓練に取り組み、英国政
府の認証を得たことから、総合大学誘致の最終候補地になった。

（6）	 今 後 の 問 題

昨年からの世界経済同時不況の影響は比較的に小さいものの、減退傾
向にある購買意欲を活性化させること、また技能向上のため、教育機
関との連携をより深め、現在進めている総合大学の誘致が実現できる
かが課題。
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おわりに



Ａ班　海外研修

20

　「これからも安心して住み続けることができる
か？」との問いに、迷わず「はい」と即答できる
住民はどのくらいいるだろう。環境や経済といっ
た社会構造そのものが変化しているにもかかわら
ず、生活実態に都市構造が追いついていないこと
から、多くの住民がまちの将来に漠然とした不安
を持っているのではないか。
　これまで我が国では、高度経済成長期の人口増
加とそれに伴う急激な都市化により、また、これ
にあわせて自動車交通を優先した都市基盤整備が
進められてきたことにより、市街地の拡散を続け
てきた。
　一方、2008年の合計特殊出生率が1.37にとどま
り、高齢化率が20％の大台に乗るなか、経済分野
においても労働人口の減少や中国・インドなど新
興国の台頭でその地位は低下している。
　右肩上がりの経済成長が終わり、自動車等の移
動手段を持たない高齢者がますます増加する中、
暮らしに身近な中心市街地が空洞化し、学校では
空き教室が増加している。しかし、一度整備した
都市形態の転換は容易ではなく、それが暮らしに
くさにつながっている。
　成熟社会を迎え、都市の持続性を求めるなか、
中心市街地をどのように再生していくかという、
都市計画の方向性や都市のあり方そのものを再考
する時代に入った。2006年には、まちづくり三法
の改正により「コンパクトなまちづくり」と「中
心市街地の活性化」を進めることが国の方針とし
て明確に示されたが、具体的な手法については手
探りの状態といってよい。
　今回、研修に参加した各自治体においても地場

産業の衰退やスプロール化などが原因で中心市
街地が活気を失い、又は失いつつあることから、
1960年代から都市再生に着手している英国の事例
を調査し、具体的な手法と成果について様々な視
点から検証することとした。
　英国では、産業構造が製造業から都市型経済に
移行していく中で、成熟した社会の持続性を実現
するため、「コンパクトなまちづくり」に取り組
んでいる。
　また、従来から英国にある、伝統や歴史を大切
にする精神を土台として、「ひと」を中心に据え
た手法も取り入れている。今回我々が考察した英
国の都市再生手法のいくつかを紹介する。
●分散的な郊外開発を抑制するためのグリーンベ

ルトによる「土地利用規制」
●アーバンヴィレッジ構想や既成市街地の優先的

開発、既存建物のコンバージョンなどの「持続
可能な居住地開発」

●パークアンドライド、バスや路面電車（LRT）、
自転車・歩行者空間の整備などの「自動車を抑
制する交通政策」

●大規模商業施設立地の郊外立地規制やタウンセ
ンターマネジメント（TCM）の活用などによ
る「中心市街地活性化」

●ステークホルダー間の調整などを行う都市再生
の専門的な知識を持つ「タウンセンターマネー
ジャー」の活用

●民間企業や住民が参加したパートナーシップに
よる官民協働のまちづくりへの転換

　このように英国では、持続可能なまちづくりの
実現に向け、多種多様な都市再生の手法を戦略的

英国都市再生戦略
〜都市の持続可能性を考える〜

Ａ　　班
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に実践している。
　そこで、私たちは視察の重点テーマを
①BID 地区における市街地の活性化
②中心市街地での「ひと」優先のまちづくり
③パートナーシップの活用による都市再生
④地域資源活用の手法
　とし、次の日程で各都市を視察した。

【現地視察日程】
■2009年10月１日（木）
　バーミンガム・シティ・センター・パートナー
シップ（BCCP）

英国第２の都市圏におけるBID 地区での市街
地活性化策の視察

■2009年10月２日（金）
ノッティンガム市

「ひと」優先の市街地活性化策と公共交通機関
の視察

■2009年10月３日（土）
　午前　ロンドン　現地講演会
　午後　レディング市　中心市街地

まちづくり成功事例としての大型複合娯楽施
設の視察

■2009年10月５日（月）　
ロンドン　グリニッジ区
住宅・コミュニティ庁（HCA）
グリニッジ・ミレニアム・ヴィレッジ

ヨーロッパ最大のガス会社跡地における再開
発事業の視察

■2009年10月６日（火）
グレイブスハム市

地域資源を活用した中心市街地活性化事例の
視察
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バーミンガム市の都市再生
〜魅力あるまちづくり〜

訪問日　2009 年 10 月１日（木）
訪問先　バーミンガム・シティ・センター・
　　　　パートナーシップ（BCCP）
説明者　ジェニー・イングリス氏
通　訳　坂本　教子氏
　　　　チューター・キミエ氏

１．はじめに
　我が国におけるまちづくりは、2006年の中心市
街地活性化法の改正により、国土交通省がコンパ
クト・シティの概念を採り入れた新たな都市計画
を進め、まちづくりを行うこととなった。しかし、
現状では郊外への大型店舗進出により中心市街地
の商店街はかつての賑わいをなくし、交通弱者に
とって暮らしにくい街となるなど、概念とは違っ
た形として現れている。コンパクト・シティとい
う本来の概念を街づくりに採り入れるために、衰
退しつつある中心市街地の活性化や交通弱者に優
しいまちづくりをどのように進めるのか、また、
車依存による環境破壊や交通集中による渋滞をど
のように解消していくのか、今後のまちづくりの
課題は多く残されている。
　今回、都市再生の先進国といわれる英国バーミ
ンガム市を訪問し、新たなまちづくりの事例につ
いて、様々な観点から検証を行った。
　バーミンガム市においては1970から80年代にか
けて主要産業であった製造業の崩壊による工場跡
地や失業者の問題・住宅不足・治安の悪化等、多
くのマイナス要因を抱えながら、官民一体となり
シティセンターの活性化に成功し、魅力あるまち
づくりを行っている。都市再生を成功へと導いた
組織と各種団体との関係を考察してみる。

２．BCCPの概要
（1）設立の経緯

バーミンガム・シティ・センター・パートナー

シップ（Birmingham City Centre Partnership：
BCCP）は、市議会やショッピングセンターの経
営者等が、バーミンガム市における失業率の高さ、
経済の低迷、街の荒廃した姿を憂い、バーミンガ
ム市を市民や来訪者にとってレジャー、ショッピ
ング、文化活動等の拠点、また、働くにも企業活
動を行うにも最適な場所とし、地域で一番魅力の
ある街とする事を目指し設立された。この時点で
行政、企業経営者双方がバーミンガム市を再生し
たいとの思いを共通して持っていたことで、官民
協働のパートナーシップを立ち上げることにな
る。1991年、多くの利害関係者が集まり、BCCP
の活動や意思決定を先導していく理事会を立ち上
げた。

　バーミンガム市は、かつて産業革命の拠点とし
て自動車産業や製造業を中心に発展してきた街
である。そのため、車優先の都市計画がなされ、
歩行者が出かけるには障壁となってしまうイン
ナー・リング・ロード（高架高速道路）が街を区
切ってしまい、暗くて人が寄り付かない地下道を
生み出していた。そこで、BCCPが障壁となるイ
ンナー・リング・ロードを取り払い、新たに道路
建設する際、地面とフラットな並木道へと変え、
国際会議場やシンフォニーホール等の街のシンボ
ルを生かしながら、バーミンガム市民のまちづく
りに対する意識を統一し、都市再生に着手するこ
ととなる。このことが、重要な成功要素となるの
である。

シティセンター活性化の取組

1991年　　設立
2001年　　民間との連携をとり官民協力体制の設立
　　　　　（非公式）
2002年　　公式な官民協力体制の開始
2003年　　政府によるBIDパイロット事業開始
2005年　　ブロード・ストリートBID 開始
2007年　　リテール・バーミンガムBID 開始
2009年　　コールモア・ビジネス・ディストリクトBID
　　　　　開始
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（2） 主な活動

　BCCPは５つの主要なプログラムに集中した活
動を行っている。１つ目は「清潔で治安の良いま
ちづくり」で、ガムのポイ捨てや飲酒に関して罰
金を徴することにより、街の美化や犯罪率の減少
に役立っている。巡視員がチームを作り、街中を
昼夜問わず巡回し、警察が出動できないような軽
微なトラブルを防いでいる。視察の際に２人の巡
視員が同行してくれたが、街の多くの人に声をか
けられ、道案内やお店の説明等些細なことまで市
民に丁寧に説明していた。挨拶を受け楽しそうに
会話しているところから、街の中で信頼を得てい
る姿が窺える。また、緊急救助ポイントを設置し、
スイッチを押せば防犯カメラ室に居る警察官が出
動するという安全対策も行っている。その他、ヨー
ロッパで初めて「チャイルド・セーフゾーン」を
設置し、１万5,000本のマイクロチップ入りリス
トバンドやリーフレット等を配布し、イベント開
催時の迷子の早期発見や市中心部で誘拐等の犯罪
被害から子どもを守るための安全対策にも力を入
れている。
　夕方には清掃活動が始まり、高圧のジェット水
流でごみを洗い流している作業員の姿が、バーミ
ンガム市庁舎前で見かけられた。また、多くの植
栽や花壇作りが行われ、今年は夏の期間「Floral 
Trail 2009 Map」を実施し、運河沿いから商業地
までの約5.6kmの道沿いに19か所の植栽作品を見
てまわるイベントを開催した。多くの観光客が押
し寄せ、今年の全国コンペ「英国花いっぱい活動」
で金賞を受賞したとのことだった。
　２つ目は「アクセス、道路標識を明確にし、バ
リアフリーにしよう」で、歩行者専用や自動車専
用等の標識を設置している。歴史的遺産も多いた
め、観光客への案内標識も作られ、訪問者に親切
なまちづくりが行われている。また、障害のある
人への配慮として歩行者専用道路付近では、無料
の車椅子やモーター付きスクーターの貸出制度も
導入している。
　３つ目は「小売、レジャー、観光」で、これま

でバーミンガム市では、ブルリングをはじめとす
る様々なショッピングセンター、ブリンドレープ
レイス周辺の国際会議場や運河の整備等といった
いくつかの大規模な開発を行ってきたが、これ
らの地域が持つそれぞれの特性である小売やレ
ジャー、観光等の分野を強化し町全体を活性化し
ていくことである。その結果、年間100万人を超
える観光客が訪れるようになった。また、現在３
つのBID 地区を指定し、地区内の事業者から徴
収した負担金を資金源として、それぞれの地区に
あった街の活性化をサポートしている。
　４つ目は「マーケティング」で、様々な小売業、
また、パートナーシップの仕事を協調して行うと
いうことである。市場調査や広報活動等を積極的
に行い、地元出身者の紹介やイベント等を企画し、
観光客の誘致を図っている。
　５つ目は ｢ビジネス開発と不動産｣ である。以
前は工場が立ち並び、都心にはほとんど人が住ん
でいなかった。そこで、「シティ・センター・リ
ビング・フォーラム」をコーディネートし、デベ
ロッパー、市協議会、福祉住宅の家主、住民等が
集まり、いかに街を居心地のいいところにしてい
くか協議している。その結果、バーミンガム市の
2007年現在の人口は101万人を超え、1990年代に
98万人にまで落ち込んだ人口が80年代後半の水準
まで戻ってきている。
　また、一つの建物に店舗と住居を混在させ、「24
時間眠らない街」を目指している。これは、どこ
かに誰かの目があることで、強盗等の凶悪犯罪を
抑制しようという狙いがある。
　その他シティセンター周辺の駐車場、オフィス
スペースの高速通信網整備、街路灯など街全体の
管理も重要な業務である。

（3）取組への評価

　2005年 か ら 始 ま っ たBID 地 区 で の 活 動 は、
「2006/07年度BCCP 報告書」によると、BID 法施
行初年度と比べ軽犯罪数が59.6％、犯罪発生率が
27.6％減少するなど安全面で大きな成果を挙げて
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いる。市内80か所に防犯カメラを設置し、車のナ
ンバープレートの読取ができる。街中にはそれ以
外に警察が所有する防犯カメラが230台以上あり、
それぞれが連携してトラブル発生を見逃さないよ
うに監視している。
　また、ファッションショーやコンサート、クリ
スマスイベント等をプロデュースし、週末に多く
の観光客を呼び込み、市中心部に賑わいを取り戻
している。
　現在BCCPでは、４つ目のBID 地区設立へ向け
ての準備期間であるという。「これで最後。」とイ
ングリス氏は言っていた。清潔で安全なまちづく
りでの成功を収めた結果、「これだけ未曾有の不
景気だといっているのに、さらに課税されてもい
いからBID 地区設立を、と望んでいる。」との言
葉が印象に残る。
　事業評価についても内部調査のみならず積極的
に情報公開を推し進めている。

３．タウンセンターマネージャー
　2007年現在BCCPはバーミンガム市議会や市、
地元警察、消防署等公的機関と20社以上の企業経
営者が積極的に参加する組織となった。
　こうした組織作りに中心的な役割を果たすの
が「タウンセンターマネージャー」と呼ばれる中
心市街地活性化に関する専門知識を持つ人材であ
る。まちづくりのビジョン作りから計画策定、予
算編成など多岐にわたる計画全体を軌道に乗せ、
事業活動の最終目的に向けて事業選別や優先順位
を客観的に判断していく。雇用形態は市の職員で
あったり、一般募集で民間から採用したりと様々
であるが、｢事業計画（ビジネスプラン）｣ を理解
し、単年度ごとに割り振りされる ｢行動計画（ア
クションプラン）｣ をどのように実行・実施して
いくかが重要な仕事となる。
　バーミンガム市の場合、市議会から指名を受
けてBCCPへ採用されたジェニー・イングリス
氏がタウンセンターマネージャーの一人として、
BCCPの中心で活躍している。

４．まちづくり
　BCCPは設立当初から、市からの委託を受け清
掃作業等、街が好印象を持たれるような活性化策
を進めてきた。再生以前の中心市街地は暗く不潔
で、犯罪率が高く治安が悪い等マイナスイメージ
を持たれていた。それを改め、安全・安心な街で
あることを国内外にアピールするため、BCCPの
WEBサイトの運営や関係機関紙の発行等の広報
活動に力を入れている。
　視察していて、平日の昼間でも多くの人が
ショッピングや散歩に出かけ、人通りが途絶えな
いことに驚いた。これは ｢歩いて暮らせるまちづ
くり｣ を目指し、ショッピングセンターや市役所
等の公共機関を集中させ、その周辺を歩行者専用
道路としたことで、交通弱者でも安心して生活で
きるようになったためである。歩行者専用道路を
取り入れるために市街地への車の乗り入れを規制
し、パークアンドライド用の駐車場を郊外に整備
し、公共交通機関の利用を促進すること等も重要
である。路面電車の導入も検討され、バスの本数
も増便している。また、バーミンガム・ニュース
トリート駅の再開発に英国政府から400万ポンド

（約5.7億円）の資金交付を受けることが決まり、
新たにロンドンからの鉄道を建設し、国内最大の
ターミナル駅として今後30年をかけてリニューア
ルされる。この再開発をきっかけに、民間から
２億ポンド（約286億円）の投資を引き出している。
これを周辺19駅のパークアンドライド用駐車場や
駅前の整備資金とし、輸送量の大幅な増加を見込
んでいる。今後これらが整備されれば、ニュース

BCCP 組織図



25

Ａ班　海外研修

トリート駅前の駐車場管理もBCCPが行うことに
なるだろうと市の建設局の説明があった。

５．雇用促進
　住宅開発、オフィススペースの増加、環境整備
を進めていくと、当然そこに住む人たちの雇用確
保が問題となってくる。大型ショッピングセン
ターの進出や治安回復事業等により新たな雇用創
出を促し、多くの人が安全に安心して働くことが
できる工夫をしなければならない。
　視察中バーミンガム市内の大学生など若い人た
ちを商業区域で多く見かけた。彼らの雇用を生み
出し、街を活性化していくのがこれからの課題で
ある。なぜなら、将来も街に残って働きたいと考
えている彼らがこれからのシティセンター繁栄の
原動力となるからだ。
　現在バーミンガム市の主要産業は以前の製造業
中心から金融・サービス業中心へと変化し、就労
人口の約80％がこの職業に就いている。かつての
ように特定の産業に頼るのではなく、幅広い職種
を呼び込むことが大切である。豊富で有能な人材
があれば、企業も進出してくる。そのためにもイ
ンナーシティを改善し、シティセンターを活性化
することが必要である。

６．おわりに
　今回、市とBCCP 共同で我々の視察に対応して
くれた。「BCCPは市の委託業務を実施するだけ
ではなく、戦略的パートナーになってきたのだ。」
と終わりにイングリス氏は語った。必要な情報の
共有化や、公的機関等の調整もBCCPは行ってい
る。それぞれの意見を吸い上げ、まとめて要望を
していくなど、幅広い活動にはそれだけ緊密な連
携が必要である。アクションプランを実行してい
く中心的な役割をタウンセンターマネージャーが
果たしているのを見ると、実行力があり専門知識
を持つ指導者の養成が必要不可欠であると実感し
た。
　街を再生するためには、バーミンガム市のよう

に目標を設定し、評価する行政側と実行する義務
を負う企業側との役割分担や、利害関係者間の調
整役としてのBCCPの活動は、今後官民協働を進
めていく我々にとって大いに参考となるだろう。

【参考文献等】
・https://www.nomisweb.co.uk/reports/lmp/

la/2038431965/report.aspx
・http://udit.sakura.ne.jp/town10/505_1.html
・www.brimingham.gov.uk

バーミンガム市庁舎前にて
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ン店の資金提供や寄附、地方自治体や政府並びに
EUからの補助金等で資金を調達していたが、長
期的、安定的な財源ということになると数々の問
題があった。その中でも、フリーライダー（ただ
乗り）という問題が顕在化していた。フリーライ
ダーとは、中心市街地内で事業を営み、中心市街
地活性化事業で来訪者が増加するなどにより売上
げが増えるといった恩恵を被るが、資金提供をし
ない事業者のことである。
　このようなフリーライダーの排除や継続的・安
定的な財源の確保、受益と負担の明確化、負担
金設定の自由度、資金調達の多様性保証などと
いった観点からタウンセンターマネジメント協
会（Association of Town Centre Management：
ATCM）が主導し、政府が決定したのがBIDの導
入である。
　政府は2001年４月にBID 導入の方針を正式発表
し、同年12月の白書（Strong Local Leadership −
Quality Public Services）で詳細を公表した。BID
の根拠となる法律は2003年地方自治法で、BID
を 規 定 す る 法 律（The Business Improvement 
Districts England Regulations 2004）は2004年９
月に成立した。

（2）BIDの概要

　BIDはカナダ発祥の資金調達方法である。成功
例としてはアメリカのニューヨーク、ボストン等
の北米に数多く見られ、指定した区域のビジネス
オーナーや不動産所有者から負担金を徴収し、商
業・ビジネスと公共空間にプラスとなる事業を確
立し発展させるためにつくられたものである。
　アメリカのBIDとの違いは、アメリカでは不動
産所有者にかかる負担金であるのに対し、英国で
は不動産所有者が必ずしもビジネスを行っている
わけではないということから、事業用レイト （注） 
に対して負担金を徴収している点である。ただし、
空店舗となってから３か月が経過すると、負担金
を不動産所有者が支払う義務が生じることとなっ
ている。英国の地方自治体の場合、地方税は住宅

１．はじめに
　我が国の中心市街地の都市再生において、各地
で「住民と行政の協働によるまちづくり」が進め
られているが、その手法として地元組織が主体と
なって、まちづくりの組織設立から事業運営に至
るまで一貫したマネジメントにより、地域を活性
化し、魅力的なまちづくりが行われている。
　そこで、官と民のパートナーシップを図ること
により、互いの役割分担を明確にし、地域のニー
ズに沿った行政サービスを提供することが必要で
ある。そのような、地域ニーズの把握、官民の役
割分担や支援の方法等、どのような仕組みづくり
をするかが、今後の課題である。
　このたび、バーミンガム市において地域の官
と民で構成される中心市街地活性化を目的とす
る組織であるバーミンガム・シティ・センター・
パ ー ト ナ ー シ ッ プ（Birmingham City Centre 
Partnership：BCCP）を訪問し、ブロード・スト
リートBIDをはじめとする地域活動事例について
調査した。

２．英国のBIDについて
（1）BID 導入の経緯

　英国の中心市街地活性化は、今回訪問した
BCCPのようなタウンセンターマネジメント

（TCM）を中心に進められ大きな成果を出してい
るが、事業運営を継続して行うための最大の課題
が、安定的な財源の確保である。
　TCMが各地で始められた当初は、有力チェー

バーミンガム市における
中心市街地活性化の取り組み
〜ブロード・ストリートBID地区事例〜

訪問日　2009 年 10 月１日（木）
訪問先　バーミンガム・シティ・センター・
　　　　パートナーシップ（BCCP）
説明者　ジェニー・イングリス氏
通　訳　坂本　教子氏
　　　　チューター・キミエ氏
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用不動産に課税されるカウンシル税のみであり、
歳入の多くの部分を非住宅用不動産に課税される
国税の事業用レイトの再分配金や国からの交付金
に依存しているが、この事業用レイトに上乗せを
認めさせて、BIDと協議の上で地方自治体が自由
に決定できるものとしている。
　したがって、英国のBIDは地域コミュニティに
利する事業を推進するため、事業用レイト納税義
務者の合意の下、地方自治体と地域事業者が結ぶ
パートナーシップ協定である。
　BIDの設定区域は、区域規模等の要件はなく、
また、中心市街地に限らず工業地区などの事業者
が必要と判断した地区であればどこでも設立する
ことができる。実施する事業も安全確保や清掃関
連事業から街路整備、職業訓練、交通問題等、地
域の実情に応じて広範なものが可能となってい
る。こうした事業及びそれを達成する段階におい
て投票で過半数が賛成すると、区域内全ての事業
者が参加しなければならないこととなっている。
　BID 導入の提案者は、設定区域と参加事業者
の業種、推進する事業と投入資金、事業推進の過
程等を明らかにした事業計画、事業用レイトの上
乗せ税率、最長５年以内の事業期間を明確に示さ
なければならない。設定区域のすべての指定事業
者はBID 導入可否の投票に参加し、投票総数の
過半数が賛成し、賛成者の課税標準額が全課税標
準額の過半数を超えればBIDが成立する。また、
期間終了後の継続については再度投票を必要とす
る。
　2005年からのBID 導入に先立ち2002年6月に
はＡTCMを中心として、国、企業、団体による

「National BID Project Steering Group」を設置
し、ATCMが指定した全国22地区でBIDパイロッ
ト事業が実施された。このBIDパイロット事業の
22地区には、今回の調査地であるバーミンガム市
をはじめロンドン等の大都市から人口１万弱の都
市まで規模は様々である。

３．ブロード・ストリートBIDによる都市再生事例
（1）BID 設立の背景

　バーミンガム市では、コンパクトシティへの取
り組みとして郊外の開発を抑制し、既存の中心
地を活性化すべくリングロードの撤去をはじめ、
メールボックスやブルリング等の数々の再開発事
業を行ってきた。2001年には、行政によるインセ
ンティブにより、官と民のパートナーシップによ
るTCMとしてのBCCPを開設し、清掃・美化活動、
イベント、交通アクセスの整備、マーケティング、
ビジネス開発等の様々な事業を推進してきた。そ
して、更なる中心市街地活性化の取り組みとして
BCCPはBIDの導入を提案した。
　2005年５月26日の投票で、262事業者のうち
92%の賛成票で導入が決定され、同年７月１日に
英国で11番目のBIDとしてバーミンガム・ブロー
ド・ストリートBIDが発足した。なお、期間は
2010年３月までの５年間である。

イングリス氏によるレクチャー

（2）地区の概要

　ブロード・ストリートBIDは、約40haの区域に
40軒のパブ・クラブ、30軒のレストラン・カフェ、
８軒のホテル、12の映画館、そして３つの劇場を
含む300以上の多種多様な企業や商業者があり、
約15,000人の雇用者がいる商業・業務・エンター
テイメント地区である。
　組織運営は、理事会において意思決定がなされ、
そのメンバーとしては資産家・開発者３人、地元
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企業より５人、市当局１人、ウエストミッドラン
ド警察１人、地域のフォーラム代表２人の12人で
構成されている。

（3）財源

　図１の実線で囲まれた部分は、ブロード・スト
リートBIDの区域である。それを、コアエリアと
アウターエリアに大きく２つに区分し、コアエリ
アにおいてBID 事業を行う人たちは最もその恩
恵を受けることから事業用レイトの上乗せ税率
２％、同エリアのその他の人は１％、アウターエ
リアの人たちは0.5％を徴収し、運営資金を確保
している。ただし、年間売り上げが１万ポンド（約
143万円）以下の中小事業者は免除されている。
これら半数以上の事業者の年間負担額は500ポン
ド（約７万円）未満で、１日１杯のコーヒーを節
約するだけでBID 負担金を払うことができる。

円）の、合計約38万ポンド（約5,400万円）である。

（4）事業の概要

　主な実施事業はマーケティングに関するもの、
メディア、PR 活動、ビジネスプロモーション、
清掃、安全性の確保等である。
　BIDの初期の優先課題としては、ブロード・ス
トリートに対する一般的な認識を改善することで
あった。その対応策として、まず、マーケティン
グと広報事業が挙げられる。これは、ローカルメ
ディア報道として様々なキャンペーンやイベント
等を情報発信し、ブロード・ストリートが夜もよ
り安全で快適な街であるという広報に努めること
で、中心市街地の魅力を高める販売促進戦略とし
て重要な役割を果たしてきた。
　さらに、当地区のブランド力を高め、これを効
果的に情報発信し、集客力を上げるため、2008年
に「ブロード・ストリート・ウェブサイト」を開
設した。この顧客情報ウェブサイトでは、イベン
トに関するニュースや地域の企業や店舗等の情報
を見ることができ、また、電子メールにより月刊
会報の送付も行っている。
　次に、清掃であるが、市とのパートナーシップ
により、定期的に道路清掃を行っている。　また、
花の植栽事業では、中心市街地に多くの花を飾る
ため、通りのいたるところに植え込みを造り、花
の散歩道として整備している。
　安全性の確保としては、道路監視員を導入し昼
夜を通して地域のパトロールに努めている。特に
火曜日から土曜日までの午後４時から午前４時ま
でパトロールするイブニングチームの存在は大き
い。監視員導入の初年度（2005年）で、地域の犯
罪件数が前年比で59.6％減少し、その後も年々減
少している。

（5）事業の評価

　毎年BIDでは、環境問題・安全性と保安・施設・
魅力・輸送とアクセスに関する改善点をチェック
するためモニタリングによる顧客調査を行ってい

図１　ブロード・ストリートBID 区域図

　また、このBID 負担金の収入のほかに、寄附
金も貴重な運営資金となっている。不動産所有者
や開発業者、BID 法でカバーされない人たちか
らも寄附金を獲得している。
　なお、この５年間で約200万ポンド（約２億9,000
万円）が集まる見通しである。また、単年度であ
る2007年度ベースの収入の内訳は、BID 負担金
収入が約33万ポンド（約4,700万円）、資産家等か
らの寄附金が約３万ポンド（約400万円）、その他
の寄附金及び事業等から約２万ポンド（約300万
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る。2008年の調査では、来訪者が非常によいと評
価した事項は次のとおりである。
・ブロード・ストリートの雰囲気　84％
・花の植栽　　　　　　　　　　　89％
・街路の照明　　　　　　　　　　90％
・安全な街　　　　　　　　　　　81％

（6）他の地区への展開

　ブロード・ストリートBIDの成功で、中心市街
地の他の地区からもBID 導入を望む声が上がり、
2007年４月１日には小売店舗を中心とする店舗数
800から1,000店舗規模のリテール・バーミンガム
BID（５か年予算約500万ポンド：約7億2,000万円）
が発足、そして、今年４月１日にはコールモア・
ビジネス・ディストリクトBID（５か年予算約
300万ポンド強：約4億3,000万円）が発足してい
る。さらに2011年には、サウスサイドBIDの立上
げが予定されており、2010年の投票に向け現在準
備中である。図２のとおり、外枠で囲んでいる内
側は、中心市街地を示しており、BID 地区のカバー
地域が拡大していることがわかる。

４．おわりに
　BIDについては、限られた指定地区の中を改善
し利益を得るというアメリカ的発想で、資金を持
つものがその利益を考慮のうえ行動するという考
え方がやや見受けられるが、BCCPについては、
地区の活性に留まらずもっと広くバーミンガム市
の市街地活性という視点でプログラムを行ってい
る。したがって、地区内で解決していくのではな
く、バーミンガム市という街の広範な問題へと意
識が伸びているようである。
　いずれにしても、官民協働のまちづくりの司令
塔としてのBCCPも、指定地区内のまちづくりを
進めるブロード・ストリートをはじめとするBID
も、その活動が地域住民から高い評価を受けてお
り、地域に果たしている効果は非常に大きい。そ
れは、各組織のメンバー達が、バーミンガム市の
賑わいや魅力を向上させ、持続発展させるには何
が必要かを明確に認識し、両者間の連携や役割分
担を図りながら、中心市街地の維持・発展に向け
て様々な仕掛けを積極的に、そして戦略的に実践
していることにほかならない。
　また、中心市街地の活性化に地域レベルで主体
的に取り組む自立的な組織体制を社会的にサポー
トする体制は、我が国における補助金頼みの依存
的な体質と一線を画している。行政や民間の有能
なスタッフを擁して豊かな人材交流を図りながら
まちづくりに取り組む点は見習うべきである。

（注）事業者に対する国の不動産税で、非住宅用不動
産の賃貸価格を課税標準とし、占有者が納税義務
を負うもので、国庫に納付されたのち、人口数に
応じて各自治体に配分されるもの。

【参考文献等】
・横森豊雄・久場清弘・長坂泰之著『失敗に学ぶ中

心市街地活性化』学芸出版社　2008年
・株式会社都市構造研究センターホームページ
（http://www.usrc.co.jp/bids-home.htm）

図２　シティセンター内のBID 区域概略図

　このようにBIDの区域が拡大するにつれて
BCCPの役割も変化してきている。それは、従来
の道路清掃や花の植栽事業などに加え、例えば、
BID 区域の境界線上での清掃活動の一本化等の
BID 間の事業調整やサウスサイドBIDのような新
しいBIDの立上げをにらんでの活動などである。
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１．はじめに
　最初に、我が国におけるまちづくりの参考とし
て、私の住む街の中心の現状を紹介したい。
　私の住む街は、大阪府南部にある地方の中核都
市で、人口約20万人。全国有数の深い伝統と文化
を誇る街だが、近年は、商店街の衰退、大型マン
ションの乱立など、どこにでもある大都市のベッ
トタウンと化し、歴史ある街並みが姿を消しつつ
ある。
　全国的に見ても、郊外型の大型商業施設が急増
し、都市機能の低下による中心市街地の衰退が深
刻な問題となっている。
　それは、地域の特色やそこに住む人々の生活を
思慮することなく、経済効率を優先し、街を形成
してきたことに起因するものである。
　確かに、このような開発は、地域にある程度の
発展をもたらしたが、街の中心を特色のない、無
機質なものにしてしまったという功罪が相半ばし
ている。
　このことは、従来の都市計画が、国土計画の一
部として位置づけられ、全国一律の基準によって
行われてきたためといえよう。
　英国においても、1979年のサッチャー政権の誕
生を契機に規制緩和が進み、都市開発の分野では
郊外への民間投資の誘導が進展した。
　さらに、1986年の金融ビックバンにより、ロン
ドンでは、金融サービス業が新たな成長産業とし
て台頭し、オフィス開発が進む一方で、地方都市
においては、製造業の衰退が進行した。郊外型の

大型商業施設との競合に加え、地域産業の衰退に
より、地方都市の中心市街地は急速な荒廃を見せ
た。
　このような状況に対し、英国政府も1990年代半
ばから徐々に政策を転換し、郊外開発の抑制や中
心市街地への投資の誘導を推進した結果、現在、
多くの都市で中心市街地活性化に成功している。
　そこで、中心市街地活性化など都市再生につい
て、英国での取組を調査すべく、ノッティンガム
市を対象に現地調査を行った。

２．伝統と文化の街
　ノッティンガム市は、イングランドの中央、ロ
ンドンの北西約200kmに位置する、人口約28 万
人の地方中核都市で、郊外を含めたエリアは大
ノッティンガムと呼ばれる、人口約70万人を擁す
るエリアである。中心市街地は環状幹線道路に囲
まれた約80haで、市庁舎を中心に、商業・オフィ
ス・レジャー・ホテル・公共交通の拠点等、都市
機能が集積している。
　ノッティンガム市庁舎を訪れた私達を、名誉市
長であるジェニー・パッカー氏が出迎えてくれた。
名誉市長室に招かれ、モーニングティーとお茶菓
子をいただき、ノッティンガム市についてお話を
お聞きした。
　市は、英国王室からロイヤルシティーとして認
定された由緒ある街で、郊外にはロビンフット伝
説が残るシャーウッドの森が広がる。
　かつてサッカーチームのノッティンガム・フォ
レストを率い、UEFAチャンピオンズリーグ２連
覇という輝かしい実績を残した名監督のブライア
ン・ハワード・クラフ氏が有名で、広場には彼を
記念する銅像が建てられている。
 また、政府から「コアシティ」の指定を受けて
いる都市でもある。「コアシティ」とは、人口・
雇用・交通・文化等の成長が著しいとされる都市
のことで、ロンドン一極集中への是正策として、
政府が地方で発展できる都市を指定しており、現
在、英国では８都市がこの指定を受けている。

魅力あるまちづくり
〜伝統と情熱のあいだ〜

訪問日　2009 年 10 月２日（木）
訪問先　ノッティンガム市庁舎
説明者　ジェニー・パッカー氏
　　　　ジョン・コーネリー氏
　　　　ナイジェル・ターピン氏
通　訳　坂本　教子氏
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　市内には、ノッティンガム大学とノッティンガ
ム・トレント大学という２つの総合大学があり、
５万5,000人の大学生を抱える文化都市でもある。

の隣接地、地域の外側という順で建設立地が認め
られるというものである。既存の土地、施設をな
るべく活用し、さらに、公共交通との連携を重視
するという点が特徴である。
　この結果、市は、中心市街地への企業誘致に成
功し、ブロードマーシュ・センターとビクトリア・
センターという大型ショッピング・センターが建
設された。これらは中心市街地の南北に位置し、
両者を結ぶ道路は歩行者専用道路として整備され
ている。
　歩行者専用道路は、一般車輌は終日乗り入れ禁
止で、商店の関係車輌についても10時から16時30
分まで乗り入れ禁止となっており、歩行者が安全
で快適に歩くことができる空間づくりを行ってい
る。
　このような取組の結果、ノッティンガム市の小
売産業の売上は、ここ数年、常に英国全体のトッ
プ５にランクインしており、また、小売フロアの
面積は10年間で約40％増加している。
　さらに、ノッティンガム市は、活性化策として
中心市街地への住宅供給を推進している。
　もともと英国では、中心市街地には居住せず、
郊外等に居を構えるのが伝統的な価値観であり、
ノッティンガム市でも例外ではなかったが、現在、
中心市街地への住宅供給により状況は劇的に変化
している。
　ここ５年半の間に、新たに4,000戸の住宅が供
給され、さらに2,300戸が供給される予定で、市
全体における住宅供給の40％が中心市街地で建設
されている。その結果、中心市街地の人口は50％
増加し、7,000人程度となっている。
　以前なら、夕方になれば、人通りが少なくなっ
ていた中心市街地も、現在は、非常に活気を取り
戻している。
　我々が視察を行った日も、中心市街地では多く
の人がショッピングなどを楽しんでおり、にぎわ
いを見せていた。

名誉市長との記念撮影

３．市街地活性化の取り組み
　名誉市長への表敬訪問を終えた後、部屋を移動
して、リージョナル・アンド・インターナショナ
ル・マネージャーであるジョン・コーネリー氏か
ら、まちづくりの施策についてレクチャーを受け
た。
　ノッティンガム市は、かつては国内有数の工業
都市であり、レースなどの織物産業や石炭産業で
繁栄したが、1980年代に入ると他の都市と同様に
基幹産業が衰退し、さらに、郊外に大型商業施設
が建設され、急速に中心市街地の荒廃が進んだ。
　危機感を持った市は、1989年に「シティ 2000
年戦略」を策定した。これは、総額5,000万ポン
ド（1989年当時で約100億円）にのぼる計画で、
犯罪の減少、街の清掃と美化、街路の修復、無用
な施設の撤去、駐車場の整備等の施策を打ち出し
た。
　また、政府が定めた「シーケンシャル・アプロー
チ」（優先的用地）という手法を採用した。大型
商業施設の建設に当たっては、中心市街地を最優
先しなければならず、しかも、地域内の既存の開
発用地や建物で、公共交通の利便性が高い場所を
優先し、それが不可能であることを開発業者が証
明した場合に限り、地域内のその他の場所、地域
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４．魅力あるまちづくり
　続いて、アーバン・デザインのチームリーダー
であるナイジェル・ターピン氏から、魅力あるま
ちづくりについてのレクチャーを受けた。
　ノッティンガム市では、中心市街地の魅力を高
めていくために、公共施設・広場の整備に力を入
れている。
　具体例として、市庁舎前にあるオールド・マー
ケット・スクエアの改善例を紹介する。
　この広場は、名前のとおり周辺に市場があった
ことから現在の名称となっており、1927年に整備
されたが、かつては広場の横に大きな道路が存在
していたことから、自動車の交通量が大変多かっ
た（写真１参照）。
　また、広場全体に段差が多かったことから、車
椅子やベビーカーなどの利用者の移動が困難な状
況で、人々が集う風景はあまり見られなかった。
　このような状況を改善するために行ったことと
して、まず、広場横の道路をすべて撤去し、歩行
者空間にすることで広場から自動車を一切排除し
た。また、広場の段差についても解消し、バリア
フリー対応の整備を行った（写真２参照）。
　なお、この広場の整備を進める過程で、デザイ
ン素案の一般募集や、ローカル紙にデザイン案を
掲載し、投票を行うなど積極的な住民参加を呼び
かけた。
　ターピン氏は、オールド・マーケット・スクエ
アを整備したことにより、多くの人が自分たちの
ものだという意識を持つようになり、広場に対す
る市民の認識が変わったと述べていた。
　現在、オールド・マーケット・スクエアはノッ
ティンガム市の代表的な存在となり、様々なイベ
ントが広場で開催されている。
　例えば、移動式の観覧車を設置したり、夏には
ビーチ、冬にはスケートリンク場などのイベント
が行なわれ、見知らぬ人たちが触れ合える空間と
してとしてにぎわいを見せている。今後も定期的
にイベントを開催し、この広場を有効に活用して
いく予定とのことである。

　さらに、ノッティンガム市は、街並みの景観・
デザインを重視し、街の質を高める取組も行って
いる。
　ノッティンガム市では、英国全体でも官民の
パートナーシップの良い例といわれている「デザ
イン・ノッティンガム」を2006年から設置してい
る。「デザイン・ノッティンガム」は、地元企業・
建築家・議員などによって構成された、ノッティ
ンガム市の建物や土地のデザインの品質改善につ
いて検証を行なう独立した機関である。
　建物・土地に対するデザインを重視することで、
更なる投資の向上や経済効果にも繋がると考えて
いる。
　もちろん、現状の建物や場所などのデザインに
ついては、民間の業者等が主体的に開発を行って
いるため、市のビジョンと合わないものが多く存
在している。しかし、今後は、更なる開発業者に「デ

写真１　整備前の広場の様子

写真２　整備後の広場の様子
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ザイン・ノッティンガム」への参加を促し、投資
や開発などを行なう際に、どのようなデザインビ
ジョンの実施が可能かどうかを検証していく予定
である。
　また、市が考えるデザインビジョンを明確にし、
建物のアーバン・デザイン・ガイドの作成を考え
ているとのことである。

５．おわりに
　２時間余りのレクチャーを終え、質疑応答を兼
ねて昼食となった。英国ではよくあるスタイルと
のことで、サンドウィッチをほお張りながら、１
時間ほど、意見交換を行った。
　その中で特に印象的だったことは、ターピン氏
の、“まちづくりには様々な課題はあるものの、
大事なのは「情熱」と「誇り」であり、行政や住
民が自分たちのまちをこのようにしたいという強
い思いを持つことが、街の魅力を高めるためには
一番重要である”という言葉であった。

りを推進している。
　我が国では、多くの街において、中心市街地の
商店街が衰退し、シャッター通りとなっているの
が現状である。
　中心市街地は、街の文化、交流を育む場である
にもかかわらず、郊外開発の勢いに押され、中心
市街地の活性化をあきらめている自治体も見られ
る。
　高齢化が進む中、環境にやさしいまちづくりを
行うためには、既存の施設が集中する中心部の再
生が不可欠であり、中心市街地活性化について、
行政、住民、地元企業との連携を強めていく必要
がある。
　まちづくりに対する住民・地元企業の参加を大
幅に認め、その街に生活・活動する人々の意見を
反映させたまちづくりを行うことによってこそ、
特色ある・魅力あるまちづくりが実現できるので
はないかと考える。
　何といっても街の主人公は、そこで暮らす人た
ちである。彼らの「情熱」と「誇り」を反映させ
たまちづくりによってこそ、国の基準どおりの道
路や建物だけからなる街をより特色あるものとす
ることができるであろう。

【参考文献等】
・海道清信『コンパクトシティの計画とデザイン』

学芸出版社　2007年
・山崎治「英国ノッティンガムにおける中心市街地

活性化と地方交通計画」『レファレンス』No.668　
国 立 国 会 図 書 館　2006年（http://www.ndl.go.jp/
jp/data/publication/refer/200609_668/066803.pdf）昼食を兼ねた質疑応答

　ノッティンガム市は､ 企業誘致等により中心市
街地活性化に成功した後も、行政、住民、地元企
業が協力し、きめ細かな施策を積み重ねた。それ
が、多様な企業の進出を促し、街の魅力を高め、
更に人が集まるという好循環を生み出した。
　また、街並みの景観においても、３者のパート
ナーシップにより、伝統や文化を活かしつつ、先
進的なデザインによる、街の質を高めるまちづく
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　１．はじめに
　我が国は、高齢社会の到来、人口減少という時
代を迎え、中心市街地への大型商業施設の出店を
規制する一方、中心市街地に都市インフラを集約
し、市街地の活性化を図ろうとする、コンパクト
シティの考え方が受け入れられている。こうした
まちづくりの考え方は、都市の拡大により住宅地
域を増やし続け、人口を増大させる施策を実施し
てきた従来のまちづくりとは正反対の考え方であ
る。 コンパクトシティが注目されている背景に
は、中心市街地の衰退、特に商店街の著しい衰退
にある。我が国の多くの地方都市では、かつての
賑わいと活気にあふれていた中心市街地の面影は
ない。車社会の進展、人口の郊外流出、大型商業
施設の郊外出店などが、結果として中心市街地の
にぎわいを奪い、商業の衰退を招いたとして、中
心市街地再生に向けて議論が活発化となり、「ま
ちづくり三法の見直し」が具体化したのである。
　一方、今回視察を行なった英国においても、か
つては1970年代から80年代のサッチャー政権によ
る郊外型開発に関する規制緩和政策により、都市
周辺部への郊外型の大規模商業施設の出店が急増
したことにより、中心市街地が衰退する都市が現
れ始めた。英国政府は、このような課題に対処す
るため、今まで推し進めてきた郊外への大規模商
業施設の出店を抑制し、できる限り中心市街地に
多様な都市機能を集積させることで、人々が集ま
る魅力的なまちづくりを行い、加えて車に依存せ
ず歩いて暮らすことのできる社会を目指すことを

選択したのである。以上より、中心市街地活性化
の都市再生の仕組みや、車に依存しないまちづく
りなどの課題に対し、英国ではどのような取組が
行なわれているのかを調査すべく、ノッティンガ
ムを現地訪問した。

２．中心市街地活性化の取組
　まずは、今回視察を行なったノッティンガムに
ついて紹介する。ノッティンガムは、イングラン
ドのほぼ中央に位置するイースト・ミッドランド
地方の主要都市であり、ロビン・フッド伝説の地
としても有名である。人口は約28 万人の中核都
市で、市内には２つの大学が存在するため、比較
的若い世代の人口が多いのが特徴的である。これ
は人口増加にも貢献しており、学生時代にノッ
ティンガムに住んだ人が、そのまま住み続ける
傾向が高くなっている。面積は4.6k㎡とそれほ
ど大きくはなく、中心市街地も南北1.4 km ×東
西1.8kmとコンパクトな街を形成している。ノッ
ティンガムは、1980年代に、かつての主要産業で
あった繊維産業が衰退するにつれ中心市街地も衰
退し始め、荒廃が進んだ。さらに追い打ちをかけ
るように、ノッティンガムから車ですぐに行くこ
とができる郊外地に、英国最大級の大型ショッピ
ングセンターの建設計画が持ち上がった。このこ
とが、本格的に中心市街地活性化に取り組むきっ
かけになったのである。ノッティンガムの中心市
街地は、２つの大型ショッピングセンターが大き
な役割を果たしている。ブロードマーシュ・セン
ター（Broadmarsh Centre）とビクトリア・セン
ター（Victoria Centre）は、中心市街地の南北に
位置しており、２つを結ぶ複数の道路が歩行者専
用道路として整備され、両者の中間地点には、歴
史的建造物を活用した市庁舎やオールド・マー
ケット・スクエアと呼ばれる大きな広場が存在し
ている。ノッティンガムの中心市街地の特徴は、
２つのショッピングセンターがそれぞれ独立して
存在するのではなく、両者を結ぶ道路を歩行者用
にすることで、歴史と文化を持つ都心そのものを

人が最優先のまちづくり
〜笑顔が溢れる街を目指して〜

訪問日　2009 年 10 月２日（火）
訪問先　ノッティンガム市
説明者　クリス・カーター氏
通　訳　坂本　教子氏
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レジャーとショッピングが共存する空間とし、一
日中楽しめるまちづくりを行なっている点であ
る。我々が視察を行なった日は、平日の午後にも
かかわらず、中心市街地には多くの人がショッピ
ングを楽しんでおり、活気で満ち溢れていた。

　例えば、以前に車道が４車線あり、その両側に
歩道が整備されている道路があった（写真１参照）。
　しかし、この道路を歩行者が横断するためには、
距離が長く、時間もかかるため、交通事故の危険
性が非常に高かった。このことから、横断付近の
歩道空間を広くし、逆に、車道部分を狭くするこ
とで横断距離が半分となり、歩行者の安全性が高
まったのである（写真２参照）。
　この他にも、道路上に無秩序に設置された標識
や看板等の不要なものは撤去したり、ＬＲＴのプ
ラットホームと歩道が一体となるように整備する
など、人の移動がスムーズに行える改善が実施さ
れている。

写真１　改善前の横断距離の長い道路

写真２　改善後の横断距離の短い道路

図１　ノッティンガムの中心市街地

３．人を優先するまちづくり
　現在は、にぎわいを見せているノッティンガム
の中心市街地であるが、かつては、街の多くの道
路が車に支配されていた。このような状況は、車
の排気ガスで空気が汚れ、慢性的な交通渋滞が発
生するなど多くの課題があり、決して安全で快適
な環境ではなかった。そこで、ノッティンガム市
は、今までのような車を中心としたまちづくりで
はなく、人を最優先に考えるまちづくりに転換す
ることを決めたのである。ノッティンガムを訪れ
る人全てが安全で快適に過ごせる環境を整備すれ
ば、街の魅力が向上し、優良店舗の出店や多くの
集客が見込めるなど、街の活力の好循環を生み出
すことが期待できるのである。

４．歩行空間の整備
　実際に、ノッティンガムの各所において、人を
最優先に考えた取組を実施している。

５．交通施策の取組
　ノッティンガム市は、安全で快適な歩行空間の
整備と併せて、新型路面電車等の公共交通網の整
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備も積極的に行っている。これは、車に頼ること
なく公共交通で円滑な移動を可能にするためであ
る。ノッティンガム・エクスプレス・トランジッ
ト（Nottingham Express Transit：NET）は、統
合化された交通システムを構築することにより､
ノッティンガムを居住､ 就労､ 訪問に適した都市
にするという長年にわたる目標の中から出てきた
計画である。NETは、都市のインフラの中に上
手く融合しながら運営していることから、英国で
最善のトラムとも言われている。NETの概要に
ついては、次のとおりである。
　全長は約14kmのライトレールシステムで、
2004年３月に開業した。中心市街地を通る４㎞は
併用軌道区間として道路上を走行しており、車両
はバリアフリーに配慮した低床型構造となってい
る。利用者は、年間1,000万人を超えており、そ
の数は着実に増加している。運行時間帯は午前６
時～午前０時までとなっており、その間は５分か
ら10分間隔で運行している。運賃は均一で、大人
料金は、ピークの時間帯が2.5ポンド（約360円）、
オフピークの時間帯が1.5ポンド（約220円）に設
定されている。

クセスをさらに高める取組を進めていくとのこと
である。我々もNETに乗車したが、最も魅力的
だったのは、プラットホームと歩道が一体的に整
備されており、加えて、日本のように改札口らし
きものが存在しないため、乗降やその後の移動
がスムーズに行なえることであった。ちなみに、
NETの乗車切符は、市内の商店や切符売場など
で事前に購入し、車内検札のない信用乗車制度が
採用されている。
　また、ノッティンガムではバスも重要な移動手
段の役割を担っている。バスは、市営バスが約８
割、民営バスが約２割運行している。利用者は、
年間で約5,500万人とNETをはるかに上回ってい
ることから、「ノッティンガムで最も重要な移動
手段はバスなんだよ。」とクリス・カーター氏は
語っていた。ノッティンガムの交通施策を進める
上での最大の利点は、NET・市営バスの両方に
市が関与しているため競合することは無く、両者
が連携しながら整備を進めることができる点であ
る。我が国では、多くの自治体がコミュニティバ
スを運行しているものの、そのほとんどが赤字経
営であり、厳しい財政状況の中で課題となってい
るが、ノッティンガムのバスは、ほぼ採算がとれ
ているとのことである。また、民営のバス路線で
採算性が悪く事業として成り立たない場合は、市
が車輌を購入し民営バス会社へ運行委託している
ケースもある。
　さらに、中心市街地へ車の流入を抑制し、車か
らNET・バス等へ乗り換えを促進するため、無
料のパーク＆ライド用の駐車場を約5,000台分用
意しており、今後もさらに約2,000台分整備して
いく予定である。
　この他、ノッティンガムでは「ビッグホィール」
という公共交通の利用促進施策を展開している。
これは、通勤・通学等の移動は車ではなく、徒歩
や自転車・公共交通機関で移動しようというキャ
ンペーンで、企業や学校等と協力しながら実施し
ている。
　このような施策の展開により、この10 年間の

NET

　整備については、PFI 方式で資金調達し、運
営は市が100％出資しているノッティンガム・シ
ティ・トランスポートが、運行はフランスの会社
トランス・デブが行なっている。NETは今後も
２路線を拡張する予定であり、中心市街地へのア
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ノッティンガムの交通量増加率は約１%であるの
に対し、同期間における公共交通機関の利用増加
率は約13%であることから、この間の増加分は、
ほとんどが公共交通機関で増やしていることにな
る。このことは、渋滞の抑制や環境負荷の軽減、
交通事故の減少などにもつながっている。　
　以上より、ノッティンガムでは人が最優先のま
ちづくりを徹底しており、それが中心市街地の魅
力を高める効果につながっている。

６．おわりに
　ノッティンガムの中心市街地は､ 主要産業の衰
退などから一度は衰退したものの、中心市街地を
あたかも１つのショッピング・センターにすると
いうコンセプトを掲げ、様々な取組を進めた結果
中心市街地に人を呼び戻すことに成功した。
　その後も、「人を最優先に考えるまちづくり」
のコンセプトを徹底し、安全で快適な歩行空間の
整備や、車に依存せず公共交通で円滑な移動を可
能にするため、NETやバス等の公共交通網の整
備を積極的に展開している。これらの取組は、中
心市街地のさらなる活性化や魅力の向上につな
がっているだけでなく、交通事故の減少や交通渋
滞の緩和、排気ガスの減少等、住民生活の質の向
上につながっている。
　今回の視察を通じて、我が国の多くの自治体と、
ノッティンガムの交通施策の違いに気づいた点が
ある。それは、ノッティンガムでは、歩行空間や
公共交通を、人が歩くための「場所」や、人を運
ぶための「手段」と捉えているのではなく、両方
を街の魅力を高めるための「戦略」と位置付けて
いる点が大きく異なるのではないだろうか。
　我が国では、急速な高齢化が進み、大きな社会
構造の変化が起きており、今後、体力の低下など
から車を運転できなくなる高齢者が増加すること
は間違いない。
　しかし、我が国の多くの街では、車利用を前提
とした郊外型の店舗が乱立し、旧市街地の商店街
は衰退しており、加えて、バス等の公共交通も、

車社会の影響で弱体化している。
　このような街は、高齢者にとって非常に暮らし
にくい環境である。
　最近では、「買い物難民」という言葉も出始め
ている。これは車などの移動手段を持たず、バス
などの公共交通も十分でないため、日常生活の買
物が不便な高齢者などのことを言う。
　コンパクトシティは、これらの課題を解決する
ためのまちづくり手法として注目されているが、
我が国においてこれを進めるのはそう簡単ではな
く、様々な課題はあるものの、地域の実情に即し
た持続・発展できる街を実現していくためには、
地域住民・地元企業・行政などのステークホルダー

（利害関係者）が、まちづくりのコンセプトをしっ
かりと共有し、それに沿った施策を、力を合わせ
て取り組むことが何よりも必要である。

ロビン・フッド像前にて集合写真

【参考文献等】
・海道清信『コンパクトシティの計画とデザイン』

学芸出版社　2007年
・山崎治「英国ノッティンガムにおける中心市街地

活性化と地方交通計画」『レファレンス』No.668国
立国会図書館　2006年（http://www.ndl.go.jp/jp/
data/publication/refer/200609_668/066803.pdf）

・NETのホームページ（http://www.thetram.net/）
・ノッティンガム中心市街地図（一部編集）（http://

www.visitnottingham.com/exec/104220/1895/）
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１．はじめに
　英国では、各地域で自治体がまちづくりや都市
再生事業に取り組んでいるが、中央政府もそう
いった再生事業に積極的に関与している。その実
施主体のひとつに「住宅・コミュニティ庁」（Homes 
and Communities Agency：HCA）という政府系
機関がある。今回の研修で我々は、HCAが再開
発事業を展開しているグリニッジ・ミレニアム・
ヴィレッジ内の事務所を訪問し、職員の方に組織
や事業の内容についてのプレゼンテーションを受
ける機会を得た。
　本稿では、HCAの組織の変遷やその体制、実
施事業等について整理し、HCAがどのようなコ
ンセプトを持ち、何を目的に活動をしているのか
を述べてみたい。

２．HCA 設立の経緯
　HCAは、2008年 住 宅 再 生 法（Housing and 
Regeneration Act 2008）を根拠として、イング
ランドにおける新築公営住宅への資金提供や社会
住宅供給に関する活動を行っていた「住宅公団」

（Housing Corporation）、ブラウンフィールド（既
開発地で衰退した地域や荒廃地）の再開発業務を
担っていた「イングリッシュ・パートナーシッ
プ」（English Partnerships）、再開発分野の専門
知識を持った人材を育成するための「持続可能
なコミュニティのためのアカデミー」（Academy 
for Sustainable Communities）及びコミュニティ・
地方自治省（Department for Communities and 

都市再生を支えるHCAの役割
〜中央政府が考えるまちづくり〜

訪問日　2009 年 10 月５日（月）
訪問先　住宅・コミュニティ庁（HCA）
説明者　フィリッパ・ブルームフィールド氏
通　訳　坂本　教子氏

Local Government）におけるサービス提供機能
の一部を統合した上で設立された機関である（図
１参照）。
　英国では、政策の変更に伴う組織編成の見直し
が頻繁に行われている。これは、英国には我が国
のような国家行政組織法がなく、省庁の再編は首
相の判断で自由に行われるためである。このよう
な組織変更について職員はどう感じているのかを
ブルームフィールド氏に質問したところ、「英国
では組織変更が当たり前で、これは政治的な側面
が強く、政権が代われば方針も変更されるので、
我々職員はこういうものであると受け止めて、そ
の都度対応していきます。特別なことではありま
せん。」とのことであった。

年 内　　　容

1961 ニュータウン委員会設立

1964 住宅公団設立

1980
～ 90

イングランド各地で都市開発公社（Urban 
Development Corporation）設立

（業務完了後ニュータウン委員会に統合）

1993 都市再生庁設立

1999 ニュータウン委員会や都市再生庁などを統
合、イングリッシュ ･パートナーシップ設立

2005
副 首 相 府（Office of the Deputy Prime 
Minister）が持続可能なコミュニティのた
めのアカデミー設立

2006 副首相府廃止・地方行政を所管するコミュ
ニティ・地方自治省設立

2008

住宅公団、イングリッシュ ･パートナーシッ
プ、持続可能なコミュニティのためのアカ
デミー及びコミュニティ ･ 地方自治省の一
部の機能を統合、住宅･コミュニティ庁設立

３．HCAの組織の概要
　HCAは、イングランドにおいて事業を展開し
ており、ウェールズ、スコットランド及び北アイ
ルランドの各地域には関与していない。ロンドン
に本部を置くほか、イングランドの９地域（図２
参照）にそれぞれ事務所を設置しており、職員数
は約900名である。

図１　HCA 設立までの流れ
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　組織の構成としては、HCA 全体の政策を担う
部門である「組織ディレクター」、事業の実施部
門である「地域ディレクター」、教育部門である「ア
カデミー」の、大きく３つに分かれている（図３
参照）。
　このうち「アカデミー」は、従来は再開発とい
う分野に直接つながるキャリア作りが可能なプロ
セスがなかったので、より再開発に直結したスキ
ルを身に付け、この分野でのキャリアを作っても
らいたいという目的で設置されたとのことである。

示した上で、目標設定やモニタリングを行い、事
業成果に対する評価を実施するが、実際の活動に
関しては、HCAに広範な権限が与えられ、自主
的な運営がなされている。
　HCAの特徴として、住宅及び再開発を担当
す る 非 省 公 共 団 体（Non Department Public 
Body：NDPB）であるという点が挙げられる。
NDPBとは、「政府が事業実施の役割を担うもの
であるが、政府の省ではなく、大臣から一定の権
限を与えられ、業務を執行する組織」と定義され、
行政の過程に関与する機関であるが、政府の省や
その一部ではなく、担当大臣とは一定の距離を置
いて業務を行う組織であり、法律に基づき設立さ
れ、法令に従い業務を行い、固有の職員の雇用や
必要経費の独自調達を行っている。我が国におけ
る独立行政法人と類似したものであり、HCAは、
我が国の独立行政法人都市再生機構に近いイメー
ジといえるだろう。
　HCAの主要な財源は、政府から出資される複
数の助成金である。支出については、2008年か
ら2011年までの総額で173億ポンド（約2兆4,700
億円）に達し、最も多く支出されている事業は、
入手可能な住宅プログラム（National Affordable 
Housing Programme）の84億ポンド（約1兆2,000
億円）で、住宅供給事業が重視されていることが
わかる。そのほか、イングリッシュ・パートナー
シップが担っていた事業に関して17億ポンド（約
2,430億円）が投入され、地域再生事業にも積極
的に関与していることがわかる。

４．イングリッシュ ･パートナーシップ
　HCAが実施する主な事業は、再開発事業と住
宅整備事業である。これは、イングリッシュ・パー
トナーシップが行ってきた再開発事業と、住宅公
団が行ってきた住宅事業を承継したためである。
このうち、まちづくりや地域再生という側面から、
イングリッシュ・パートナーシップが実施してき
た事業について述べてみたい。
　イングリッシュ・パートナーシップは、1993

図２　イングランドの地域（Region）区分

図３　HCAの組織構成

　HCAを所管する政府機関は、コミュニティ・
地方自治省であり、HCAは、同省や担当大臣に
対して説明責任を有している。コミュニティ・地
方自治省は、HCAに対して政策により方向性を
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年 借 地 改 革・ 住 宅・ 都 市 開 発 法（Leasehold 
Reform, Housing and Urban Development Act 
1993）を根拠に、イングランドにおける地域再
生推進のために設立された都市再生庁（Urban 
Regeneration Agency）と、ニュータウン委員会

（Commission for the New Town）等を統合して
1999年に設立されたNDPBである。イングリッ
シュ・パートナーシップという呼称は、都市再生
庁が通称名として使用していたものを、統合時に
正式な名称として採用したものである。
　設立の目的は、イングランドにおける土地の再
生利用を図ることであり、具体的には、土地及び
建物の再生・再開発や都市部における低・未利用
地、放棄地及び土壌汚染地の再利用等である。そ
の目的を達成するために、同法に基づき付与され
た主な権限は、①土地、工場、機械設備等の取得、
保持、管理、再生利用、改善及び処分の実施　②
土地の開発又は再開発の実施　③建設事業等の実
施　④土地利用に係る手段、サービス又はその他
の設備の提供　⑤担当大臣の同意を得た事業及び
法人の設立又は買収等であり、これら以外にも、
担当大臣の同意を得ての補助金や貸付金の交付や
債務保証等の各種財政支援策の実施、任意交渉に
よる土地の買収又は担当大臣の同意を得た強制買
収の実施といった権限も与えられていた。このよ
うに、イングリッシュ・パートナーシップに付与
されていた権限や機能は、極めて広範に及んでい
た。
　主な事業として、住宅需要が多く価格が高額な
ため、職場近くに住宅を確保することが困難な地
域において低価格で入手可能な住宅供給量を増や
すことや、住宅供給が不足している地域、特に、
テムズ・ゲートウェイ地区等に新たな地域社会を
創設することなどを行っていた。
　イングリッシュ・パートナーシップが実施して
いた事業の多くは、ニュータウンにおける住宅供
給量の増加と商業開発の促進のためである。大規
模開発事業の一例としては、テムズ・ゲートウェ
イ開発の一部で今回の視察先であったグリニッジ

半島におけるミレニアム・ドーム（現在のＯ２ア
リーナ）及びミレニアム・ヴィレッジの建設を伴
う再開発事業が挙げられる。
　以上のような事業は、現在のHCAに引き継が
れ、HCAの主要事業の一つとなっている。

グリニッジ半島における開発（模型）

５．HCAの活動
　HCAが持つビジョンは、持続性のあるコミュ
ニティづくりであり、そして、単に低価格の住宅
を供給するのではなく、住んでみたいと人々が思
うような住宅を整備していくということにある。
そして、政府の戦略目標と自治体側の要望との橋
渡し役としての存在感を発揮するため、自治体と
の連携を重視している。自治体が抱える貧困地区
等での取組は、その一例であるといえる。
　HCAは、前述したイングランドの９地域で活
動しているが、それぞれの地域で優先順位とする
課題は異なり、例えば、ロンドンでは土地供給が
極端に不足している一方、イングランド北西部で
は土地が余剰しているなど、地域的に抱える問題
が多様なため、地域レベルの連携を重視している。
実際の活動としては、社会的弱者のための社会住
宅の供給を行う住宅協会（Housing Association）
に対する助成金の支出がある。また、各地域にお
いて、地域のパートナーシップの一員として開発
に貢献する場合があり、開発地に対する投資を行
いインフラを整備し、その土地が汚染されている
場合であれば土壌改良等も行っている。また、投
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資資金の回収という面も考えられており、整備や
開発を行った土地を売却することにより利益を得
るというメカニズム作りをしている。

環境という側面からの「持続性」や、表面的、実
務的な意味での「デザインの良さ」というもので
ある。

６．おわりに
　HCAの視察を通じて感じたことは、組織の持
つ「ポリシー」を明確にし、それを前提とした目
的の設定や具体的事業が実施されているという点
である。ブルームフィールド氏は、プレゼンテー
ションの中で「サスティビナリティ（持続性）」
や「デザインの良さ」という点を幾度となく述べ
ていた。これらは、HCAに限らず、英国におけ
る開発事業やまちづくりに共通した「ポリシー」
であろう。我が国では制度上、開発事業は原則と
してデベロッパーが自由に行うことが可能であ
る。そのため、狭い開発地では調和が取れている
が、広域的に見ればまとまりのないものとなって
いる。英国のような一貫した「ポリシー」が我が
国にあるのかといえば、我が国と英国の制度の相
違を考慮しても、皆無に近いのではないだろうか。
　我が国は、経済成長という面においてはすでに
成熟期に入っており、まちづくりに関しても経済
性や効率性を最優先にしていくのではなく、成熟
期にふさわしい「ポリシー」を持つべきである。
そのためには、都市開発の分野で我が国の20年先
を走っているとされる英国の現状を、技術的な部
分だけでなく、その思想も含めて、参考にしてい
くべきではないかと思う。

【参考文献等】
・財団法人自治体国際化協会「英国の地域再生政策」
『CLAIR REPORT』N0.253　2004年（http://www.
clair.or.jp/j/forum/c_report/cr253m.html）

・HCAホームページ（http://www.homesandcommunities.
co.uk/）

ブルームフィールド氏

　そのほか、HCAは政府所管の組織であるため、
補助金交付という資金面での助成による民間デベ
ロッパー等への様々な支援を通じて、建設や開発
事業といった市場全体の水準引上げにも貢献して
いる。また、資金面以外でも、HCAには「ナショ
ナル・コンサルタンシー・ユニット」という部署が
あり、ここにはデザインやコンサルティング等の
専門家が所属し、開発についての専門的アドバイ
スを実施している。
　HCAは、すべての再開発プロジェクトを独自
で行っているわけではなく、国家レベルや地方レ
ベル、さらに細かい地域レベルで、様々な機関と
の連携を行っており、その連携先も、医療機関や
教育機関など多彩である。さらに、プロジェクト
レベルでは、住民とのパートナーシップというも
のもあり、デザインや施設整備などで住民との協
議を行い、その地域ではプロジェクトに対し何を
期待し、求めているのかを確認していくとのこと
である。
以上のように、HCAの活動には、住宅開発をし
ていく中で実際に事業を行うことや、適切な価格
での住宅供給、荒廃した地域に対する支援活動な
ど、実に幅広いものとなっている。このような活
動の中で、HCAが重視しているのは、経済・社会・
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１．はじめに
　グリニッジ・ミレニアム・ヴィレッジ（Greenwich 
Millennium Village：GMV）は、英国内の都市再
生と開発を担う組織であるイングリッシュ・パー
トナーシップ（English Partnerships：EP）の主
導により、文字どおり2000年から再開発が進めら
れてきた地区で、総開発面積が121ヘクタールも
の広さを有しているヨーロッパ最大規模の都市再
生事例である。
　都市再生の目的とは、衰退している既存の都市
を経済的繁栄のみならず、高質な生活環境の場へ
と変え、持続的に発展可能な社会の実現を目指す
ことである。　
　本稿においては、ロンドンにおける保守党と労
働党の２つの政党政権による都市再生の取組の違
いを概観し、今後の我が国における都市再生の手
法について考察する。

２．保守党政権による都市再生
　1970年代の英国は、これまで志向してきた福祉
国家の行き過ぎた諸問題から、国家政策による市
場産業管理が困難となり、福祉国家という高い理
想も崩壊していた。
　ロンドンでは、住民だけでなく企業までもが郊
外に流出してしまい、その結果、低所得者層や高
齢者等は都心部に残され、製造業は衰退した。さ
らに、都市部にある工場跡地は遊休地化するなど、
都心部の空洞化と停滞化が深刻な問題になってい
た。

イングリッシュ・パートナーシップ
のモデル開発地区

〜グリニッジ・ミレニアム・ヴィレッジから〜
訪問日　2009 年 10 月５日（月）
訪問先　グリニッジ・ミレニアム・ヴィレッジ
説明者　フィリッパ・ブルームフィールド氏
通　訳　坂本　教子氏

　こうした中、1979年の総選挙において、保守党
が勝利し、サッチャー政権が誕生した。政権にお
ける経済政策の大きな柱は、「慢性的な経済の低
迷からの脱却」であった。
　そのためには、公共支出を抑制しながら、過去
における強制収用により遊休地化していた多くの
自治体保有地を有効利用し、効率化を図る必要が
あった。
　政権の都市再生政策における基本的なスタンス
は「民間活力型プロジェクト」だった。それは、
できるだけ少ない公共負担と民間の巨額の投資資
本を組み合わせることにより、衰退した地域の活
性化を図り、都市再生を果たすというものであっ
た。
　そういった背景から、都市再生政策の一環とし
て、1980年には「地方自治・計画・土地法」が制
定された。
　これまでのような地方自治体任せの再開発で
は、どうしても地域ニーズを優先させてしま
い、計画が思い通りに進まないといった弊害が
生じていた。そのため、中央政府が主導できる
ようにした都市開発公社（Urban Development 
Corporation：UDC）の設立と、規制が多く非常
に煩雑であった都市計画制度を改め、迅速な意思
決定並びに実行可能な指定地域での規制緩和や税
制優遇措置を実施することで、企業活動の活性化
を図ることを目的としたエンタープライズ・ゾー
ン（Enterprise Zone：EZ）の設立が、この法律
で定められた。

３．ドックランド地区開発
　1981年に設立されたロンドン・ドックラン
ド 開 発 公 社（London Dockland Development 
Corporation：LDDC）は、衰退しきったドックラ
ンド地区に民間活力を取り入れるためのコーディ
ネーション機能を担うために設けられたUDCで
ある。
　当時のドックランド地区は、造船所の閉鎖に
伴った失業率の増加と人口流出が喫緊の課題と
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なっており、街は完全に活気を無くしていた。
　また、その広大な跡地の有効利用についても
様々な計画が策定されていた。しかし、中心市街
地に近接した立地条件であるにもかかわらず、交
通インフラ整備が脆弱であったことが災いし、思
うように進まなかった。
　そこで、ドックランド地区をEZの指定区域と
し、短期間での開発や高層建築物の建設を可能と
したことで、LDDCによる交通インフラ整備への
集中投資が行われた。「民間活力型プロジェクト」
に沿い、少ない公共投資に対して多額の民間資金
が投入され、道路整備と併せて鉄道も２路線が整
備された。
　また、高質な住宅も大量に供給され、近代的な
オフィスやレストラン、アメニティなどの集客施
設も備わった。
　このように民間投資を促進した結果、金融機関
の集積も図られ、魅力的で非常に利便性の高い国
際金融地区へと生まれ変わったのである。

　ブレア政権では、保守党政権の負の遺産である
行き過ぎた個人主義への反省から、コミュニティ
が重視された。
　個人の幸福は、コミュニティの充実と社会連帯
のもとに成り立つものであり、その中で個人の責
任を果たす必要がある、とされたこの考え方は、
新政権の政策にも反映された。
　保守党政権下の政策では、結果として、コミュ
ニティの希薄化と低所得者層の増加を生み出して
しまった。その反省から、自治体と住民、企業な
どによるパートナーシップを重視する政策へと転
換されたのである。
　それは、都市再生政策のみならず、職業訓練や
社会経済活動、また環境への配慮などといった、
様々なコミュニティの再生活動につながっている。
　EPは、 労 働 党 政 権 に 代 わ る 直 前 の1994年、
UDC 事業の後を継いで設立された、英国の都市
再生と開発を担う中央政府系の機関である。パー
トナーと協働して土地の取得や基盤整備をした上
で住宅供給市場を活性化させることを目的とし
て、関係者間の調整役や窓口として活動していた
が、2008年12月には、社会住宅供給に関する活動
を行っていた機関であるハウジングコーポレー
ション等と共に、その機能を住宅・コミュニティ
庁（Homes and Communities Agency：HCA）
に移している。

５．グリニッジ･ミレニアム･ヴィレッジ
　GMVは、EPの主導により都市再生プロジェク
トが進められてきた地域で、ドックランド地区の
東対岸に位置した、もともとヨーロッパ最大のガ
ス会社があった121ヘクタールもある広大なグリ
ニッジ・ペニンシュラにおける再開発地区の一部
であり、約29ヘクタールの広さを有している。
　ここでは、アーバン・ヴィレッジ構想に基づ
き、都市に村のようなスケール感と親密さを取り
入れ、基本的に車は使用せず、様々な階層の人々
が一緒に住み、用途が混合するコミュニティを目
指しているそうである。

ドックランド地区

　わずか20余年という短期間で、これほどにまで
整備が進んだ理由は、LDDCの独創的な都市再生
への取組の結果、国際競争力が高まり企業進出が
進んだこと、さらにはそれに伴い高級住宅が供給
され、富裕層が回帰したためであろう。

４．労働党政権による都市再生
　1997年の総選挙において、労働党が勝利し、ブ
レア政権に取って変わった。
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　GMVは、持続可能な環境とコミュニティの形
成が目標として掲げられ、環境負荷の低減に配慮
したバイオマスによる自家発電で、セントラル
ヒーティングや電力、給湯を100％供給する英国
で初めてとなる熱とエネルギーの生成システムが
採用されていた。
　その中心部にはエコロジーパークと名付けられ
たビオトープも整備されており、集合住宅やコ
ミュニティセンター、商業施設、学校、診療所、
緑地などが混在した環境との共生を図って計画さ
れたコンパクトな街区が形成され、なるべく車を
使わない生活が営めるように配慮されていた。
　建物は広場を囲むように配置されており、古典
的なロンドンのアパートメント方式が取り入れら
れていた。このような配置が様々な社会階層の
人々が混在する住民同士の円滑なコミュニティ形
成には都合がいいのだろう。
　建物配置や形状は、画一的デザインにならない
よう、複数の建築家を採用したそうである。しか
し、どの建物も共通してバルコニーやテラス、サ
ンデッキが池に面していたり、大きな窓があるな
ど、自然を暮らしに取り込む工夫がされていると
感じられた。
　その他にも住宅建設に当たっては、建設業者に
建設期間中の廃棄物の20％削減を義務付け、ユ
ニット化された工場製品を多く使用することで生
産性を向上させるとともに、断熱効果を高め、暖

房エネルギーを少なくする工夫をしたそうであ
る。
　このように、自然環境と融合した快適な住環境
を整備することが、人々の共感を呼び、そしてコ
ミュニティの醸成に重要な役割を果たしているの
だと強く感じた。

グリニッジ・ペニンシュラ再開発地区

GMV 内の住宅

６．おわりに
　すでに人口減少と少子高齢化が進行し、これま
で経験したことのない時代に入り、高い失業率や
雇用不安、さらには将来に対する不安感の増大と
いった、現在の我が国が置かれている状況は、か
つての英国とよく似ている。
　このような時代であるからこそ、我が国におい
ても、今後ますます地域が生存するための戦略と
しての都市再生を、重要な取組として早急に考え
ていく必要がある。
　都市再生の目的は、住民の生活環境の質を向上
させ、持続的な発展を可能にする都市の実現であ
る。そして、それを可能とする条件は何なのかを
見つけ出すことが、最大の課題である。
　もちろん、我が国と英国では、個々の都市ある
いは地域の自然条件や歴史、社会背景や問題の所
在が異なるため、上記のような手法をそのまま導
入できるわけではない。しかし、これからますま
す地方分権社会に向かっていく中、特に、中心市
街地活性化の問題には多くの都市が直面してお
り、それゆえ、それぞれの都市に最も相応しい再
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生策を考えていく必要がある。
　その解決の糸口として、ロンドンの都市再生事
例は非常に参考になり、次の３つの点を強く感じ
た。
　まず第１は、特定の地域に思い切った集中投資
を行い、都市再生を実行することである。
　これには、国においても限定した地域の自主的
な取組を積極的に支援するような補助制度や助成
制度のシステムづくりの充実が今後も必要であ
る。
　第２に、自治体とは異なる再生推進主体の構築
である。
　現在の我が国の都市再生は、自治体が主体と
なっている事例が多いが、UDCのように従来の
枠組みを超えた権限を持ち合わせた迅速かつ効率
的に都市再生を進める主体が必要である。そして、
自治体は民間資本が中心市街地に投下できるよう
誘導し、併せて企業も都市活動の一翼を担う主体
として、そのノウハウと資金をまちづくりに活か
すべきである。
　第３に、英国ではUDCでの反省から、EPにお
いては自治体や住民、企業等の相互調整役として
の役割のほか、環境や住民参加、教育等といった
コミュニティ再生の役割も担ってきたが、それは
我々にも必要なことである。
　以上のように、都市再生を実現するためには、
優れた調整役のもとで、資本を都市に集中投資し、
市街地再生を推し進めると同時に、そこに産業の
創生が図られるような社会全体の革新が必要では
ないだろうか。
　我が国においても、これまで長年続いてきた自
民党政権から民主党政権へと政権交代がなされ、
時代は大きな転換期を迎えることとなった。
　このことは、まさに社会全体が、これまでとは
違った様々な革新を求めている現れであると言え
るのではないだろうか。
　まさしく今回の研修テーマである「コンパクト
なまちづくり」においても、英国がこれまで歩ん
できた都市再生の事例を参考にしながら、我が国

がこれから歩んでいかなければならないコンパク
トシティの実現に向けた社会革新の時代へと、大
きく舵を切り、前進して欲しいものである。

研修を終えてブルームフィールド氏と

【参考文献等】
・EPホームページ（http://www.englishpartnerships.

co.uk/）
・HCAホームページ（http://www.homesandcommunities.

co.uk/）
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1．はじめに
　我が国では、高度成長が始まる1962年の「全国
総合開発計画」によって長らく地域の均衡ある発
展を目指してきたが、2006年の「まちづくり三法」
の改正をきっかけに従来の拡散拡大のまちづくり
から縮小均衡のまちづくりへと大きく政策を転換
させた。
　我が国は本格的な人口減少時代に入っており、

「全国総合開発計画」は、毎年人口が100万人ずつ
増えていた時代の産物であり、今の状況下でかつ
ての高度経済成長期と同じように市街地を拡大さ
せて都市機能を拡散してゆけば密度が薄くなるの
は必然であり、街全体の空洞化へともつながりか
ねない。
　また、拡散型の都市ではどうしても交通手段と
して自動車に頼りがちになってしまい、自動車を
運転しない高齢者には不便な街として映ってしま
う。公共交通を使うことを考えたとしても、わざ
わざ今から拡散的に都市機能を配置し、後追い的
に公共交通を整備することはあまりに資金の無駄
である。既存ストックを有効活用し、集約型の都
市をつくっていくほうがずっと効率的なのである。
　多くの国が中心市街地の再生に取り組んでいる
が、なかでも英国は衰退の原因や過程、再生への
取組において日本と類似性があり、我が国が目指
すコンパクトなまちづくりや中心市街地再生の参
考となる。規制緩和と中心市街地振興と、10年遅
れで英国都市の形成過程をたどる我が国は、現在
の英国の成功事例都市を調査・研究することでそ

グレイブスハム市のまちづくり戦略
〜計画性あるマネジメントとは〜

訪問日　　2009 年 10 月６日（火）
訪問先　　グレイブスハム市
説明者　　サイモン・フックウェイ氏
通　訳　　坂本　教子氏

の遅れを縮めることができるのではないだろう
か。
　今回、私達が調査に訪れたグレイブスハム市
はロンドンから約40km 離れた市で、人口は9
万７,000人。テムズ川の南岸に位置し、歴史的に
はロンドンとつながる水上交通の要所として水
運、セメント、製糸業などが盛んであった。現在
それらの産業は衰退しており、自治体が組織した
タウンセンターマネージャーを中心とした、一定
の権利を持つ専門家組織が一体的にマネジメント
することによって街を再生し、商業都市への変貌
を図っている。ロンドンから鉄道を利用した通勤
圏内であるため、近年ロンドンに勤務する住民の
移住が増えている。市の人口規模や大都市近くの
市であるという点で、今回研修に参加している各
自治体と状況が似ており、現地視察中に学んだま
ちなか再生のヒントはどれも実践的に感じられ
た。

２．グレイブスハムのタウンセンターマネジ
メント（TCM）の概要

　タウンセンターマネジメント（TCM）とは、中
心市街地活性化のために多様な関係者で構成され
る民間と公共のパートナーシップ組織である。メ
ンバーは、自治体、警察、NPO、小売店、地元企業、
金融機関、地権者など様々であり、TCMはこれ
らの関係者の緊密な協議に基づく効果的な調整及
びその実施主体となる組織である。
　TCMは、80年代初頭にマークスアンドスペン
サーやブーツ等の大手小売業者によって提唱され
たものであり、ショッピングセンターにはショッ
ピングセンター全体を管理するマネジメント組織
があるように、中心市街地にも全体を管理するマ
ネジメント組織が必要だという発想から立ち上げ
られた。
　グレイブスハム市では1983年の終わりから1990
年の初めにかけて中心市街地の空洞化が起こって
おり、そのような状況下でさらに大型ショッピン
グセンターの「レイクサイドショッピングセン
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ター」と「ブルーウォーターショッピングセン
ター」の郊外出店の見通しが立ち、その危機感か
ら1991年にTCMが設立される。英国には全国で
数百にのぼるTCMがあるとみられており民間主
導で行われているものが多いが、グレイブスハム
市では行政が主導となっている。運営財源はスポ
ンサー企業からの出資金と自治体からの助成金と
がある。
　当市におけるTCMのパートナーシップは正式
なものではなく、利害の共通した関係者の集まり
であり、すべての関係者が資金を負担しているわ
けではない。しかし、負担の有無を問わずパート
ナーシップメンバーが定期的に共同で会議を行っ
ている。
　グレイブスハム市TCMが利害の共通した組織
を集めて、交通駐車、清掃、環境、プロモーション、
イベント等についてワーキンググループを組織
し、アクションプランを作成しており、市は、ア
クションプランに沿って年ごとに交通駐車対策や
清掃等を行っている。年ごとの設定とは別に、市
が重視しているものとして「ベーシックアクショ
ン」を設定しており、特に、清潔・安全・振興の
３つは毎年継続して力を注いでいる。

ショッピングセンターの誘致を行い、次いで中心
市街地を歩行者専用区域に設定し、駐車場整備や
クリーンなまちづくりなどの取組を行い、交通弱
者でも買い物がしやすいまちづくりを目指した。
その結果、前述したレイクサイドショッピングセ
ンターとブルーウォーターショッピングセンター
の２大型ショッピングセンターが郊外に設置され
た後も中心市街地は賑わいを保っている。
　グレイブスハム市のTCMにおける取組から、
特に我が国が学ぶべき点は、グレイブスハム
TCMの企業との積極的な連携や計画性であるよ
うに思う。
　まず、TCMは企業の撤退による商店街の空洞
化を回避するために、中心市街地へ誘致した企業
に対し、街から長期間撤退しないという意思確認
をしている。
　 また、TCMは、中心市街地を1つのショッピ
ングセンターのように捉えており、企業との積極
的な話合いによって、新規参入を図る店舗と既存
商店街の店舗配置とを一体的・計画的に行うこと
に成功している。実に様々な種類や規模の店舗が
建ち並び、中心市街地全体を回遊性のあるショッ
ピングセンターとなるよう整備し、また、市役所
をはじめとして図書館、郵便局、教会、病院等の
各種施設も集積しているため、中心市街地の利便
性を大きく改善させることができた。
　これにより、買い物客の満足度を向上させ、中
心市街地は郊外の大規模小売店に負けない魅力を
持つこととなり、また、話合いができたことで計
画的なまちづくりが可能となったのである。
　グレイブスハム市の中心市街地は通りの連続性
や多様性が強く意識されて作られている。特に、
多様性は、魅力的な都市や地域づくりにおいて重
要であると考えられている。
　その理由として、第１に、新たな文化は異なる
文化の接触・交流・融合から生まれること、第２に、
生物多様性と同様に単純な構成は変化に弱く、多
様性は変化に対応しやすいこと、第３に、現実の
社会を構成する多様な人々の存在を認め、多様な

案内していただいたフックウェイ氏

３．グレイブスハムのTCM 活動事例
　グレイブスハム市のTCMは、もともと中心市
街地空洞化への危機感から創設されたものであ
り、まず、その取組として中心市街地への中規模
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人々にとって住みやすい環境を創りやすいこと、
が挙げられる。
　そして、多様性のもたらす効果については、第
１に、多様であれば同じ場所で住み、働き、遊ぶ
ことが可能になること、第２に、多様であればバ
ランスのとれたコミュニティが形成できること、
第３に、多様であればいろいろな時間帯にいろい
ろな人が同じ空間を使うため、場所に活気をもた
らすこと、が挙げられる。
　また、個性あるまちづくりへの取組もグレイブ
スハム市では強く意識されている点である。
　今回、当市を案内してくださったフックウェイ
氏によると、グレイブスハムのまちづくりのコン
セプトは「ヘリテージタウン」であるとのことで
ある。「ヘリテージ」とは、地域に残っている様々
な財産のことであり、このヘリテージをまちづく
りに活用してゆくことがグレイブスハム市の基本
戦略であるらしい。
　かつて、テムズ川河口のゲートシティであった
当市は、大陸からの旅客の受入れ都市として、ま
た、工業地帯としても大いに栄えたが、移動手段
の多様化による船舶の需要の低下とともに人の往
来が減り、工業も衰退し、街の賑わいは消えていっ
た。その結果、ゴーストタウン化した街のメイン
ストリートには古い建物が放置された状態であっ
た。そこで、TCMは「ヘリテージタウン」のコ
ンセプトで、これらの建物群を「地域の資源」と
みなし、市の住宅開発公社や商業開発公社と組ん
で街の再生化を目指した。
　あえて建て直しをせずリフォームを施し、「古
き良き」を狙って生まれ変わった建物群は「ビク
トリア調の建物で懐かしい温かみがある。」と評
判を呼び、今では街は賑わいと活気であふれてい
る。
　街の記憶、地域の歴史・文化を活かしたまちづ
くりは、人々の地域への理解を深め、愛着・居住
満足度・定住意識を高める。また、うまく地域に
マッチするようデザインされた空間は、住みやす
く、環境にも適合した地域空間の実現が可能とな

る。残された古い建物や産業遺産などを、地域の
個性として、また、資源としてまちづくりに活用
することは、街の個性を伸ばすだけでなく、経済
的にも良い影響を与える。
　「ヘリテージタウン」のコンセプトは、多くの
ヘリテージが残る我が国でも十分使えるものであ
る。歴史的なまちなみを保全・活用する取組は日
本各地で進められており、文化財的な価値を持つ
建造物の保全や修復が積極的に行われている。し
かし、そこから更に拡大させ、地域の個性・文化
を伝える建物や地域文化財の保全、地域の暮らし
から生み出される「生活空間」の保全も、これか
らは考えてゆくべきではないだろうか。
　自分の暮らす街に、歴史や個性を感じることが
できれば、街に誇りを持つことができ、住民参加
の意識も高まってくることと思う。

ヘリテージクオーターの様子

４．グレイブスエンドの今後の課題
　中心市街地の振興に成功したといえる当市の今
後の課題は「継続」であるという。グレイブスエ
ンドをグレイブスハム市及び周辺地域の買物や
サービスの中心地として、引き続き振興し続ける
ことを目標として掲げている。
　加えて、今後は人々が昼夜問わず集まる場所と
して、ロンドンなどを訪れる観光客が立ち寄る観
光地として、人々が働き事業を行う場所として、
居住の地としての、街の魅力も高めてゆきたいと
考えているとのことである。
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５．おわりに
　グレイブスハム市は、小さい市ながら中心市街
地振興への取組が模範的だと評価されており、そ
の理想的な取組を実際に目の当たりにし大変貴重
な経験となった。人々が集まり、地域の個性が継
承され、美しく機能的に整備された街並み空間は、
我が国の各々の街の理想像ともいえる。
　グレイブスハムのTCMは、その運営は行政主
導であるとはいえ、民間との緊密な連携が中心市
街地活性化の成功の鍵となっており、我が国にお
いても地域振興を考える上で非常に示唆を与える
ものであると感じる。
　どの場所で、どの店で何を売るか、どんな商売
をするか、どんな公共施設を置くか、細かなこと
まで話し合い、まちづくりの戦略がハード・ソフ
トの両面から具体的にアクションプランで示さ
れ、関係者が意欲的にまちづくりに取り組んでい
る。中心市街地が郊外の大規模ショッピングモー
ルや他都市に対抗するには、独自のものを売るし
かない。「行政主導から民間主導へ」という言葉
は我が国でもよく耳にするが、当然ながら市民だ
けでまちづくりを行うのではなく、行政と市民、
あるいは企業との戦略的・計画的な協力が重要で
ある。
　まちづくりは地域の目標であり、市民・行政共
通の認識であり、共通の活動源であるべきなのだ。
　グレイブスハム市の中心市街地再生の成功要因
はTCMの質の高い充実した運営ということでまと
められる。我が国でも、タウンセンターのマネジ
メント・総合対策、効果的なパートナーシップの
確立や、政策に関するコンセンサスは必要であり、
TCMと同じ機能を持つ組織は持つべきだろう。
　従来の拡張型の都市づくり、公共事業主導の基
盤整備による量的な拡大、対処療法的な画一的で
個性のない都市空間に対しては、方向転換が必要
である。そのためには、行政担当者、プランナー、
市民、企業など、関係者は互いに理解し、協働し
て自分たちの地域の将来像を描かなければならな
い。

【参考文献等】
・矢作弘『中心市街地活性化三法改正とまちづくり』

学芸出版社　2006年
・海道清信『コンパクトシティの計画とデザイン』

学芸出版社　2007年

市街地ゲート前にて



Ａ班　海外研修

50

１．はじめに
　休日は郊外の大型ショッピングセンターやアウ
トレットでお買い物。併設の映画館や書店でくつ
ろいで、人気の専門店で食事を済ませる。
　気付いた時には、近所の商店は駐車場に変わり、
駅前の総合スーパーからは電化製品や衣料品が撤
去され、食料品専門店になっている。
　早い・安い・便利を求めて、商店、公共施設、
病院、大学、そして住宅は郊外を目指した。
　しかし、自動車交通を前提としたこの仕組みは
いくつかの不都合を生み始めている。
　１つ目は、急速に高齢化が進む我が国で、車な
どの移動手段をもたない交通弱者にとって不便で
ある。
　２つ目は、無秩序な郊外開発は持続可能性、自
然保護、環境保護の視点から問題である。
　３つ目は、郊外への拡散と市街地の空洞化は、
道路や上下水道等の公共投資の効率を悪化させ、
維持コスト面でも財政負担を肥大化させる。 
　このような課題に対し、都市の郊外化・スプロー
ル化を抑制しながら市街地のスケールを小さく保
ち、歩くことができる範囲を生活圏として、地域
コミュニティの再生や暮らしやすいまちづくりを
目指そうとするのがコンパクトシティの考え方で
ある。
　英国の都市では、持続可能な地域づくりを実現
するため、「コンパクトなまちづくり」に試行錯
誤を重ねながら積極的に取り組んでいる。
　英国南東部、テムズ川に面した人口９万7,000

良い循環を創出するまちづくり
〜地域の財産でまちとプライドを再生する〜

訪問日　2009 年 10 月６日（火）
訪問先　グレイブスハム市
説明者　サイモン・フックウェイ氏
通　訳　坂本　教子氏

人の小規模都市グレイブスハム市の中心市街地、
グレイブスエンドの取組をもとに、まちの再生方
法について考察する。

２．人があふれる中心市街地
　今回訪れたグレイブスエンドをはじめ、英国都
市の中心市街地はとにかく人が多い。屋根のない
商店街に、驚くほどたくさんの人があふれている。
寂れたアーケード街と賑わう郊外型ショッピング
センターに慣れた目には理解しがたい、不思議な
風景である。
　再生に成功している中心市街地にはいくつかの
共通点がある。まちの中心には、時の流れを感じ
させる石やレンガで建造された重厚で荘厳な教会
と市庁舎、その前に市民が憩う広場がある。そば
には自動車の進入を排した歩行者専用区域があ
り、道の両側に商店街が続く。
　そして、その落ち着いた空間を人々は思い思い
に歩いている。

自動車の進入を制御する中心市街地

　英国では1960年代以降、店舗の郊外立地が広が
り、1980年代のサッチャー保守党政権の積極的な
規制緩和政策により、その流れは加速した。そし
て、競争に敗れた市中心部のハイストリート（伝
統的な繁華街）の商業やレジャー施設は衰退して
いく。現在の我が国と同じことがここで起こって
いたのである。
　小規模都市再生の成功事例として紹介されるこ
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とが多いグレイブスエンドにおいても、明るく人
通りの絶えないメインストリートに、空き店舗と
重厚な建築物のみが目立つ寂れたハイストリート
がテムズ川に向かって接続している。
　光があたるところには必ず影が生まれる。まち
再生の取組に終わりはない。

３．人からはじまるまちづくり
（1）おもてなしの心　〜ビジターセンター〜

　まちを訪れた私たちを最初に出迎えてくれたの
は、ディズニー映画でも有名なポカホンタスの銅
像。テムズ川に臨むグレイブスエンドのセント
ジョージ教会に米国史上最も有名な先住民女性と
言われる彼女の墓がある。
　その奥にレクチャー会場となった小さなビジ
ターセンターがある。ポカホンタスのお墓がある
ものの、これといった有名な観光資源もない、こ
のこじんまりとしたビジターセンターが英国全土
対象のコンペで金賞を受賞している。
　その理由は時間の経過とともに理解できた。
　コンパクトで清潔、色鮮やかな花々とさわやか
な職員の笑顔。おもてなしの心が行き届くこの空
間はとにかく居心地がいいのだ。

（2）まちづくりのキーマンとコミットメント

　今回、私たちを案内してくださったサイモン・
フックウェイ氏は、20年以上市に勤務し、経済開
発とタウンプランを担当するまちづくりのスペ
シャリストである。
　公務員を含め優秀なマネージャーはキャリア
アップのため、より大きな舞台へ移ることが常識
とされる英国において、当市にとどまる氏のグレ
イブスエンドへの愛情、まちづくりへの情熱と柔
らかな姿勢そのものに学ぶものがあった。
　紅茶とサンドイッチによるランチタイム中も熱
く丁寧に私たちの質問に答えていただき、結局、
２時間近いランチミーティングとなった。
　濃密で充実した時間であった。
　グレイブスエンドに限らず、再生に成功してい

るまちには必ずフックウェイ氏のようなキーマン
が存在し、まちづくりを牽引している。
　また、まちの再生に最も大切な要素の一つに「上
層部のやる気とコミットメント」を氏は挙げた。
コミットメントは約束、義務、責務等と訳される。
　まちの再生に重要なことは、キーパーソンをは
じめ、市の中心人物がぶれずに市民との約束を責
任をもって果たすことなのである。

ビジターセンター前でフックウェイ氏と

４．地域の歴史資源を活かすまちづくり
（1） インパクトプロジェクト

　グレイブスエンドのまちにも、教会をはじめと
する歴史的建造物が数多く残されており、外観修
復によって、まちの魅力をさらに高めようとする
取組が1993年から開始された。
　この取組は、インパクト（IMPACT）プロジェ
クト（IMProvement and ACTion in towns in　
Kent）と呼ばれ、ケント県に属するグレイブス
エンドとラムズゲートの２地区が最初の事業地と
して選定された。
　グレイブスエンドについては、現在、歩行者専
用区域となっているニューロードを起点とした中
心市街地とそのアプローチ道路を整備し、県と市
が125万ポンド（約１億8,000万円）を拠出した。
小売業者も数百万ポンドをかけて自店舗を改装し、
官民が一体となって街並み改善事業を実施した。
　インパクトプロジェクトの実施にあたっては都
市計画の専門家はもちろん、建築家、警察、地域
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コミュニティの代表、行政関係者等様々な分野の
専門家で構成する特別チームが編成された。そし
て、彼らは複合的かつ総合的な視点で計画を策定
し、事業の進行もコントロールした。

（2）ヘリテージタウン戦略とプライドの再生

　先人たちが残した地域の歴史的遺産（ヘリテー
ジ）を活用したまちづくりの手法は、街並みの再
生だけでなく、眠っていた市民のまちに対する愛
着とプライドを呼び起こした。グレイブスエンド
では、これをヘリテージタウン戦略と呼び、まち
づくりの柱に位置づけている。
　ユーロスターの開通によりロンドンまで17分で
結ばれるグレイブスエンドでは、これから急速な
人口増加が予測されている。今後課題となるであ
ろう新住民と旧住民の融和・交流を進めるうえで
も、このヘリテージタウン戦略は有効に機能しそ
うである。

５．良い循環を産み出す仕掛けづくり
　グレイブスエンドでは、防犯対策として英国全
土で400万台を超える防犯カメラ（CCTV）の設
置に加え、「プライベート無線システム」を採用し、
行政が購入した無線機を地域や企業の防犯協力者
や飲食店の経営者等に配布している。
　無線機はごみの管理者、万引き防止のパトロー
ル隊、警察や駐車禁止の取締り担当者につながる。
数多くの情報で犯罪の未然防止や犯人検挙に効果
を上げており、市民を巻き込み地域全体で犯罪撲
滅に取り組んでいる。
　また、まちを花や緑で華やかにしようと「花いっ
ぱい運動」を展開している。
　運動の中心は、タウンセンターマネジメント

（Town Centre Management：TCM、中心市街
地活性化のために多様な関係者で構成される民間
と公共のパートナーシップ組織）で、小売店等か
らの拠出金を活用し、商店街等まちの中心を色と
りどりの花で飾っている。
　商店街の美しい花飾りやビジターセンターの金

賞受賞、ヘリテージタウン戦略等で、まちが良く
なっていくことを実感する市民は、自分のまちに
愛着とプライドを持ち、自宅や公園に積極的に花
を飾る。こうして市民は自然な形でまちづくりに
参加していくことになる。
　行政やTCMが手本を見せて、市民がマネをす
る。成果を実感するとさらに多くの市民が追随す
る良い循環。上杉鷹山の「してみせて　言って聞
かせて　させてみる」を地でいく戦略と実践に感
心させられる。

TCMによる中心市街地の清掃活動

６．歩いて暮らせるまちづくり
（1） 自動車流入の制御・排除

　多くの人々を引きつける英国の中心市街地の特
徴は、歩く、休む、眺める空間の存在であり、実
現のカギは自動車流入の制御・排除にある。
　欧米の都市政策では、自動車利用を優先する20
世紀型の都市構造を、ひと中心に変革する流れが
明確となっており、自動車に依存する都市形態を
指向する都市計画はもはやあり得ない。
　1990年代以降、グレイブスエンドをはじめ多く
の都市に歩行者専用区域が設置されたが、当初は
顧客の減少に懸念を示す商店主の反対もあり、試
行的・段階的に導入されてきた。
　そして、歩行者専用区域の導入は中心市街地に
賑わいを蘇らせることが明らかとなった今、歩行
者専用区域のテーマは区域の拡大や駐車場の整備
など次のステージに移っている。
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（2）持続可能なまちづくりへ

　人を中心とする歩いて暮らせるまちを実現させ
る条件のひとつとして、日常生活に必要なものや
サービスを、歩ける範囲でほとんど賄える環境を
整えることが挙げられる。
　これを実現するには、居住機能を中心としてコ
ンパクトな空間のなかに、商業やサービス、医療
など様々な機能をまとめることが必要となるが、
成熟している中心市街地には相当数のステークホ
ルダー（利害関係者）が存在しており、その道の
りは平坦ではない。
　しかし、都市の集積性を高めるこの取組は、結
果としてスプロール的な都市開発を抑制し、都市
周辺の農地や山林、自然環境の保全につながって
いく。
　つまり、歩いて暮らせるコンパクトなまちづく
りは、人と環境にやさしい持続可能なまちづくり
へつながっているのである。

７．おわりに
　都市のたたずまいは、そこで暮らす人々が積み
重ねてきた歴史を写し出す鏡である。
　その鏡に曇りが見え始めた現代、英国をはじめ
欧州では持続可能で多様な人々が共生できる地域
社会の実現に向け、コンパクトなまちづくり政策
に舵を切っている。
　我が国でも、2006年のまちづくり三法改正で、
コンパクトなまちづくりと中心市街地の活性化を

歴史的遺産を活用したまちづくり

進めることが国の方針として明確に示された。
　目の前の現実は、急速な少子高齢化と人口減少、
悪化する財政を背景に都市開発需要は縮小局面に
あり、しかも、深刻なスプロールが相当進行して
いる状況で都市形態を変更させるという前例のな
い険しい道のりを進む必要がある。
　しかし、私たちのまちには、先人から引き継い
できた豊かな自然や貴重な歴史遺産、そして地域
レベルのコミュニティなどの財産がある。
　この財産を活かし、新たな仕組みをつくること
で良い循環を創出する。そして、まちを愛し、住
み続けたいを思う人を育てる。これが私たちまち
づくりに携わる者の役割である。
　役割を全うするために最も大切なこととは。
　フックウェイ氏の答えは「関係するすべての人
と常に対話を持つことだよ。これがないと何も始
まらないし、前に進まない。」
　やらなければならないことはたくさんあり、や
れることもたくさんある。
　さあそろそろ、眠っているまちの財産、起こし
にいきましょうか。

【参考文献等】
・海道清信『コンパクトシティの計画とデザイン』

学芸出版社　2007年
・横森豊雄『英国の中心市街地活性化』同文館　

2001年
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　私達が訪問した各都市では、いわゆる「コンパ
クトシティ」を目指して、中心市街地の活性化に
成功し、平日の午後でも老若男女問わずショッピ
ングやレジャーのため多くの人々で賑わってい
た。しかし、隣接する他のエリアでは空き店舗が
散在し、人通りもまばらという状態で、都市全体
の活性化にまでは至っていないように見受けられ
た。英国都市再生の課題が、今なお多く残されて
いることも事実である。
　そこで、都市の持続性とは何か、また、今後我々
が目指していくべき中心市街地活性化の姿とはど
のようなものなのか、未来の「わが街」を考えな
がら報告書の作成に臨んだ。
　英国では、長期間にわたってまちづくりを担当
する専門スタッフが存在し、それぞれの地域で確
固たる信念を持ってまちづくりのためにリーダ
シップを発揮していた。
　バーミンガム市で行政と民間企業のどちらから
BCCPの設立を切り出したのかとの問いに「どち
らでもない。バーミンガム市を良くしたいという
両方の思いがあったから」と語ったジェニー・イ
ングリス氏。
　事業が途中で実行できなくなればどうするのかと
の問いに「計画を立てただけでは意味がない。計画
には、当然ながら実行する義務が伴うものだ」と
語ったノッティンガム市のジョン・コーネリー氏。
　頻繁に省庁の改編があって立場や仕事の内容が
変わることをどのように受け止めているのかとの
問いに「いつものことなので、我々は与えられた
仕事をするだけ」と語ったHCAのフィリッパ・
ブルームフィールド氏。
　失敗したことはなかったのかとの問いに「失敗
とはいえないが、関係機関とこまめに意見交換し、
お互いの意見を聞くことが大切だ」と語ったグレ
イブスハム市のサイモン・フックウェイ氏。
　まちづくりに情熱を注ぎ、試行錯誤を重ねなが

おわりに

ら前向きに計画を実行している姿は、我々の手本
となり、また、目指すべき姿を示してくれている。
　英国の手法をそのまま我が国で導入できるわけ
ではないが、持続可能な発展を目指すコンパクト
なまちづくり、中心市街地への民間投資の誘引、
自治体をまたぐ大規模集客施設の広域立地規制と
中心市街地振興策との連携、中心市街地区域の適
切な設定と自動車流入の抑制による歩行者専用区
域化、公共交通活用によるトランジットモール化
など、今後我々が参考とするべき点も数多くある。
　成熟した社会におけるまちづくりには、経済性
や効率性を優先するよりも、成熟期にふさわしい
ポリシーを住民と自治体がどのように共有するの
か、どれだけ地域に愛情と情熱をもってまちづく
りに携わることができるのかが重要である。
　ゆるぎない信念と、地域への広く深い愛情を私
達まちづくりに携わる者が持つことで、「都市の
持続可能性」の扉が開くのではないだろうか。
　最後になりましたが、御多忙の中、心温まる対
応をしていただいた視察先の皆様、事前・事後の
研修で様々な助言とご指導をいただきました海道
清信教授、現地英国で講演会の講師をしていただ
きました大塚紀子先生、見事な通訳をしていただ
いた坂本教子さん、チューター・キミエさん、そ
して、海外研修という、多くを学ぶ機会を与えて
いただいたマッセOSAKA 及び研修派遣自治体の
皆様に深く感謝申し上げます。
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都市再生をつなぐもの
〜住民や地域とともに創る豊かさ実感型の都市構造と都市経営〜

Ｂ　　班

　今回研修に参加した私たちの自治体は、高度成
長期に急激に膨張し、快適な公共空間の不足や郊
外化の進展に伴い工場の移転で産業の空洞化に直
面している内郊外に位置する自治体や人口の都心
への回帰に伴う人口減少に直面している外郊外に
位置する自治体や関西空港の開港時期に合わせ積
極的な基盤整備を行った泉州地域の自治体など大
阪都市圏を構成する市町で、都市の拡大時期や進展
の経過は異なるが、様々な都市課題を抱えている。
　自治体（都市）というものは、単独で存在して
いるのではなく、それぞれの都市が有機的に結び
つきあいながら「都市圏」を形成している。
　大都市圏の構造は、大阪市立大学大学院の小長
谷一之教授によれば、中心都市とその周辺にある
郊外から構成されている。中心都市は、都心と都
心を除く周辺のドーナツ状のインナーシティから
構成されている。また、郊外は内郊外（インナー
サバーブ）と外郊外（アウターサバーブ）で構成
されている。
　大阪都市圏は、江戸時代（近世）に形成された
大阪三郷が都心にあたり、明治末期から昭和初期

（日本の産業革命の時代）に形成された職住混合
地区であった大阪市がインナーシティと位置づけ
られる。その後、郊外化が進展し高度成長期ごろ
までに、内郊外（現在の大阪市隣接諸市、守口・
八尾・東大阪・堺など）が形成され、高度成長期
以降は、「さらに外縁部の自治体（三田・木津・
橋本等）」の外郊外が大阪通勤圏として、大阪都
市圏を形成してきた。
　このように、大都市圏は歴史的発展の時期に
従って内側から、都心、インナーシティ、内郊外、

外郊外の４重構造となり、内側から古い順番に市
街地が形成され、その形成された順番に老朽化・
老齢化などの『都市問題』の大きな波がやってく
ることが予想される。
　また、老朽化、老齢化の他に、現在は人口減少
社会の到来や少子高齢化による都市活力や社会活
動の衰退、産業の海外移転とそれに伴う雇用の空
洞化、地価の長期的下落傾向等の変化を考慮する
必要がある。
　これまでのまちづくりは、新しい人口の流入と
地価が上昇基調にあったことから、ニュータウン
開発に見られるような、都市部外縁部を拡大させ
ながら新しいまちづくりを行ってきた。
　その結果、住宅と商業の郊外化やモータリゼー
ションの進展により、それぞれ自治体の中心市街
地の旧来型の商店街等に衰退現象が見られるよう
になってきている。
　そこで、今後のまちづくりの進め方は、既成市
街地にある中心市街地の魅力を高めて“人・物・
情報”を集中させ、中心市街地を核としたコンパ
クトで持続可能な成熟社会の実現が強く求められ
ることとなる。
　また、現在の自治体の財政状況は非常に厳しく、
大規模な公共事業（市街地再開発事業など面的な
整備事業）を実施しにくい状況にあるなかで、少
ない経費・費用で官と民が手を取り合いながら空
洞化・老朽化していく街をどのように改善してい
くかが重要である。
　その解決策として、『コンパクトなまちづくり』
をメインテーマとする事前研修を海道先生の指導
や助言をいただき進めてきた。
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　その中で、我が国における様々な問題点（財政
的な破綻事例、市民主体・参加型のまちづくり、
空洞化が進む中心市街地の活性化、人口減少への
対応等）の把握を行い、コンパクトな都市構造の
必要性について学ぶとともに、英国自治体の開発
指針であるデベロップメントプランや英国政府が
目指す方向である英国戦略（持続可能な開発）等
を学び英国と日本との都市形成における相違点に
ついて知識を深めた。
　事前研修の成果を基に、英国での現地視察は、
①1970年代に著しく衰退したインナーシティの再
生方法、②歩行者を優先した中心市街地の活性化、
③官と民の協働、④エリアマネジメント等に視点
を置きながら、次の日程でイギリスの大規模・中
規模・小規模の各都市を視察した。

【現地視察日程】
2009年10月１日（木）バーミンガム市

人優先で連続性と回遊性を重視したインナーシ
ティの再生と中心市街地活性化策の視察

2009年10月２日（金）コベントリー市

英国で成功しているまちづくり会社での、中心
市街地の再生などの取組みの視察

2009年10月３日（土）ロンドン・レディング

英国でのエリアメネジメントの取組みとビール工
場跡地の再開発（インナーシティの再生）の視察

2009年10月５日（月）ロンドン市

TCMの発展形であるBID「イン・ホルボーン」
の取り組みの視察

2009年10月６日（火）クローリー市

職業訓練の導入や商業活性化を目指す、官民協
働のまちづくりの事例調査と視察
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１．はじめに
　バーミンガムはイングランドのウェスト・ミッ
ドランド州に属する都市で、人口は100万人ほど
の首都ロンドンに次ぐ英国第２の大都市である。
産業革命の進展にともない運河と鉄道を利用し、
工業都市として発展した。しかし、製造業が主要
産業であるバーミンガムでは1970−1980年代に不
況に陥り、45万人もの失業者が生まれた。その数
はウェールズとスコットランドの失業者数を足し
た数よりも多いものであった。産業革命以後の負
の遺産とも言える都市内工場が市内にいくつかあ
り、その労働者の居住地であったインナーシティ

（都心近接低所得地域）の問題が残った。また、
都市計画を1960年代に策定したときは自動車を優
先に考えており、当時のバーミンガムは車社会で
高層ビルが建ち並んでいる状態で、経済的にも社
会的にも問題があった。
　そこで、バーミンガムの衰退した中心市街地や
インナーシティがどのようにして再生を果たした

衰退した都市の再生事例を通して
～連続性と回遊性を重視した街～

訪問日　2009 年 10 月１日（木）
訪問先　バーミンガム・シティ・センター・パートナーシップ、
　　　　　　　ブリンドリープレイス、ジュエリークオーター
説明者　ジェニー・イングリス氏（BCCP）リチャード・コーウェル氏（市

職員）ロス氏、ケイト・ブレックソン氏（アージェント）、アンナ・
ギブソン氏（ジュエリークオーターパートナーシップ）

通　訳　チューター・キミエ氏、坂本　教子氏

のか現地視察を行った。

２．バーミンガムの都市再生
　1988年に専門家を集めて首脳会談サミットを行
い、バーミンガムの方向性について議論した。サ
ミットのメンバーは市の都市計画の担当者、都市
計画の専門家、市会議員、大学教授等で構成され
た。その目的は市の中心市街地活性化、交通網の
改善、経済活動の活発化、環境を良くするという
ものであった。そして、20年前にバーミンガムが
最初に取り組んだプロジェクトは、住人・働く人・
観光目的で訪問する外部の人にとって、買い物・
レジャー・ビジネス等でバーミンガムが一番にな
るように焦点をあてて再開発を行うものであっ
た。
　具体的な都市再生事業は、ブロードストリート
の再開発によりニューストリート駅から、カウン
シル・ハウス（市役所）、国際会議場、ブリンド
リープレイス、そして運河まで歩行者が安全に歩
けるよう改善し、歩行者が道路を取り戻すことが
できた。この約1.7kmの区間を下記に示す通りリ
チャード・コーウェル氏の案内で歩いたが、歩行
者専用道路は歩きやすく、カウンシル・ハウス前
のヴィクトリア・スクエアにはベンチも設置され
ており、多くの人が思い思いの時間を過ごしてい
たのが印象的であった。また、ブリンドリープレ
イスから大規模商業施設であるメイルボックスま
で運河沿いに歩道が整備されており、歩いていけ
るよう繋がっている。

フレンドリープレイス 運河

国際会議場

メイルボックス

ニューストリート駅

市役所
ヴィクトリアスクエア

ブルリング
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　歩行者空間が形成されたことにより、90年代後
半から歴史遺産を活かした運河の整備や既存の建
物の改修を行い、産業空間を再開発し、企業誘致
に成功した。複合機能を持った近代建築の大型
ショッピングセンターであるブルリングやメイル
ボックス等の再開発の成功により、シティセン
ターにある中小規模の商店にも客が流れ利益を得
ており、さらに失業者やインナーシティに住んで
いる多くの人たちに雇用の機会が提供された。新
しいモダンなデザインの外観は、歴史的建築物と
調和するよう配慮されているとのことだった。

３．ブリンドリープレイス
（1）開発までの取組み

　1980年代のブリンドリープレイスは、製造業が
持っていた倉庫や工場のほとんどが事業活動して
いない産業用地となっていた。市は1983年以降、
構造的な経済不振に陥っていることを理由に欧州
連合資金の導入を目指して働きかけを進めた。こ
れにより、欧州開発資金と欧州社会資金を主力に
都市再生が図られた。
　バーミンガム市議会は、バーミンガム歴史地区
西側に位置する運河沿い７万㎡の用地を1980年代
後半に集めて整理し、意向として民間投資家の手
でブリンドリープレイス開発の基礎を築くことを
示した。外から来る人を惹きつけるものを入れ、
荒廃した地帯まで街の中心を拡大することが再開
発のねらいだった。モデルには、小売店があり道
端でパフォーマンスがある米国のフェスティバル
やマーケットタイプの開発が選ばれたが、90年代
初頭の不況により実現性はないと判断され方向転
換を迫られた。

（2）開発からこれまで

　まず、国立室内競技場に官が投資し、スポーツ
イベントや室内コンサートを実施。国際会議場は
1991年女王の開会式によって開設された。11ホー
ルは色々なビジネス会議、党大会に加え、2,200
座席を誇るシンフォニーホールでは1920年創設の
バーミンガム市交響楽団がホームグラウンドとし
ている。産業都市に偏ったイメージを払拭するた
め、文化芸術分野にも力を注いだ。この周辺は、
小売店やショッピングモールもあり、センテナ
リー広場、ブリンドリープレイスをつなぐ形で質
の高い歩行者空間を作っている。
　マスタープランの更新において、最終的にオ
フィススペース、レジャー施設、小売店舗の複合
機能タイプのモデルになった。1993年にディベ
ロッパーであるアージェントが300万ポンド（約
４億2,900万円）で土地を入札し、柔軟なマスター
プランに基づいた市街地と公共スペースの開発を

再開発されたブロードストリート

ブルリングと聖マーティン教会の歴史的調和

　このように、個々の商業施設や公共施設が連続
して繋がるように中心市街地を広げることで、回
遊性を向上させた歩行者優先の街へと再生した。
大都市であるにも関わらず、非常にコンパクトで
魅力的な都市になったのである。
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開始した。入札提示額は最大ではなかったが、他
の自治体での連携の活動経験があることや開発へ
の迅速な対応をかわれた。入札から数ヶ月後、土
地の一部を300万ポンドで転売し、これを開発資
金とした。
　初期段階の開発は、まずバー
ミンガム市と合意していたレ
ジャー施設があるウォーターフ
ロントからとりかかり、建設規
制の中で中央にあるグリーンの
公共スペースへと開発を広げ
た。ウォーターフロント周辺の
建物は、当時の倉庫街に使われ
ていた地場建材に合うようなも
のを使用し、歴史的文脈を活かして整備すること
で運河との調和を図っている。この運河には多種
多様な鳥達がおり、公園とは違った癒し空間を演
出するとともに、歩行者に歩く楽しみを与えてく
れている。

（3）開発の効果とディベロッパーの働き

　『バーミンガムのルネッサンス（再生）』（2003年）
によると、「市役所の前のヴィクトリア・スクエ
アの整備をはじめ、中心市街地再開発に投じられ
た欧州連合資金は1,500万ポンド（約21億4,500万円）
以上に達した。2002年までにブリンドリープレイス
は15,000人を超す財務・専門サービス従事者を雇用
する市街地として整備された。新たに1,800戸の住
宅も新築され、夜間経済はバーやクラブ等幅広い
職種に支えられ繁栄している。」とされている。
　ケイト・ブレックソン氏が所属するブリンドリー
プレイスのマネージメントチームでは、マーケティ
ング部門において、清潔、メンテナンス、保安を
している。この敷地内で働いている人々のニーズ
に対応するため、レストランのディスカウントセー
ル、コミュニティの感じが出るような工夫として
遊んでジムも使えるなどの取り組みをしている。

（4）開発の成功要因と今後

　英国では土地入札の条件に転売禁止を含むかは
ケースバイケースで、今回は禁止条件になかった。
入札から16年間、ビルが建つ前から賃貸契約をと
り、一部は売って資金調達し、再開発に充ててい
る。世界的不況で資金調達が困難な時期の中、売
却や転売は有効な方法の１つだったといえる。
　成功要因は資金調達の巧みさだけでなく、レス
トラン、バー、シアター等の用途混在型とし、ディ
ベロッパーが他の数社とパートナーシップを組み

運河とレンガ造りの建築物の調和

ブリンドリープレイス

　ブリンドリープレイスのコンセプトは、通りが
あって広場があり、人が会い職場にもなるという
ヨーロピアンコンセプトである。中心市街地の再
開発に伴い、オフィススペースの供給は質量とも
に改善され、高次の専門サービス業を誘致する受
け皿となった。コンピュータ産業や金融サービス
でも、ロンドン大都市圏の外では英国最大規模と
なった。
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連携して運営していることが挙げられる。
　今後については、アージェントはできる限り長
期で管理したいと考えている。通常ディベロッ
パーは買って開発後売却するが、「清潔、安全」
という目的を実現するには地主が複数いると困難
になるため、入札した土地全てを分割して売却す
るつもりはないとしている。
　このブリンドリープレイスの再開発が、現在英
国で最大規模の再開発の一例となっていること、
インナーシティからの再生につながったことは間
違いないだろう。

くなり空地や空家も多い。

（2）人材及び産業育成・保護

　ジュエリークオーターの中心地には、バーミン
ガムシティ大学の宝石学部がある。宝石職人の養
成コースがあり、宝飾品のデザインや製造を学ぶ。
卒業後職人になった人は、市からデザインスペー
ス（オフィス、店舗）を１年間無料で提供され、
ビジネススキルを教えてもらう。
　20年以上宝石職人をしている女性に現状をたず
ねると、「現在は女性職人が多く、ジュエリーク
オーターでのビジネスは発展している。過去は伝
統的なものが作られていたが、今は将来を見据え
作業している。」とのことだった。就労環境につ
いては、開発計画の中に宝石職人を守るための内
容が盛り込まれ、市から少額のインシアティブを
受け、販売競争は各々で専門分野があるため店舗
の共存が保たれている。

（3）ジュエリークオーターパートナーシップの役割

　ジュエリークオーターパートナーシップは、
ジュエリークオーター一帯の管理を行う。資金提
供はほとんど市であるが、各店舗においては全て
個人経営である。ジュエリークオーターの労働者・
住民向けにロイヤリティーカード（ジュエリーク
オーター限定ポイントカード）を発行することで
定着の足掛かりとしている。ジュエリークオー
ター一帯のプロモーション活動（個人店舗は除く）
として、TVコマーシャルやラジオでキャンペー
ンを行っている。新店舗の出店には、パートナー
シップの職員が市と経営者のパイプ役となって、
市の再開発担当者から新店舗の外観について助言
を受けている。

（4）景観、まちなみ

　戦災で多くの建築物が失われた英国において
ジュエリークオーターのレンガ造りの建物は、当
時のまま残されているバーミンガムの遺産として
注目され、1980年代になると保存運動の高まりの

運河とレンガ造りの建築物の調和

４．ジュエリークオーター
（1）これまでと現在

　宝飾品の生産を始めて250年以上の歴史があり、
英国の宝飾品製造販売の一大中心となっている。
1780年頃から小物の金属加工業（金属の小箱・装
身具等）が発達し、やがて仕事場を持つ住戸を建
て集積した。19世紀後半に飛躍的に拡大したもの
の、当初は製造業のみだったが、1970年代後半に
なり外部から商業者が参入し貴金属宝石店ができ
る。1980年代になると保存運動の高まりの中、歴
史的価値のある建築物が多いことでも評判になっ
た。100件以上の店が軒を並べて宝飾品や銀製品
を販売している一方、現在も約2,000の貴金属宝
石関係の事業所があるが、次第に住む場所ではな
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中、歴史的価値のある建物が多いことでも評判に
なった。バーミンガム市は2000年に地区全体を景
観保全地区に指定した。CCTV（防犯カメラ）設
置や市と警察の連携で治安を守り、世界中から宝
飾品を求めて来る客に魅力を感じ、30のレストラ
ンやバーが自然に集まった。街並みづくりが結果
的に誘致活動につながったといえる。

険を感じることは全くなく、非常に効果のある取
り組みだと実感した。また、バーミンガムと関係
あるハンドバック、くつ、ミニカー等と花・緑を
使ってのディスプレイ、チューイングガムの除去、
管理の行き届いた清掃業務により魅力あるまちづ
くりに取り組んでいる。クリーンで花が綺麗な歩
道は、歩いていて気持ちの良いものであった。官
民協働の成功の例として、我が国も参考にすべき
点があるのではないだろうか。

花や緑を使ってディスプレイされたミニカー

ジュエリークオーターの統一性のある町並み

　バーミンガム中心市街地からジュエリークオー
ターまでの約800mを実際に歩いたが、歩行者空
間につながりを感じられず、突然景観保全地区の
街並みが広がる感覚はテーマパークに訪れたかの
ような印象だった。夕方５時には一斉に店舗が閉
まり人影もまばらだった。中心市街地から離れて
いない立地条件や建物の雰囲気を活かし、夕方以
降も人の流れを取り込めるような仕組みにナイト
ライフの充実やアクセス改善を計る計画が必要で
はないかと思われた。

５．パートナーシップ、BIDによる官民協力
　バーミンガムを市民や来訪者にとって一番の街
にするために、2003年に政府が推進するBIDの試
験的な取り組みの中の一つに指定された。それに
基づく取り組みとして、飲酒問題・反社会的な構
造、暴力から組織犯罪が問題であったブロードス
トリート地区内の夜間パトロールや、CCTVの設
置、アルコール禁止区域の指定により、遊びに来
た人が安全と感じられるよう治安の維持をするこ
とであった。実際、夜間観光で市内を歩いたが危

６．ビッグシティプラン
　では、バーミンガムでは現在どのようなプロ
ジェクトがあり、どのような将来を見ているのだ
ろうか。ビッグシティプランでは、「今後20年間
のバーミンガムの発展をどういう風にしていくか
を考えないといけない。現在でもまだ、バーミン
ガムはコンクリートの襟のような道路に首を絞め
られている感じがする。この道路を取り払い、中
心市街地の生活の質を高め、地域経済の多様化を
図りたい」としている。
　バーミンガムでは2001年まで人口が減少傾向に
あった。しかし、それ以降は賑わいを取り戻し新
たな人口増加問題として、今後20年間で10万人の
増加が予想されており、５万戸の住宅の増加が必
要になる。また、人口の37％が25歳以下の若い人
で、さらに人種が多種多様であり、43,000人の雇
用の提供が必要になってくる。
　その中で住宅を取り組み、地元経済を多様化し、
市の中心部の連絡網を改善し、周辺地域と連携を
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とりたいとして、核となる中心地0.8k㎡を以前よ
り拡大し、空港を中心地にどういう風に繋げるか
を考えている。ビッグシティプランはそれぞれの
場所で改善策を立てていくだけでなく、連続して
市の中心部を広げていくものであり、市は問題に
対する鍵となっている。

７．おわりに
　バーミンガムの中心市街地の再開発では、歩行
者を優先に考え、核となる部分を確立し、中心市
街地とインナーシティとなってしまった運河周辺
やジュエリークオーター等の歴史遺産も上手く取
り入れて核を広げて行くことにより再生を果たし
た。成功要因は、都市計画で投資家にとって魅力
的なまちづくりを提案することにより、企業誘致
に成功し、ビジネスが主導することにより更なる
投資を得ることができた。また、パートナーシッ
プやBID 等の官民協働により、安全で綺麗な魅
力のある街を形成していることも重要である。そ
して現在は、企業・市民・観光客等バーミンガム
に関わる全ての人が恩恵を受けている。
　我が国の中心市街地にも規模の大小はあるがそ
れぞれの歴史的背景があり、文化遺産や産業遺構
もある。バーミンガムの取り組みのように衰退し
た中心市街地の再開発をするには、行政が強い
リーダーシップを取り、一つ一つの開発が連続し、
文化遺産等を活かし観光資源化するような計画を
立て、官民協力することが再生の鍵になるのでは
ないだろうか。

【参考文献等】
・中林浩『インナーシティ手工業地域の再生—バー

ミンガム・ジュエリークオーターの例』日本建築
学会学術講演梗概集（北陸）　2002年8月

・山田晴通「英国バーミンガム市の都市経営にみる
「欧州」と「文化」−『バーミンガムのルネッサン
ス（再生）』（2003年）を読む−」『人文自然科学論
集』　東京経済大学

ジュエリークオーターにて

ブルリングにて
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１． はじめに
　コベントリー市はロンドン北西約140㎞、バー
ミンガム市の東約30㎞に位置しており、人口は約
30万人で英国において９番目に大きな都市であ
る。この街は1890年代から自転車、自動車製造が
さかんな工業都市であったため、第二次世界大戦
中には爆撃の標的となり、英国内でも空襲の激し
かった都市である。その際、コベントリー大聖堂
を含む市の中心の大部分を破壊されたという歴史
がある。また、ゴダイヴァ夫人の物語で有名な都
市でもある。
　さて、中心市街地に目を向けると1980年代より
投資の不足や市民の信頼感の低下、郊外商業施設
との競争激化が顕著となり大きく衰退していっ
た。そこで、衰退した中心市街地の再生が必要と
なり施策が進められた。
　それら都市再生の施策を進める中で主体となっ
たのがコベントリー市と民間会社であるまちづく
り機関「CV ONE 社」である。それらのつなが
りはどのようなものであり、役割分担はどのよう
になされたのか。また、英国でも最大規模である
コベントリー市のBIDはどのように行われ、どの
ような効果を得ているのか。それらを踏まえ様々
な施策はどのように現在のまちづくりや今後の都
市計画に反映されているのかをテーマとして現地
視察を行った。午前中はコベントリー市役所を訪
問し、CV ONE 社が行っている取り組み及びコ
ベントリー市職員による今後の都市計画について
説明を受け、午後からは実際にコベントリー市街

都市再生　行政と民間とのつながり
～コベントリー市の事例から見えたもの～
訪問日　2009 年 10 月 2 日（金）
訪問先　CV ONE 社及びコベントリー市役所
説明者　マーク・ニコルス氏（CV ONE 社）シャーリー・
　　　　　　ケント氏（CV ONE 社）ポール・ビーズリー

氏（市職員）ロジャー・ベイリー氏（市議会議員）
通　訳　チューター・キミエ氏

地の視察を行った。

２．CV ONE 社の取り組み 
　CV ONE 社はどのような背景のもと設立され、
どのような取り組みを行っているのであろうか。
コベントリー市では1980年代初頭における中心市
街地の衰退から再生すべく、1985年にタウン・セ
ンター・マネジメントを設立している。その後、
1997年のコベントリー・シティセンター・カン
パニーを経て、2002年にCV ONE 社が設立され、
現在に至っている。具体的な取り組みについては、
同社のマーク・ニコルス氏より説明を受けた。
　最初に、同社の組織体制についてであるが、役
員会と金融機関の２つの部門があり、その下に①
中心市街地管理部門、②マーケティング部門、③
リサーチ部門、④商品開発部門の４つの部門が配
置されている。役員会には市職員が参画しており、
同社の運営において市が関連していることがわか
る。

CV ONE 社　組織図

C V  O N E

・顧客サービス・マーケティング ・市場調査 ・商品開発

・治安維持 ・レジャー､ ビジネス観光・モニタリング・スポンサーシップ

・清掃、道路補修 ・イベント ・アンバサダー・BID 会員確保

・フェスティバル ・ブランド ・公共スペース活用

・刊行物、広報　ターゲット

　次に、CV ONE 社の収支について説明を受け
た。まず、収入についてであるが、別表１に示す
とおり、収入項目のうち市からの資金として613
万９千ポンド（約８億７千万円）が収入全体の約
67％を占めている。次いでBID・チャリティ資金
として131万１千ポンド（約１億８千万円）となっ
ており全体の約14％を占めている。このことから
も、CV ONE 社の収入源が市からの資金とBID
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　また、支出について見ると、別表２に示すとお
り、支出項目のうち駐車場・施設管理費として
251万9千ポンド（約３億６千万円）と清掃・警備
費として278万ポンド（約３億９千万円）が、支
出全体の約57％を占めている。このことから、市
民やBID 会員が駐車場や施設の管理及び街の美
化や防犯面の強化を必要としており、それらの事
業に多くの資金を使っていることがわかる。また、
イベント及びフェスティバルを開催することや、
コベントリーを訪れる人に街の魅力を知ってもら
えるようアピールすることなどを目的としたマー
ケティング部門に多くの資金を支出していること
も、大きな特徴の１つと言える。

　都市再生におけるCV ONE 社の成功要因とは
何であるか。それは、市が全面的に資金援助を
行っていることである。また、役員会にも市職員
が参画していることからも会社運営に大きく影響
をしており、市と同社が協働していることがわか
る。さらには、行政では制限のある様々な資金援
助を、民間会社であるため得ることができたこと
である。これらのことから、行政サービスを行う
民間会社としてCV ONE 社が成功を収めている
ことがわかる。

３．コベントリー市のBID 導入
　先述しているように、CV ONE 社における収
入源のうち、市の援助に次いで多くを占めている
のがBID 資金である。このことからも、CV ONE
社のみならずコベントリー市においても重要な取
り組みであるといえる。
　BIDについて簡単に述べておくと、特定した区
域において、区域内の会員より資金徴収を行い、
その資金を区域内の活性化等に使うというもので
ある。また、ある一定の期間で会員による投票を
行い、賛同を得た場合にのみ取り組みを継続する
ことができる。この手法は元々、米国で行われて
いた手法である。英国では、2004年に政府が法制
化したことを契機に、英国内の多くの都市で導入
されており、コベントリー市においても早期に
BID 導入がされている。
　詳細についてはCV ONE 社　シャーリー・ケ
ント氏より説明を受けた。コベントリーのBIDは
会員数が約2,500と英国内でも最大級の規模であ
る。現時点では、更新時期を終え、多くの会員か
ら賛同を得て、取り組みを継続中である。また、
更新の際にBIDに対して改善・要望点がほとんど
無かったことから多くの会員が満足していること
がうかがえる。
　さて、コベントリー市でのBIDは、具体的にど
のような取り組みを行い、どのような成果を得て
いるのであろうか。取り組みについては大きく２
つの点があげられる。

別表1　CV ONE 社　収入内訳（2009 ～ 2010年）

収入項目 金額（￡） 全体割合
コベントリー市 6,139,000 66.9%
助成金 197,000 2.1%
BID 資金、チャリティ 1,311,000 14.3%
売り上げ（サービス収入） 735,000 8.0%
路上販売 423,000 4.6%
スポンサー 72,000 0.8%
刊行物販売 75,000 0.8%
施設貸出 32,000 0.3%
観光案内 58,000 0.6%
その他 138,000 1.5%

計 9,180,000 100.0%

別表２　CV ONE 社　収入内訳（2009 ～ 2010年）

支出項目 金額（￡） 全体割合
（中心市街地管理部門） 　 　
駐車場・施設管理 2,519,000 27.4%
清掃・警備 2,780,000 30.3%
特定地域保全 402,000 4.4%
サービス提供 316,000 3.4%

（マーケティング部門） 　 　
マーケティング 651,000 7.1%
イベント・フェスティバル 717,000 7.8%
ビジターセンター 199,000 2.2%
ビジネス観光 386,000 4.2%

（リサーチ部門） 205,000 2.2%
（商品開発部門） 314,000 3.4%
（金融・経営） 691,000 7.5%

計 9,180,000 100.0%

資金等で成り立っていることがわかる。



B班　海外研修

66

　一つは、「ビジネスの環境を向上させる」とい
う取り組みに対するBIDである。このBIDの会員
は、中心地のビジネス地区だけでは無く、郊外の
工業団地内を対象とした約1,800の事業者である。
具体的な取り組みとしては、商工会議所から専門
員を派遣し、販売指導を行うことで販売促進面で
の支援を行うビジネス・チャンピオンズという制
度がある。防犯面においては、１日４回のパトロー
ル実施や、BID 会員とCV ONE 社、警察で相互
に連絡がとれるような設備の整備も行っている。
また、防犯カメラ（CCTV）の設置範囲を広げて
いく予定もある。このように、販売促進や防犯強
化等の様々な点において会員に支援が行うことに
より、中小企業が安心して仕事をすることができ
る環境を整備することで、企業誘致につなげてい
る取り組みが行われている。
　もう一つは、「中心市街地の環境を向上させ
る」という取り組みに対するBIDである。この
BIDの会員は商店、銀行や弁護士等で顧客と直接
向き合って仕事をする約670の事業者である。こ
のBIDでの取り組みについては、コベントリー市
に住む人だけでは無く、観光やビジネスで訪問す
る人にも、コベントリー市が良い街であると認識
してもらうためのものでもある。高額な清掃機械
を導入し清掃面での強化を図ることや、街に多く
の花を植えることなどで街の美化に取り組んでい
る。さらには、街の中心地で安心して過ごしても
らうために、夜間パトロールの実施も行っている。
年々、街がきれいになり、犯罪率が減少している
点からも効果が出ていることがわかる。
　ただ、このような世界的な不況の中でBIDの会
費を支払い、会員となることへのメリットは何な
のだろうか。また、まちづくりを進める上でBID
を取り入れるメリットはいったい何なのだろう
か。その疑問を担当者へ投げかけてみると、「政
府が法規制を行うことで、サービスに対して費用
を支払うというシステムが確立された。それに
よって会費を払わずにサービスを受けていた企業
を規制することができた。また、誰もが会費を払

うことで会員になれ、多くのサービスを受けるこ
とができる。例えば、現在の世界情勢を受け、単
独ではコマーシャルができない企業であっても、
BID 会員になることでBIDが会員全体のコマー
シャルをすることができるという大きな利点があ
る。」という自信に満ちた回答であった。
　これらのことから、BID 資金が流動的な収入
源から確実性のある収入源となり、CV ONE 社
の事業をさらに安定化させたのではないだろう
か。それにより従来から行っていた行政サービス
の充実度がより向上し、市民やBID 会員にさら
に満足した行政サービスや様々な支援を受けるこ
とができているといえる。これこそがBIDを導入
した大きな成果といえ、英国最大級の会員数を誇
ることも理解できよう。

４．コベントリー市の取り組み
　CV ONE 社の取り組みに引き続き、コベント
リー市職員であるポール・ビーズリー氏より、コ
ベントリー市の取り組みについて説明を伺った。
　コベントリー市は、ウェストミッドランズ州に
属する都市で、その州のなかでバーミンガムにつ
ぐ人口規模の都市である。衰退都市から脱却すべ
く、都市再生に積極的に取り組んでいるコベント
リー市は、ウェストミッドランズ州のみならず、
英国全体においても重要な都市として位置づけら
れている。
　現在、コベントリー市は戦略的に大きく成長を
図る時期にきており、具体的な数値として、約
33,500世帯の増加が見込まれている。日本では都
市の成熟化が進むなか、コベントリーは“今後20
年間成長が見込まれる街”として、英国政府も認
識している成長都市である。
　しかし、コベントリー市は、約33,500世帯分の
住宅供給のみではなく、商店街や企業なども集積
した、複合的な街を目指したいと考えている。
　そのため、経済・文化・エネルギー・持続性・
交通・環境等、様々な分野を盛り込んだ政策とし
て、サスティナブル・コミュニティ・ポリシーを
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策定した。これは、今後20年にわたり、コベント
リー市が経済的、社会的に、また人々の生活につ
いてどのようにしていくべきか等を戦略的に計画
したものである。ただ建物を提供するだけのハー
ド面のみの政策ではなく、そこに住む人々のため
に仕事を提供するといったような、人々の生活や
仕事等、全般に渡って考慮された政策なのである。
　また、コベントリーの産業構造は、1950年から
1960年にかけて大きく転換した。それまで市の産
業の70％占めていた製造業は、現在では17％とな
り、それに変わる業種として、サービス業や住宅
開発業等が増加している。このような新規産業の
誘致する際に利用したのが、ブラウンフィールド
と呼ばれる工場跡地である。かつてコベントリー
を代表する産業であった自動車製造工場の跡地を
有効利用し、新規企業の進出を図った。しかし、
これらの工場跡地は中心市街地外にあったため、
街の中心地が恩恵を受けることはできなかった。
　そこで、コベントリー市は中心市街地の環境改
善のため、シティセンターエリア・アクションプ
ランを策定した。この計画の主旨は、コベントリー
の中心市街地の活性化を図り、人々が「住みたい」、

「働きたい」と思うような街を目指すものである。
　この計画の対象は、コベントリーの中心市街地
全域ではなく、ある特定の地域としたものである。
その特定地域を選定する重要な要素として、コベ
ントリー市では２つの点に着目した。
　まず、第１に歴史である。コベントリーの歴史
はアングロサクソン時代までさかのぼり、中世期
には英国の中でも４本の指に入る程の大きな都市
であった。しかし、第２次世界大戦により甚大な
被害を受け、遺産ともいうべき中世の建物が多く
失われた。そのため、数少ない中世の遺産を残し
ながら、近代的な建築物との調和を図り、次世代
に引き継いでいく建物を取捨選択する必要があっ
た。
　具体的手法として、まず初めに、再開発をする
にあたり残していくべき建物や、歴史的な特色が
残る地域を選定した。その次に、開発の対象とす

る地域を選定した。これらの再開発地域について
は、現在、マスタープランを策定しているところ
である。このマスタープランを基に、市と協働で
開発を行なう事業主を募ることで、民間の投資を
主とした開発を期待している。
　第２の重要な要素は、美しい眺望であり、景観
である。現在コベントリー市には、３つの歴史的
な尖塔がある。これらの尖塔を望む美しい眺望を
守るために、エリアを定めて建物の高さ制限を行
なっている。

質の高い新たな建築計画

３つの尖塔ビューと計画図

　また、眺望だけではなく、街を歩いたときにふ
と気付くような素敵な景観も大切にして、建物の
デザイン性も高めたいと考えている。そのため、
現在の外観を残してもよい建物、取り壊してもよ
い建物というものについても、デザイン性、建材
の質の高さ、持続性、環境面等から決定した。
　その他にも、コベントリー駅周辺をビジネス地
域にしたいと考えており、床面積にして約30万㎡
のオフィススペースを設ける予定である。
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　現在、英国政府の政策でロンドンに一極集中し
ている政府の機関を地方都市に分散させようとし
ているため、このスペースに政府の機関の誘致を
検討している。企業誘致も積極的に行っており、
2010年の秋には、バーミンガムから水道会社が移
転してくる予定であり、これにより1,700人の雇
用創出が見込まれている。また、コベントリー市
全体で新規開発にかけられる費用は、10年間で90
億ポンド（約１兆３千億円）という莫大な額にの
ぼり、それほどの費用をかけてでも、街を活性化
させようとする意気込みが感じられた。
　また、コベントリー市は大きな街ではないの
で、街全体を歩いていけるようにしたいと考えて
いる。そのため、交通手段や交通網の改善につい
ても検討しており、中心地まで車で来る人のため
にも駐車場を改善していきたいと考えている。そ
の他にも、自転車利用の奨励や、緑地空間の改善、
イベントを行なう広場の設置等について検討して
いる。さらに、照明についても、街灯としての照
明や、歴史的建造物のライトアップ用の照明等、
改善すべきところがあると認識しており、これら
については、持続性という視点から、将来のコベ
ントリーにおけるエネルギーの活用についての鍵
となる計画でもある。
　これらのシティセンターエリア・アクションプ
ランという核となる戦略は、現在策定中であり、
英国政府により承認された場合、2026年までのコ
ベントリーの展望をとげる計画となる。
　このように、ビジョンが明確で非常に戦略的な
都市再生計画であるが、市民の合意なくしては当
然成り立たない。コベントリー市では、市民との
合意形成を図るため、フォーラムやミーティング
を開催し、できるだけ多くの情報を市民に提供し
ているという。また、国際的に有名な専門家によ
るアドバイスを受けたり、商業地域の再開発計画
策定時では、ある店舗を利用し、どのようにして
いきたいかを実際に市民に示して反応を見る等、
さまざまな工夫を行うことで市民との合意形成を
図っている。

　また、コベントリー市では、さらなる発展を目
指すため、産官学の連携を図っている。日本では、
少子高齢化社会といわれて久しいが、コベント
リー市においても例外ではない。日本ほどではな
いが、高齢化が進み35歳以下の人口割合は29％程
であるという。これは英国における全国平均と比
較すると高い数字である。その理由として、市内
に２つの大学があるという強みがあげられる。コ
ベントリー市では、この貴重な若者たちが地域に
根付くように、見事な産官学の連携を行っている。
新たな専門分野の人材育成に、大学自体が積極的
に取り組み、その新規分野の人材産出に合わせて、
その人材を活かすことができる新規事業を市が誘
致するのである。具体的な一例として、先述の水
道会社が移転してくるのは、大学が環境工学を教
え始めて、新たな分野の人材が産出されたからで
ある。このことからも、街全体が一体となった都
市再生への強い想いがうかがわれる。
　さて、このように官民連携で多角的、かつ戦略
的な都市再生を行っているコベントリー市である
が、2003年のCPA（注１）の評価は星２つと低く、
魅力ある街には遠かった。しかし、現在では星４
つという高評価を得ており、その成功要因につい
て、ポール氏は次のように話してくれた。
　「それは、政治的にも、そして管理的にも両方
の部門において優秀な指導者がいたからだ。」
　さらに、コベントリー市は、より低コストでよ
りすばらしいサービスを提供できるように、効率
という視点から市の構造改革を行っている。成長
する都市というものは、国の違いに関わらず、戦
略的な都市経営、及び自治体経営が必要であり、
また、それを持続し、実現するための鍵は「情熱」
とその情熱を持ち続ける「人」なのだと感じた。

５．市内視察 
　午後からは、コベントリー市の市議会議員
でガイドを勤めているロジャー ベイリー氏の
案内による市内視察を行った。コベントリー
市の特徴としては、環状道路（リングロード）
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内が中心市街地となっており、その中心部は
Cathedral　Quarterと呼ばれる歴史的な地区と
Pedestrianised ／ Shopping　Areaと 呼 ば れ る
ショッピングセンター等がある近代的な地区の２
つに分かれていることである。以下、コベントリー
市をキーワードごとにまとめてみる。

（1）文化・芸術や歴史を尊重する街

　コベントリー市には、ハーバートというアート
ギャラリーがある。ここでは、コベントリー市の
シンボルであるゴダイヴァ夫人に関する展示や、
コベントリー市の歴史に関する展示を行ってお
り、このギャラリーを訪れるとコベントリーの歴
史をひととおり見ることができるようになってい
る。また、街の北部にはコベントリーの歴史には
外すことのできない、自動車産業や航空機産業等
に関する展示を行っている交通博物館がある。こ
れらのアートギャラリーや博物館の入場料は無料
で、コベントリーに住む人々だけでなく、より多
くの人々にコベントリーの歴史や魅力を知っても
らい、親しんでもらいたいという意思が感じられ
た。
　また、再開発する際においても、歴史を意識し
た計画で行っている。その例としては、フェニッ
クス・イニシアチブと呼ばれるもので、レストラ
ンやアパートなどを新しく開発するスペースの中
に、発掘された1,000年前の修道院を保存するな
どして、新しいものと歴史的なものの融合を図っ
た開発を行っている。その修道院では、子供たち
が修道僧の格好をして楽しみながらコベントリー
の歴史を学習できるようになっており、子供の頃
から地元コベントリーの歴史に親しむことができ
る工夫もされている。
　コベントリー市として認識している問題点とし
ては、歴史的な建物等が戦災の影響で固まって存
在せず、市内に散在していることである。一時、
散在している歴史的な建物等を１箇所にまとめる
ことを行ったこともあったが、今は財政的な問題
等から行うことができていない。

　ロジャー氏は「芸術や文化のない市には心がな
いと考えている。」とおっしゃっており、このよ
うなコベントリー市の歴史や文化・芸術を尊重す
る考え方は、わたしたちにとっても改めて感じる
ものがあるのではないだろうか。

（2）コベントリー大聖堂

　コベントリー市には大聖堂が３箇所にある。最
も古い大聖堂は16世紀にヘンリー８世に破壊され
てしまったが、10年ほど前に行った発掘で壁の一
部が発見され、現在は歴史を感じることができる
広場として整備されている。
　第２の大聖堂は、第２次世界大戦中の1940年に
空襲による大きな被害を受け、建物のほとんどが
焼失しており、外壁や鐘楼などの一部が残るのみ
となっている。

コベントリー大聖堂（右が新大聖堂、左が旧大聖堂）

　戦後に建てられたのが第３の大聖堂である。第
３の大聖堂は、戦災で焼失したオートバイ工場の
跡地に建てられている。第３の大聖堂を建立する
にあたって、設計を行う際に２つの条件を課して
いた。その条件として、１つ目は第２の大聖堂と
隣接した土地に建立することから、新しい大聖堂
とつないだものとすること、２つ目は第２の大聖
堂を取り壊すのではなく、破壊と和解を対比する
ことができるデザインとすることであった。これ
らの条件で建てられた第３の大聖堂は、前面部分
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がガラス張りになっていて、古い大聖堂がそのガ
ラスに映し出されており、新旧の大聖堂の融合が
表現されている。この２つの大聖堂は、後述する
コベントリーを表すキーワードの１つである「平
和と和解」を表現した建物といえるであろう。

（3）平和と和解

　ロジャー氏がコベントリーの特徴として最も強
調されていた言葉が「平和と和解」である。具体
的な例の１つは姉妹都市である。コベントリーは
姉妹都市の発祥の地と言われている。第２次世界
大戦で味方だった都市だけでなく、敵であった都
市とも、過去のことは水に流し仲良くなろうとい
う発想から考え出された。現在世界の26都市と姉
妹都市の提携をしている。
　残念ながら、日本で姉妹都市の提携をしている
都市はないが、コベントリーでは毎年８月に広島・
長崎で原爆の犠牲になった人の冥福のため祈りを
ささげているとのことであり、大聖堂の中には、
千羽鶴とともに広島・長崎の原爆に関する写真が
展示されており、平和に対する強い思いが感じら
れた。また、第２次世界大戦で壊滅的な被害を受
けた第２の大聖堂の跡地には、「Reconciliation」

（和解） と名づけられた像が建てられている。こ
の像は、戦後50年の1995年に、平和の証として建
てられたもので、広島の平和公園にも寄贈されて
いるそうである。

　コベントリーの「平和と和解」の考えは、コベ
ントリーだけでなく、世界中で二度とこういっ
た悲惨なことが起こらないようにという願いと、
人々への教育の意味が込められていた。

（4）人にやさしい環境づくり

　コベントリー大学と大聖堂の間にあるスペース
は、以前は通行量の多い道路であった。現在も道
路として使用できるが、可動式のポールが設置さ
れており、観光バス以外は進入させない広場に
なっていて、歩行者にとって歩きやすい環境を整
えるとともに、大学も大聖堂も利用できるオープ
ンスペースを確保することができた。
　次に、障害者や高齢者に対する施策として、コ
ベントリー市のショッピングセンターでは、CV 
ONE 社によるショップモビリティが提供されて
いる。ショッピングセンターの駐車場の１階に事
務所を構え、障害者や高齢者のみならず、妊婦や
骨折等で一時的に歩行が困難な人に対して、電動
車いすや歩行補助器等の貸し出しを行っている。
貸し出しを受けるためには会員になる必要がある
が、会員になるための入会費や年会費等は必要な
く、本人確認を行うことで会員登録をすることが
できる。利用者は１日あたり約45人で、会員数は
約4,500名である。年会費等は必要ないと述べた
が、寄付制度を採っている。ほとんどの利用者が
寄付をしていき、中には電動車いすそのものを寄
付する会員もいる。ショップモビリティの事務所
がある駐車場の１階部分は、すべて障害者用の駐
車スペースになっている。
　また、ビジターセンターでは、点字表示の案内
板を設置するとともに、職員は視覚障害者や聴
覚障害者等に対して案内ができるようにCV ONE
社が提供する短期間の養成コースを受けている。
　このように、コベントリーでは障害者や高齢者
に対する施策を行っているが、実際に街を歩いて
みて疑問が出てきた。大聖堂周辺の地区の道路の
多くは石畳になっている。この石畳は中世から
残っているものであるが、車いすの方や高齢者に「Reconciliation」（和解）の像
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とっては不便なものであると思われたので、改修
するように要望はなかったのかと尋ねると、ロ
ジャー氏は「石畳を改修しようとすると、おそら
く市民から反対が起こるだろう。」とのことであっ
た。歴史を大切にする思いが強いのは理解できた
が、では車いすの方や高齢者はどうしているのか
と尋ねたところ、「英国ではチャリティの精神が
浸透している。何かあれば周辺にいる誰かが助け
てくれることが当たり前になっている。」との回
答であった。これは日本との大きな差であると感
じた。

働して事業を成功させている事例は少ないのでは
ないだろうか。
　今回、コベントリー市の視察を終え、我が国に
おける行政と民間との協働への取り組みや係わり
合い方について、コベントリー市の事例より学ぶ
べき点は多くあったように思う。

ショップモビリティを利用する人々

ロジャー氏とゴダイヴァ夫人の銅像前で

（注１）Comprehensive Performance Assessmentの略。監査委員会等が地方自治体を業績に応じて５段階に評価し、
その結果を記載したスコアカードを公表する包括的業績評価。

６．おわりに
　コベントリー市は民間会社が主導となりまちづ
くりを行っている都市である。コベントリー市に
おいて、行政と民間との協働が成功している要因
は、それぞれ役割分担を明確にしていることであ
り、市が民間へ委託しているだけでなく組織運営に
も大きく関与するとともに、金銭面での支援を行い、
大々的にバックアップしていることである。これら
のことがお互いの強みを活かし、事業を協働して進
めることで大きな成果をあげているといえる。
　我が国においても、形態は様々であるが行政
サービスを業務委託や指定管理者制度といったよ
うな手法で行っている。しかし、行政と民間が協
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１．はじめに
　日本のみならず、都市再生や中心市街地活性化を
めざす取り組みは世界各国で行われているが、英国
では、官民の協力で市街地の維持と環境改善を行
うタウン・センター・マネジメント（Town Centre 
Management：TCM）の試みがタウン・センター・
マネージャーのもとで行われている。TCMの全国
組織であるタウン・センター・マネジメント協会

（Association of Town Centre Management：ATCM）
は、情報提供や研修・指導、人材育成等により、
全国のTCMをサポートしている。
　英国の中心市街地活性化はTCMを中心に進
められてきて、大きな成果を出しているが、こ
れを継続して行うための最大の課題が財源問題
である。このような財源問題に対応するため、
2001年4月にATCMが主導して政府が決定した
のがビジネス改善地区（Business Improvement 
Districts：BID）の導入である。
　これは、主に商業、業務地区で資産所有者や事
業者が、地域の発展や再生をめざして必要な事業
を行うための組織化と財源調達を進める仕組みで
あり、すでに米国において導入されていた。特定
の者が資金を拠出し運営がなされるTCMではた
だ乗りをする事業者が多いことから、多くの事業者
が参加するBIDの導入が望まれていたものである。
　2005年の導入前に、英国ではまず、22地区がパ
イロット地区として指定された。ロンドン・ホル
ボーン地区では、2005年に「ホルボーン・パート
ナーシップ」を事業者体としてBIDが導入された。

タウンマネジメントの持続可能性を求めて
～ホルボーンのBID地区の視察から～

訪問日　2009 年 10 月５日（月）
訪問先：ロンドン市　ホルボーン地区
説明者：Aly Mir 氏
通　訳：チューター・キミエ氏

（現在は「イン・ホルボーン」と改称）
　そこで、TCMの発展形であるBIDの事例とし
て、「イン・ホルボーン」の取り組みの視察を行った。

２．TCMとBIDについて
　英国におけるTCMの歴史は浅く、1980年代後
半に、ブーツとマークス＆スペンサー等の企業が
提唱したと言われている。1990年代に全土に広が
り、現在、500余りのTCMが存在する。基本的に、
商業団体のみならず、住民から行政、企業、様々
な団体が協力をしていくパートナーシップが重要
視される英国において、TCMもまた、日本と異
なり、地元大手スーパー等も協力しながら事業を
運営する体制が構築されていった。
　1990年代に入り、ブレア政権等が市街地再生計
画を強力に推し進める中で、TCMの組織はその
地域における母体として大いに活躍した。しかし
ながら、安定的な財源が確保できないことから、そ
の運営は不安定で脆弱なものであったこともあり、
これを打開するために米国においてすでに導入され
ていたBIDを導入するため法制度を整備した。
英国政府は、まず、2001年４月にBID 導入の方
針を発表し、同年12月の白書で詳細を公表した。
BIDの根拠となる法律は2003年地方自治法（Local 
Government Act 2003） で あ る。BIDを 規 定 す
る 法 律 は2004年 ９ 月 に 成 立 し たThe Business 
Improvement Districts （England） Regulations 
2004である。

年　月 内　容
2001年４月 グリーンペーパーでBID 導入発表

2001年12月 ホワイトペーパー（法案修正）
ATCM →BIDの導入ﾌﾟﾛｾｽを検討

2002年６月
National BID Project Steering 
Group（政府、民間企業、関係団体・
機関）の設置

2003年１月 BIDパイロット事業の開始

2003年９月 Local Government Act 2003が 女 王
の裁可を受ける

2004年３月 BID 法案の公開意見聴取（～５月）
2004年９月 BID 法案国会提出（16日可決、17日施行）

BID 法導入に至る主要プロセス
（http://www.usrc.co.jp/uk/bidregulations.pdfより一部抽出）
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　BIDとは、主に商業・業務地内において、指定
されたエリアから、行政の徴税システムを活用し
て賦課金を徴収し、NPOであるBIDの運営組織が
その賦課金を活用して、指定エリア内の様々なマ
ネジメント活動を行うものである。
　地域の実情に応じて、行政が通常行う範囲を超
えたサービスを提供している。例えば、清掃、防
犯関連事業から、街路整備や交通問題、商業振興
等広範に渡っている。
　BID 導入にあたっては、その地理的範囲と参
加事業者の業種、推進する事業と投入資金、事業
ステップ等をあきらかにしたビジネスプラン、上
乗せ税率、最長５年以内の事業期間を明確に示し、
導入可否の投票が行われる。投票総数の過半数が
賛成、および賛成者の課税標準額が全課税標準額
の過半数を超えていればBIDは設立する。
　指定されたエリア内の事業者は、強制的に賦課
金の徴収が課されることとなる。賦課金の徴収
は、国税である事業税に上乗せされる形になって
おり、定期的にBIDの運営組織に対して支払われ
るような形となっている。運営組織が事業を行う
上で、賦課金で不足する分については、他の財団
や個人等からの寄付・助成・協賛金、基金からの
資金提供等で補う場合もある。
　BIDは最長５年以内の期間が決められており、
期間終了後、事業継続の可否が投票により審議さ
れることとなる。

３．ホルボーン地区について
　ホルボーン地区はロンドンの中心部に位置し、
その歴史は古い。2000年前から人の居住があり、
その地名の由来は“地下水が流れていた場所”か
らホルボーンと呼ばれた。1135年の十字軍本部の
設置、1600年代半ばの疫病流行などを歴史を経て、
1905年にはホルボーンの都心部の再開発によりス
ラム街再生が行われた。その後、第二次世界大戦
時には市街地の１/ ７が被害を受けた。
　シティ、ウエストエンド、コベントガーデン、
サウスバンクといった文化施設・商業施設集積地

の直近に位置し、周辺には大英博物館を筆頭に博
物館が多数ある。歩けば20分でキングスクロス等
の大きなターミナル駅にたどり着き、英国の南部
の主要駅や、ユーロスターでブリュッセルやパリ
へもつながっている。
　その立地の有利性から、ビジネス・観光客が多
く、一般のホテルや長期滞在型ホテルも多く立地
している。
　３年後のロンドン五輪では、報道拠点として約
17,000名のジャーナリストの滞在が見込まれてお
り、ホルボーン地区がより発展するチャンスと考
えられている。　　

４．ホルボーン地区のBIDの取り組み
（1）BIDの立ち上げ

　ホルボーンBIDは、「ホルボーン・パートナー
シップ」から名称変更した「イン・ホルボーン」
を運営組織として、投票の結果、2005年４月から
英国の初期のBIDプロジェクトとして立ち上がっ
た。この地域の480の事業者がBIDに参加してい
る。2010年に更新の時期を迎えることから、新た
な事業計画により再投票が行われる予定である。

イン・ホルボーンBIDエリア

　BID 地域の事業者たちは、投票の結果、賛成
票が多ければ、強制的にBID 参加しなければな
らないが、BID 事業はホルボーンへの来訪者・
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事業者・住民すべての人たちへの事業であり、役
員会を組織して運営している。住民や事業者の生
活や環境の質を高める努力が払われている。核と
なる目標を掲げ、実際に様々なサービス、例えば
道路清掃やバス等の交通網等といった地方自治体
のサービスに上乗せ・補完するサービスを提供し
て住民・事業者たちに恩恵を与えている。このこ
とは、指定地域の事業者・住民への恩恵だけでな
く来訪者に対してもメリットとなることである。
　賦課金は、事業税で地方自治体に支払うが、地
方自治体に払う金額が１万ポンド（約140万円）
以上の事業者が支払う。税金（事業税）が１万ポ
ンド以下である零細企業は免除となる。数ヵ月後
の更新時には、この基準も更新される予定であり、
１万ポンドから６万ポンド（約860万円）に対象
額が引き上げられ、小規模の企業が免除となる。
金額は事業税の１％であり、事業期間内は金額の
変更はできない。

（2）安全・安心の取り組み

　地域内の安全・安心のために、サポートオフィ
サーと呼ばれる警察補助官を２人置き、反社会的
な行動を起こす少年の指導や犯罪処理を実施して
いる。
　街中に警察官が巡回すれば犯罪の抑止力となる
ため、そのための警察官の超過勤務手当をBIDが
負担している。また、BIDメンバーからの苦情を
もとに、置き引き被害への対応や自転車使用者の
交通法規啓発等も、警察と協力して行ってきた。
事業者に心配事がある場合に警察官からアドバイ
スを受けることもできる。その場合の超過勤務手
当についてもBIDが負担している。
　これらの取り組みにより、防犯効果が向上した。
2005年のBID 立ち上げ後、防犯キャンペーンの
おかげで犯罪は33％低下し、BID 参加者の96％に、
当地区は安全であると認識されるようになった。
　BIDによる基本的なサービス提供の時間帯は午
前９時から午後５時30分であるが、今後は、警察
官の超過勤務や医務関係の超過勤務手当負担も必

要となると考えられている。
　次に、BID 地区内の無線サービスを2008年７
月から実施している。60の事業者が参加し、さら
に犯罪率が低下した。350ポンド（約５万円）の料
金が必要だが、最初の１年間は無料で提供している。
　さらに、ストリートレンジャーと呼ばれるス
タッフを配置している。現在、４名のレンジャー
がいる。同じユニホームを着て、BIDの“顔”と
しての役割を果たしている。街のパトロールだけ
でなく、来訪者への案内等のインフォメーション
業務を行っている。
　ユニホームを着た人が街の中にいることが防犯
につながるとともに、また、万が一犯罪が発生し
た場合には、レンジャーに通報すればレンジャー
の携帯コンピューターから自動的に警察にも連絡
が入ることとなっており、警察との連携が図られ
ている。
　地区内の犯罪件数の他、４名のストリートレン
ジャーや２名の警察補助官が対応した事例などの
総件数は約1,800件であるが、そのうちの３/ ４は
72時間以内に解決しており、治安維持に機動的な
取り組みが行われている。

ストリートレンジャー

（3）リサイクルの取り組み

　「イン・ホルボーン」のBID 事業の一つとして、
リサイクルの無料化に取り組んでいる。事業所か
ら発生するごみ処理は有料であるが、BID 地区
内では無料で処理している。BIDに参加するには
賦課金を払わないといけないが、事業に参加すれ
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ば、リサイクル費用が無料化される。
　１年半前から実施しているサービスであり、約
200の事業者が参加している。ヨーロッパ地方開
発基金から資金が提供されている。
　BIDでは、電動のゴミ収集車１台をごみ収集の
ために購入し、リサイクル可能なごみを収集して
いる。どの程度リサイクルできるか、ごみを調査
したところ、50％程度がリサイクル可能であると
判明したので、リサイクル可能なごみと不可能な
ごみと分別収集するために、ゴミ収集車を導入
した。このリサイクル無料化のサービスは、BID
参加者である地区内事業者の意向もあったが、リ
サイクルを推進する新しい法律ができたというこ
とが大きい。
　ごみ処理に関しては、その他のサービスもあり、
秘密書類の処理も別途料金を徴収して実施してい
る。英国には機密書類を処理する民間会社があり、
１袋４ポンド（約580円）かかるが、インホルボー
ンでは１ポンドで実施している。定期的に集める
サービスの他、臨時収集対応も実施している。

　緑は、地球温暖化に果たす役割が大きいことか
ら、ヨーロッパでは、様々な事業実施の際に、環
境に与える影響を考慮することが求められている。

イン・ホルボーンBIDパンフレット

広くなった交差点

レッドライオンスクエア　整備予想図

（4）環境改善

　地域内にあるレッドライオンスクエアは1600年
代後半からある、歴史ある広場である。この広場
を、緑の拠点スペースとして整備しようと構想し
ている。木々の剪定やガラスパビリオンの建設に
より、広場を明るく開放的にしようと考えている。
また、夜も安心して使ってもらえるよう、木々の
間に灯りを灯すことも考えている。

　次に交通網の改善である。このエリアは交通網
の中心であり、便利である半面、過密になり混雑
が激しい。電車・バスや道路の混雑解消が大きな
目標である。ロンドン交通局と協議を重ね解決策
を探している。大規模なものから小規模なものま
で、プロジェクトはいろいろあるが、大規模なも
ので効果があったのが、地下鉄のクロスレール新
線がホルボーンを通過するようになったことであ
る。小規模なものでは、例えば交差点改良による
車の流れの改善等がある。
　地域内の問題改善のために、個人事業者１人の
小さな力では改善につながらないが、BIDが働き
かければ結果を出せるという事例であると言える。
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（5）購買権（共同購入事業）

　「イン・ホルボーン」BIDは、この国最初の購
買権を与えられたBIDである。購買権とは、様々
なものを共同購入する権利のようなもので、まと
め買いすることで安価な調達が可能となってい
る。現在、ガス・水道・電気・水を共同購入し、
このおかげで25％のコスト削減ができた参加者も
いる。
　BIDが契約を交わし、それぞれの専門会社から
購入することとなる。例えば、ガス電気をブロッ
ク単位で扱っているニアキャットカンパニーから
契約してブロックで購入するといったことであ
る。これは、この国初の試みであり、成功した事
例である。
　今後、これを他の分野にも広げていきたいと考
えている。新しく考えているのは、照明・書類の
宅急便（個別郵送事業）・文房具・オフィス機器
などである。
　この制度に参加する事業者が増すほど、企業と
の交渉力が増大することとなるので、事業者をさ
らに増やしたい。共同購入事業に関する費用は、
ヨーロッパ地域開発資金が充当されている。
　この取り組みは、ひとつのアイデアとして事業
着手したものである。特別の権限は不要であるが、
事業者の団結力とノウハウで事業が可能となっ
た。さらにコストダウンに結びついたものである。
個人ではなくBIDという組織であるからこそ、可
能な取り組みである。　
　BIDの面積的な規模は大きくないが、コンパク
トながら効果の高いサービスを実施している。

（6）芸術・文化

　地域内の芸術・文化活動も軽視することができ
ない。仕事をしている人、住んでいる人の生活の
質を高めることが、ゆくゆくは事業の発展につな
がる。文化的に豊かな地域は、外からの投資も増
加すると考えている。
　地域内では、BIDが作られる前から既に芸術・
文化を大切にする土壌があったが、BIDの取り組

みによりさらに推し進めていきたいとのことか
ら、12の美術館とBIDが連携して、１日で博物館・
美術館をめぐるツアーや、半日で６箇所をめぐる
ツアーがつくられた。また、さまざまに工夫をこ
らした50以上のツアー用意されており、昼休みの
時間帯に行われている。ツアー時間は45分とし
て、ランチタイムに参加できることを狙いとして
いる。地区内の事業者だけでなく、誰でも参加で
きることとしている。

（7）BIDの効果

　インフォメーションを提供するキオスクでは、
去年（2008 ～ 2009）は、12万件の問い合わせがあっ
た。問い合わせの多くが道案内であった。
　コベントガーデンや大英博物館への経路の問い
合わせが多く、特に、大英博物館は１日で200件
もの問い合わせがある。ここには、ストリートレ
ンジャーが常駐しているので、犯罪被害や物乞い
がいるとの報告があればパトロールに行き、対応
することとなる。
　オレンジ色のユニホームが目印となるので旅行
者からの問い合わせもある。ユニホームを着た人
は案内をしてくれるとの認識が定着してきている。

イン・ホルボーン　キオスク

　ロンドンの観光局も、ここを公式の案内所と認
めた。無料の地図をBIDが用意し、毎週1,000枚配
布している。
　BIDのすばらしいところは、最初はエリア内で
生活・事業を営むもののための事業であったが、
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それがさらに進み、街を訪れる人も含めて誰でも
が恩恵を受けられる様になったところである。
BID 運営組織は非営利団体であるので、利益が
上がる場合は事業に還元していく。
　ホルボーンでタウンマネジメントが９年前に始
まったときは、事業者がお金を集め、自発的に始
まった。それが、他地域でもやるようになり、英
国政府が法制化したほうがいいとのことで、BID
として制度化された。ボトムアップで取り組みが
実施され、制度が後からついてきたのである。
　しかし、例えば、共同購入事業の恩恵を受けた
くてもBID 地区内の事業者でなければサービス
を受けることができない。また、ツアーもBIDの
内部は無料であるが、外部の人が無料サービスを
受けるには、区域の拡大が必要となる。このよう
な事業・区域の拡大には、事業期間の５年を終了
後、再投票による審議が必要となる。インホルボー
ンでは、2010年の再投票時に区域拡大もめざして
いる。

５．財源確保の手法
　これまで、ホルボーン地区のBID 事例を見て
きたが、その他、米国におけるまちづくりやエリ
アマネジメントの手法を、財源確保といった視点
でまとめておく。

（1）TIF（Tax Increment Financing：税増加

分を活用した資金調達）

　地方自治体が都心部で再開発を実施するために
財源を調達する仕組み。再開発を行うエリアに特
別区を設立し、設立時にそのエリアの財産税を固
定する。再開発によってもたらされた資産評価額
の上昇分を、すべて当該特別区の開発の財源に充
当するものである。資産評価額の上昇分を特定財
源化することで、地方自治体の再開発への投資を
確保するとともに、民間投資を呼び込むインセン
ティブになる。

（2）HOA（Home Owners Association： 住

宅所有者協会）

　住宅地区において全住宅所有者で構成される、
地域をマネジメントする組織で、法的な位置づけ
がある。住宅所有者は、その財産の大きさ（固定
資産税）に応じて賦課金を負担する。公共空間の
管理、コモンスペース・施設の管理、地域ルー
ルに基づく建築行為等のコントロール、コミュニ
ティの形成等の取り組みを行う。

６．日本における「タウンマネジメント」「エ
リアマネジメント」の展開について

　近年、日本においても安全で快適、活力ある街
を育てるために、住民による防犯活動、緑化活動、
街の活性化等、全国で「タウンマネジメント」「エ
リアマネジメント」の活動が行われ始めている。
　これらの取り組みを大きく展開させていくため
には、①計画・ビジョンづくり、②活動主体の確
立、そして、③財源の確保の３点が必要である。

（1）計画・ビジョンづくり

　成熟社会におけるまちの持続的発展を考える
と、行政主導の規制を中心にしたまちづくりから、
民間、市民をまきこんだ、開発の段階から維持管
理運営を考えるまちづくりに転換することが求め
られている。そのことは、地方分権時代において、
組織横断的に地域を捉えることができる地方自治
体だからこそ可能なことであり、これからの都市
空間の形成、管理は地方自治体に委ねられるべき
である。
　その第一歩は計画・ビジョンづくりである。行
政のみならず、民間、市民との共通の目標・指針
として定めることが必要であり、ただ単にものを
つくることだけではなく、その後の維持管理をど
うするのか、地域のあり様をどう描くのかまで言
及することが求められる。
　その策定過程においても、当然のことながら参
画・協働が必要であり、各地方自治体においては
そのための手法の検討が必要である。
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（2）活動主体の確立

　現在、我が国は人口減少、少子高齢化社会を迎
え、大きな変革期にある。今後の地域社会の持続
可能な発展のためには、地域特性を活かすととも
に、まちにかかわる主体の活動量を上げていくこ
とが求められる。
　我が国では昔からの自治会、隣組のような、自
分たちの街のことを自分たちで決め、自分たちで
運営する仕組みが存在していた。しかし、ライフ
スタイルの多様化等により、旧来の地縁組織や地
域のつながりは崩壊の危機が言われて久しい。一
方で、近年、身近な環境や安全・安心といった課
題への関心の高まりやテーマ型の活動、NPOや
市民活動の隆盛もあり、組織形態として株式会社、
有限会社、NPO、中間法人等、様々な形態が考
えられる。
　これまで培ってきた地域のつながりを、次世代
にふさわしい新たなつながりへと引き継いでいく
ため、例えばテーマ型活動と地縁型活動の連携、
組織の見直し、新たな支援のあり方等、様々な課
題について議論を深めていくことが求められてい
る。また、地方自治体においては、連携・交流を
促進する場の提供が必要である。

（3）財源の確保

　活動の持続可能性を求めるとき、財源確保は大
きな課題である。日本版BIDの導入にはなかなか
至らないだろうが、先進自治体においては、税金
を地域の特定課題やマネジメントに活用すること
をめざした１％予算や、地域予算といった取り組
みが行われている。また、市民公募債や地域ファ
ンドのような取り組みもある。受益と負担の問題、
徴収の問題など、議論すべき点は多いが、地域主
体で「タウンマネジメント」「エリアマネジメント」
が行われるときに、その財源を確保するツールと
して、BIDの手法についても検討が行われるべき
であろう。
　このときに、いわゆる税金や寄付で抱えるとい
うことではなく、自己負担金や企業からの拠出金

といった自立的な財源や、民間投資をどう引き出
すかについても踏み込めるかが課題である。
　

７　おわりに
　英国におけるTCMとBID 事例の検証により、
日本における「タウンマネジメント」「エリアマ
ネジメント」の今後の展開について考察した。国
はちがっても、地域に目を向け、地域の活力を育
むこれらの取り組みは、これからの街の活力維持、
ひいては地方分権時代における「新しい公共」の
創造にもつながるものであると確信している。

Aly Mir 氏を囲んで
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拡大なき発展の青写真
～ニュータウンが目指すもの～
訪問日　2009 年 10 月 6 日（火）
訪問先　クロウリー市
説明者　ボブ・オブライエン氏
通　訳　チューター・キミエ氏

１．はじめに

　クロウリー市は、ロンドンの南45㎞に位置する
人口10万人の都市である。その歴史は石器時代ま
で遡るが、街としての成立は紀元前後、ローマ帝
国時代である。16世紀には製鉄業や木製造船業で
栄えたが、英国北部での炭鉱開発により資源面で
競争力を失ったことで、産業革命に乗り遅れた。
そのため、以後は農業が中心となっている。
　転機は1946年。第二次世界大戦の戦禍を受けた
ロンドンの人々の受け入れ先としてニュータウン
指定がなされ、同市は急速に発展することになる。
当時１万人弱であった人口が60年後の今日では10
万人の都市にまで成長した。
　計画では、産業と住居を合わせた開発がなされ
た。当時は重工業主体であったが、ガトウィック
空港の整備とともに、現在ではハイテク産業が主
流となっている。産業の多くが空港関連のものと
なっており、空港全体では約２万人が雇用されて
いる。一方、市外からの通勤者も多く、約３万人
とロンドンについで２番目となっている。
　昨年の世界的なリセッション（景気後退）から
１年、失業率は３％台と英国内でも活力を保って
いる。リセッション前の失業率は限りなく０％に
近かったというから驚きに値する。
　ニュータウンとして計画的に開発され、経済も
堅調である同市には、英国の多くの都市にみられ
る衰退と疲弊は見られない。防犯面や環境面でも、
住民の満足度は高いという。このように、さして
問題がないように見える同市に、なぜTCMが導

入され、どのような役割を担っているのかをテー
マに視察を行った。

２．クロウリー市のTCM
　英国でのTCM（Town Centre Management：
タウン・センター・マネジメント）は概ね２
種類に分けられる。ひとつにはBID（Business 
Improvement Districts：ビジネス改善地区）等
を活用した民間資金主導によるもの。あとひとつ
は行政が資金を負担する行政主導のものである。
比率は概ね４対６となっている。クロウリー市
のTCMは、後者であり、タウンセンターマネー
ジャーも市が直接雇用している。
　行政主導の利点は、行政予算により資金を確保
できるため、民間資金主導型よりも景気の影響を
受けにくく、安定した運営ができるところにある。
また、同市では行政満足度が高く、民間が資金を
出してまでサービス向上を図る必要性に乏しかっ
たことも、TCMが行政主導型で設立された要因
となっている。
　同市では古くからTCMが実施されていた。「お
そらく、英国でタウンセンターマネージャーを設
置した最初の街ではないかと思う。」と、現マネー
ジャーであるボブ・オブライエン氏は言う。
　しかしながら、2002年に政府の審査がなされた
際、住民の意見が反映されていないとの指摘を受
けた。これにより、同市のTCMは2004年、現在
のTCP（Town Centre Partnership：タウンセン
ターパートナーシップ）として生まれ変わること
となった。
　現在、同市のTCPは、理事会と、その下に設
置された「マーケティング」、「環境」、「技能（ス
キル）」の３グループで構成される。
　理事会は、12名で構成され、住民の声を反映さ
せるため、行政（州・市）、警察、教育機関（セン
トラルサセックスカレッジ）のほか、建築家、不
動産鑑定士、小売業者等、様々な機関や職種の代
表が参加している。そして、各作業グループが市
の課題を解決するための取り組みを進める。
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３．課題は小売業の活性化
　クロウリー市は小売業が弱いという。全英小売
業ランキングでも56位と、堅調な経済に比較する
と低位といえる。開発により拡大した市域のため、
従来からの小売業者は少なく、ほとんどが全国展
開の小売チェーン店となっている。
　大手小売チェーンのマークス＆スペンサーでマ
ネージャーを務め、業態を熟知するオブライエン
氏を公募により採用したことも、同市の小売業強
化を図るにふさわしい人材であったからであろ
う。
　そして、その実行部隊がマーケティンググルー
プであり、小売業の活性化を図るため、イベント
の企画、街の案内作成等を行っている。残念なが
らホームページに関してはあまり機能していない
という。
　グループでは、計画を立て、予算をつけ、資金
提供を募る。これまでの７年間で100万ポンド（約
１億4,300万円）の資金を確保した実績を持つ。「こ
の資金があったればこそいろいろなことできた。
資金がないと何もできなかったであろう。」と、
オブライエン氏は言う。
　英国では、10月から１月にかけて小売業の繁忙
期となる。年間売上の６割をこの４カ月で稼ぎだ
す。また、そのうちの６割が、11月半ばからクリ
スマスまでの期間に集中する。
　マーケティンググループでは昨年、この期間に
あわせて２万ポンド（約286万円）の予算を使い、
６週間にわたるイベントを行った。
　「今年も、様々なイベントを企画している。昨
年来のリセッションにより後退している購買意欲

を、集客効果で活性化したい。」と、オブライエ
ン氏は言う。
　また、こうしたイベントは、ニュータウンに移
り住んだ住民、特に様々な人種で構成される住民
の意識に働きかけ、街への愛着を醸成することに
も一役買っている。たとえば、アイリッシュフェ
スティバルのように、それぞれの人種に向けたイ
ベントを開催する。
　一方、消費の中心となるショッピングセンター

（SC）でも、取り組みが進む。SCの空き店舗率は
８％。率の高低は別にしても、空き店舗は寂れた
印象を与えるため、常に課題となる。グループで
は、空き店舗を市民の相談ブースに転用したり、
ギャラリーに安価で貸し出したりと、活用を図る
ことで、空き店舗にしない取り組みを行っている。

クロウリー TCPの組織図

㊤ 中心市街地のショッピングセンターでは空き店舗が目
立たないよう工夫されている（写真左）

㊦ 空き店舗を活用したギャラリー
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　また、そのギャラリーに委託し、空き店舗が目
立たない工夫にも努めている。
　TCMは、小売業が中心の制度であるとの認識
が強いことから、市のTCPに対しても、小売業
者がより協力的である。その期待に応える成果を
上げることが、マーケティンググループには求め
られている。

４．まちづくりは空港とともに
　次に、環境グループは、街の景観保全や犯罪の
防止、駐車場管理等、街の変貌のすべてに関わっ
ている。英国のTCMの多くでは、防犯と清掃が
大きな比重を占めているが、それらに対する住民
満足度が高いクロウリー市では、市北部に位置す
るガトウィック空港を核としたまちづくりに力を
入れる。
　空港がロンドンとブライトンとの中間に位置す
ることから、その南北軸と東西軸により形成され
るダイアモンド型の区域は「ガトウィックダイア
モンド」と呼ばれ、地域をあげて世界規模の経済
的発展を目指している。空港を抱える同市はまさ
にその中心であることから、空港を最大限に活か
すまちづくりを進める。
　交通システムもそのひとつで、空港関連産業へ
の通勤者の輸送には、バス専用レーンを設け、公
共交通による渋滞緩和や排ガス抑制等を進めるこ
とで環境保全を図る。現状では、コスト面から、
バス以外のシステム（路面電車等の新交通システ
ム）は考えられていないとのことであったが、近
年急速に開発が進むプラグインハイブリッド車や

電気自動車がバスにまで導入がなされたなら、バ
ス輸送は将来、今以上に有効な手段になりえるで
あろう。
　また、計画区域以外での開発が制限されている
同市では、公共施設の積極的なスクラップ＆ビル
ドを進め、街の付加価値を高める戦略を執ってい
る。世界全体が景気後退に見舞われている現在も、
コミュニティーセンターの新築移転やショッピン
グセンターの改修が進められていた。特に新設さ
れたスポーツセンターは、ロンドンオリンピック
の開催に合わせ、各国代表選手が事前合宿を行え
る仕様となっている。住民には不評であった以前
のセンターを新築移転したものであるが、世界が
注目するオリンピックを最大限に利用し、ガト
ウィック空港のお膝元というアクセスの良さを武
器に、「クロウリー」を世界に発信する明確な意
図を持った開発となっている。こうした戦略的な
インフラ整備にも環境グループが関わる。

ガトウィックダイアモンドのイメージ図

㊤ スポーツセンター K2
㊦ 改修が進むショッピングセンター
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５．技能向上によるまちづくり
　最後は、技能グループである。「この種の機関
を設けるTCMはクロウリー市だけではないかと
思う。」と、オブライエン氏が語るように、こう
した部署は珍しい。
　ガトウィック空港関連等で低失業率を誇る同市
ではあるが、その職種は低賃金のものになる傾向
が強い。これは進学率の低さによる技能不足にあ
るとオブライエン氏は言う。ウエストサセックス
州の進学率が40％程度であるのに比べると、同市
の進学率14％は極めて低いと思われる。英国では、
職種により賃金が決まるため、スキルアップをし
ていかないと賃金は上がらない。市では、住民が
より高収入を得られるようスキルアップを図る必
要性から、市内の専門大学と連携を図り、住民の
技能アップに取り組むとともに、今また総合大学
の誘致を進めている。我々が訪問したその日、ク
ロウリー市が大学移転の最終候補６都市のひとつ
に残った知らせが入ったと、オブライエン氏がう
れしそうに報告してくれた。
　また、ここでは、雇用に結びつく様々な技能アッ
プの取り組みを行っている。2008年には、14歳か
ら17歳までを対象に、約1,000名を集め、60社以上
の企業の協力のもと、履歴書の書き方から面接技
法までを学べるフェアを開催したという。
　この取り組みは、単に就職技法の講習というだ

けでなく、企業が求める人材とはいかなるものか
を、教育機関が知る機会にしようという目的も
持っている。
　クロウリー市では、技能向上が街の活性化にお
ける大変重要な施策のひとつとなっている。

６．おわりに
　ニュータウンとして発展したクロウリー市は、
限られた開発区域の中で計画的に再開発を行いな
がら、今も発展を続けている。それを支えている
のは常に「人」であると、クロウリー市を訪問し
て感じた。街は人がいてこそ成り立つものであり、
街の活気はそのままその街に住み集う人々の活気
にほかならない。同市のTCPが、その特徴とい
える技能グループを設置し、「人づくり」を進め
るのも、まちづくりの核となるのは「人」である
からであろう。
　発展を続けるクロウリーが、さらに発展し続け
ていくためには、様々な人の意見と利害を調整し、
市と住民、商業、企業とをつなぐTCPの果たす
役割は大きい。
　歴史や制度の違いはあるが、人口規模的にも
我々の自治体と同規模であるクロウリー市。将来
への明確なビジョンを持って進める同市の取り組
みは、我々がまちづくりを進めていく上でも、手
本となることは多いのではないだろうか。

アローラホテルでの集合写真
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まちづくりを支える雇用
～職業訓練施設の現場から～

訪問日　2009 年 10 月 6 日（火）
訪問先　クロウリー市
        セントラルサセックスカレッジ
説明者　ボブ・オブライエン氏
通　訳　チューター・キミエ氏

１．はじめに
　クロウリー市のTCM（Town Centre Management：
タウン・センター・マネジメント）は、TCP（Town 
Centre Partnership：タウンセンターパートナー
シップ）を組織として、理事会の下に３つの部門
のアクショングループが設置されている。
　１つ目はマーケティンググループ、２つ目がス
トリートシーン（環境）グループ、そして３つ目
がスキル（技能）グループである。
　この３つ目のスキル（技能）グループがクロウ
リー市の特徴である。案内してくれたタウンセン
ターマネージャーのボブ・オブライエン氏は「こ
ういう部門をもっているのは、うちだけである。」
と強調して説明をしてくれた。
　クロウリー市外から通勤に来る人が３万人あ
る。これはロンドンに次いで２番目に通勤者が多
いとのことで、クロウリー市にとってはひとつの
問題であると認識しているとのことであった。
　また、クロウリー市では、労働者が高年齢に
なっても技術力が向上せず給料のアップが見込め
ない、いわゆる「スキルギャップ」が問題として
あげられている。そこで、労働者のスキル向上を
図り、所得をあげるにはどうすればよいかが市の
課題とされている。
　この課題に対応するため、職業訓練のための教
育機関である「セントラルサセックスカレッジ」
と、パートナーシップをより一層連携する取り組
みを推進しているところである。

２．職業訓練施設の現場から
　そこで私たちは、セントラルサセックスカレッ
ジの視察を行った。
　このカレッジは、市のほぼ中心部となるタウン
センターに位置し、クロウリー市役所とカレッジ
ロードをはさんだ向かいに建築されている。
　このタウンセンター内には市役所の他、カウン
ティモール・ショッピングセンターや、来客用も
含めた駐車場が配置されており、利便性が高めら
れるよう計画的に土地利用がなされている。
　カレッジに着いてまず、校長のラッセル博士の
出迎えを受けた後、建設科の長であるディーン氏
から施設の説明と案内を受けた。
　今回の視察では建設関係を中心に視察を行っ
た。建設科では、建設業界で仕事をしようと思っ
ている人を養成している。１年間に5,000人が受
講しており、学校を卒業した若者だけでなく、建
設業界の仕事に就きたいと思っている者も受講し
ている。
　また、受講できるのはクロウリー市のみならず、
近隣市のバージェスヒル、ヘイワーズヒース、イー
ストグリンテッド等に住んでいる人たちも可能で
ある。
　職業訓練の内容は、レンガ積みや水道管の工
事、あるいは電気やガス工事等の技師を養成して
いる。
　教室は現場さながらであって、実際の材料と工
具で実習が行われている。そのため、２ヵ年の実

セントラルサセックスカレッジ
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習課程を経たあかつきには、一人で風呂や台所を
作り上げられるまでの技術が習得できるように
なっているとのことである。
　ただし、この実習課程の期間の長さは習得する
技術の種類や内容、習熟の度合いによっても変わ
るとのことである。いずれの場合も卒業すれば国
家資格が認証される。
　いろんなコースがある中でも一番人気があるも
のは、プラミングといって配管工であるとのこと
であった。
　また、最近は電気工事のコースを選択する人が
少なくなっているとのことであった。これは、全
国的な住宅建設業界の不況を受けてのことであ
る。
  

３．職業訓練のこれからの展望
　カレッジでは、14歳の養成講座を始めた。14歳
といえばまだ学校に通っている子どもたちであ
る。
　それに加えて、市では14 ～ 17歳の子どもたち
を対象に、企業の協力を得ながら履歴書の書き方
や面接の仕方までを教えるイベントも実施した。
企業がどういう人材を求めているかを教えるとと
もに、早い時期から養成を始めることにより、もっ
と技術を進歩させた人材を送り出す戦略を進めて
いる。
　また、受講料は18歳以下であれば無料で受ける
ことができる。ただし、大人の場合は材料費や教

材費に充てるため、大体、１年間で400 ～ 500ポ
ンド（約5万7千円～ 7万2千円）の受講料となる。
　一方、施設の運営費についてであるが、市から
も、業界からも、教育界からも支出されている。
資金源は様々な分野から支えられている。
　18 ヶ月前まではロンドンではヒースロー空港
で新しいターミナルがオープンしたり、オリン
ピックの現場で需要が非常に高まっていた。供給
が追いつかない状況であったとのことである。
　しかし、アメリカに端を発した世界同時不況の
あおりを受けて、それまで失業率がほぼ０％で
あったものが、いきなり３％になってしまった。
　タウンセンターマネージャーのボブ・オブライ
エン氏は「クロウリーの人たちは、こういうこと
を学び続けないといけないと思う。」としみじみ
と語った。

４．“まちづくり”を支える雇用
　クロウリー市は、空港関連産業を市の主要産業
に経済が成り立っているといっても過言ではな
い。
　だからこそ、「雇用」をとても重要な市の施策
として、そして戦略として位置付けている。
そして、その戦略の先鋒を担っているのがTCP
である。

カレッジでの実習現場

　　　実際に作業を体験するB 班メンバー。
　　　後日、カレッジのホームページに掲載された。
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　TCPがカレッジととても緊密な関係を持って
いる。アクショングループであるスキル（技能）
グループの設置を始め、カレッジの代表がTCP
の理事会の役員に就任するなど、連携の強化を
図っている。
　前述のオブライエン氏は、「これがパートナー
シップの意味なんです！」と、そして続けて語っ
てくれた。
　「同じように一緒に協力したからこそ、大学も
誘致できる。カレッジやTCPが実際にやってい
る仕事に対して英国政府が認証付けられたからこ
そ、大学誘致の最終候補にも残れているのです。
　“クロウリーの今、そして将来が、ここから始
まります。すべてが！”」
　そう、力強く語ってくれたオブライエン氏は、
大手小売チェーン店のマネージャーを永年勤めて
きた経験をもつ。
　オブライエン氏の経験では、例えば炭鉱が閉山
して廃れてしまった町、技術がなかったために活
気を取り戻すのに10年もかかったような街もあ
る。
　みんなの協力によって、14歳から大人まで、技
術を習得する場所を提供していることが、大学の
誘致にもつながり、この大学を出た人たちが、こ
のクロウリーの街で働いてくれることを願ってい
るという、氏の言葉には経験から裏付けられた説
得力があった。

５．おわりに
　「職業訓練」こそが「まち」を活気付けるため
の一番先になすべき施策であるとともに、一番重
要な戦略であるとの、クロウリー市の政策ビジョ
ンが、私たちに明確に伝わってきた。
　まちづくりを担うタウンプランナーにとって至
極当たり前のことであるものの、明確な将来ビ
ジョンを描くことの重要性を改めて痛感したとこ
ろである。
　今回視察したクロウリー市のテーマとなった

「職業訓練（雇用）」。職業訓練が技術力を高め、

雇用が促進され、街が活気付く。そして、新たな
消費と需要が都市に生まれ、再生されていく。そ
してそのエネルギーが源となって都市機能が持続
されていく。
　クロウリー市自身は、戦後復興のためのニュー
タウン指定を受けた街である。
　誤解をおそれずに表現すると、その整えられた
計画どおりに作られたニュータウンでさえも、戦
後60年を過ぎようとしている現在、都市再生の必
要が生じてくるということである。
　社会情勢は刻一刻変化をしつつある。その変化
に応えるがため、ぶれることのない明確な街の将
来ビジョンが必要であることが痛感された。
　今回のクロウリー市では「雇用」を中心に街が
作られていることが、垣間見れたと思う。
　人の経済活動が、街を豊かにし、活気付き、道
路や交通機関を介して人が動く。
　これまで、ハードものが重視されがちの都市整
備（市街地整備）事業にあって、「ひと」を中心
に据えたソフト面が、都市づくりには欠かしては
ならない、大事にされるべきポイントになるであ
ろうと思われる。
　そして、まちづくりを担う行政担当者として、
ひとや物あらゆるものをつなぎながら「将来のま
ちの『ゆめ』の姿を描け、将来ビジョンが語れる『ひ
と』となり、『とき』をかけて実現する。」そんな
職員をめざして、努力を惜しまない行政職員にな
りたいと、改めて反省と自戒を込めて痛感した視
察であった。

アローラホテルにて
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　Ｂ班では今後直面する様々な都市問題の解決の
一方策として、コンパクトなまちづくりを切り口
とした視察や議論を通じて報告書を取りまとめ
た。
　英国は、昨年の10月までは、EUへの統合以降、
東ヨーロッパ等からの移民で人口が増加し活力が
戻り、ユーロ資金や企業からの投資も増大し、右
肩上がりの状況が続いているとのことである。
　好調な経済、社会活力の状況であるなかでも、
地価の低廉な外縁部へ都市を拡大させることなく

『持続可能な開発−英国戦略』に示された、農村
地域の経済を持続させることにより、景観・自然
生活・農業・レクレーション・自然資源等の価値
を保全すること・人々が住み、働きたくなるよう
に都市地域を魅力的で便利にすること等が実践さ
れていた。
　視察先のどこの街でも、中心市街地は人が優先
されており、公園や広場、みどり、花、ベンチ等
があり、豊かさを実感でき、思い思いの時間を過
ごせる空間があちらこちらにあった。
　維持管理については、いつも清潔で安全に保つ
ため、官とまちづくり会社を中心とする様々な民
が協力していた。
　地域の課題の解決を官だけに委ねるのではな
く、地域のことはまず地域で解決することを基本
とする考え方で運営されており、私たちの今後の
街づくりにも、ハード的な施策だけではなく、地
域力の導入を中心としたソフト的な施策との一体
的な実施が不可欠であると認識できた。
　また、今回の視察では様々なまちづくりに関わ
る方々と出会うことができた。
　市役所で働くプランナー達とその計画を共に実
現するために民間企業からまちづくり会社へ転身
してきたタウンセンターマネージャー達。街の来

訪者へ困ったことはないかと親切に尋ねるスト
リートレンジャー達。再生された街で、笑顔で出
迎えてくれた工房で働くジェントリファイヤー。
職業訓練施設で一点を見つめながら、黙々と技能
習得を目指す若者達。その他、ハイストリート（中
心市街地のメインストリート）で、華やかな雰囲
気を盛り上げる大道芸人達。平日の昼間であるに
もかかわらず、これでもかと続く人の流れ。
　再生したまちづくりに共通することは、洋の東
西を問わず、目標を実現するための計画はもちろ
ん、様々な立場の、多数の人との連携・役割分担
とそれを調整するリーダーの存在（英国の場合は、
タウンセンターマネージャー）が重要であると改
めて実感した。
　海道先生は私たち研修生に対し、英国の事例が
日本にそのまま適用できるわけが無いが、それぞ
れの自治体でまちづくりの『理念の確立』、庁内
や地域などの『関係者の説得』、『計画に基づく実
践』が必要であると述べられた。人口の減少を『社
会活力の衰退と街の疲弊』として終わらせてしま
うのか、逆に過密が解消され『豊かさを実感でき
る成熟社会』へ、転換に向けた提案ができるのか
が、今回研修に参加した私たちに課せられた大き
な課題である。
　最後になりましたが、事前・事後の研修で様々
な助言とご指導をいただいた海道清信教授をはじ
め、現地英国で、先進的なエリアマネジメントの
手法や活気ある中心市街地をご案内してくださっ
た大塚紀子先生、視察先で熱心にご説明してくだ
さった関係者の皆様、いつも笑顔で通訳をしてく
ださったチューター・キミエ氏、そして、私たち
を常にご支援して下さったマッセOSAKAの皆様
に深く感謝申し上げます。

おわりに
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１．はじめに
　私は、「パートナーシップの確立」で住民と行
政が協働してまちづくりを進めることにより、我
が町の課題を解決したいために、今回の現地研修
に臨んだ。

２．我が町の現状
　我が町は、町域の約７割が山林に占められ、ま
た、農村環境と都市環境が共存する地域となってお
り、町有地を活用した地域活性化の取組を進めてい
る。住民レベルでも、地域ぐるみによる道路の美
化運動への取組も行われているが、モラルの低下
に伴う不法投棄による環境破壊も発生している。

パートナーシップの確立のために
～現地調査を終えて～

豊能町　上　畑　光　明

まちづくりの担い手不足、少子高齢化により、地
域コミュニティや伝統文化の維持、継承も困難と
なっている。長年続いてきたイベントなどについ
ても、地域リーダーが育っていない。
　以上から、行政主導のまちづくりの限界が見え
てきている。

３．我が町の課題と解決策
　我が町の課題として、以下の点が考えられる。
①　まちづくりのためのリーダー（担い手）が不

足している。
②　地域コミュニテイに対する住民意識が薄い。
③　町の良い所を住民がしらない。
④　自然環境に対するモラルが低下している。
　これらの課題に対して現地調査及び講演会で学
んだことを参考にして私見を交えて整理し、解決
策として次のようにまとめた。

（1）バーミンガム、ロンドンでは、タウン・セン
ター・マネージメントは、政府と民間セクターが
協力して問題解決、都市中心部での活動コーデイ
ネート、マネジメント水準の引き上げていくこと
を促進する役割を持っている。その中心になるの
がタウンセンターマネジャーの存在であり、すべ
ての調整がまかされており、優秀な人材を確保す
ることにより、ショッピングセンターが安全・安
心な街に生まれかわり、平日にもかかわらず多く
の人がショッピングや飲食を楽しまれていた。
　このことから「まちづくりのためのリーダー」
の養成が必要である。
　今後、まちづくりの主役は行政ではなく住民で
あり、住民アンケートなどによって住民が自由に
取り組めるテーマや、分野等の把握を行う。内容
企画の段階から参画してもらうことが大切であ
り、興味のある内容であれば意欲的に取り組んで
もらえるはずである。

（2）都市化に伴い、地域の付き合い・ふれあう機
会が少なくなっている。このことから住民同士の

豊能町の風景（美しい棚田）

　社会環境は、急激な都市化や新たな居住者の増
加により、地域コミュニティ関係が希薄となって
きている。第一次産業の不振と雇用の場の不足、



91

自主研修報告

つながりの場づくりが求められており、共通の話
題提供を行える場を作る自由な発想と次世代を担
う子どもの意見・参加は重要である。子どもを中
心としたつながりの施策を実施する。また、「協
働」によるまちづくりが求められている現在、「あ
いさつ」というコミュニテイの原点となる取り組
みを行うなど住民団体組織強化と充実を図る施策
を行う。
　このことから、「地域コミュニテイのための住
民意識」の高揚である。

（3）それぞれの地域にある景観や自然環境、特色
あるまちづくり、地域の歴史や文化を改めて再認
識する取り組みが必要である。そのために「フォ
トコンテスト」を実施し、町内の魅力ある風景を
出し合う取り組みを行う。また、地域外の人々と
の交流を通じ、その中で生活していることで気づ
かなかった魅力を違った視点から発見してもらう
ことである。

（4）自然環境との共生を図るために子どもの頃か
ら自然環境に親しませ、理解を深めていく事が大
切である。そのためには地域の高齢者から昔の自
然の様子や歴史について教えてもらうことにより
自分の地域を再認識する取り組みが必要である。
身近な自然環境の中で動植物と触れ合うことので
きる自然学習会や環境イベントを開催し、自然の
大切さを学び、モラルの向上を図る。また、自然
環境は範囲が広く一つの自治体では保全すること
が難しい。そのため、他の自治体との連携により
保全しようとする同じ目的意識を持ってともに進
める必要がある。

（5）住民主役で分権社会を築いていくためには、
住民一人ひとりが自分たちの地域の課題について
関心を持ち、自ら解決に取組むことが必要であり、
主体的に参加していくことが求められている。個
人でできないことは家庭で、家庭でできないこと
は仲間や地域で、それでもできないことを行政と

力を合わせて解決していく姿勢が大切である。
　そのため、行政は、住民に対する学習支援や意
識啓発、情報提供に努めるとともに、自発的な地
域活動や行政への参加を働きかけていく必要があ
る。
　これを実現するための方策を住民と行政の役割
分担を明確にしながら「パーナーシップの確立」
を進めたい。

４．おわりに
　現地研修で最も強く感じたのは、「まちづくり
はデザインである」ということである。今後は、
我が町をデザインするという視点で取り組んでい
きたい。

世界遺産　国会議事堂（ウエストミンスター宮殿）
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１．はじめに
　平成15年に国土交通省が公表した「美しい国づ
くり政策大綱」から平成16年の「景観法」制定へ
の流れは、良好な景観形成の促進が国政の課題と
して明確に位置付けられた画期的なできごとで
あった。
　住民・事業者・行政がそれぞれの責務のもとに
良好な景観形成を目指し、近年は、デザインに対
する意識が高まりつつある。
　ところが、互いの協調がうまくいかず、本来皆
に有益な「良いデザイン」を導き出せずに、今な
お多くの議論がされている。
　そこで、景観に対する意識を高め、良いデザイ
ンを導き出す状況を整えるためには、我が国にお
いて何が必要であるかを考察する。

２．英国における取組
　我々の多くは、英国の都市について、歴史的景
観や魅力ある都市空間などに好印象を持っている
ように思う。しかし、英国政府は、都市空間や公
共空間の質の低下に危機感を抱き、これまで様々
な政策を行ってきた。
　 英 国 建 築 都 市 環 境 委 員 会（Commission for 
Architecture and the Built Environment：
CABE）もそのひとつで、政府の行政機関として、
英国内の建築物や公共空間デザインの質を高める
目的で、1999年に設立された。
　組織自体は法的に位置付けられているが、その
コメントやアドバイスなどには、法的拘束力はな
い。しかし、CABEの見解は、新聞等のメディア

英国の景観はなぜ美しいのか
～美しい都市景観実現のために～

茨木市　田　邊　武　志

に取り上げられることも多く、一般市民に対する
露出度も高いため、事業者にとっては無視できな
いものとなっている。
　CABEの活動でまず挙げられるのは「デザイン
レビュー」と呼ばれる、計画・デザイン案の審査
である。これは、「地域にとって重要なプロジェ
クト」に対して、各委員が互いの専門領域及び専
門的視点を尊重しながら、できるだけ客観的、建
設的な意見を出し合いながら評価し、必要であれ
ば改善の助言を行うものである。

デザインレビュー　2006.06.20
Exhibition Road , Kensington , London

（出典：CABEホームページ）

現在の様子（2009.10.05撮影）

　次に挙げられるのは、地方自治体への技術的支
援活動を行う「イネーブリング」である。これは、
専門家がプロジェクトの初期段階から地方自治体
での打合せに参加し、専門的な視点からアドバイ
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ス等を行うもので、近年、重要度を増している。
また、地方自治体にとってもプロジェクトを成功
へ導きやすいといった利点がある。
　他にも、専門家と連携した研究活動や、子供や
議員に対しての教育活動を行うなど、幅広いもの
となっている。
　これらの活動が補完しあうことで、CABEの立
場を明確にし、各々の活動に実効性を持たせてい
るのではないだろうか。

３．我が国の現状
　景観法の全面施行から既に４年が経過した。こ
れまで、良好な景観づくりに取り組んできた地方
自治体は、着実に増加している。反面、まだまだ
取組が遅れているところも多く、二極化が進んで
いるように感じられる。
　ただ、取組が進んでいるところでも、歴史的景
観の保全が中心となっているのが現状であり、中
心市街地や郊外の住宅地等の景観づくりはほとん
ど進んでおらず、高質な都市デザインへの誘導の
難しさが伺える。
　現在、美しいとはいい難いまちなみが全国に広
がっている。ごく普通のまちなみ景観について、
これからどのように誘導していくのかは、大変難
しい問題である。
　こういった問題認識に基づき、より高いレベル
で都市デザイン政策を推進するため、国土交通省
は、建築の専門家が景観づくりに参画するための
新組織である「良好な景観形成のための建築のあ
り方検討委員会」を平成19年に設置した。委員会
では、関係者が連携して良好な建築景観形成に向
けた取組を行う重要性が示され、国及び地方で専
門家が活動する場を設けるという提案がされてい
る。
　これを踏まえ、平成21年には建築関連団体と景
観形成の推進に積極的な地方自治体とで、「建築
等を通じた良好な景観形成・まちづくり協議会」
が設立された。この協議会は、まさしくCABEを
参考に設立されたものであるが、現時点では、イ

ネーブリングに特化している。その理由は、我が
国では、個々の建築物のデザインに対して評価し
たり、改善の助言を行うことに対して、ためらい
を持つ人が、まだまだ多いからであろう。

４．おわりに
　景観法により制度的な枠組みは整った。しかし、
高質な建築デザインやまちなみ景観への誘導及び
低質なものの抑制といった点などにおいては、ま
だまだ課題が多いように感じられる。
　CABEを参考に、我が国の建築界を代表する専
門家団体と地方自治体から構成される協議会が発
足したことは意義深い。この協議会が英国同様、
高い社会的信用に基づき、建築デザインやまちな
み景観に積極的に関わることが、今後、重要では
ないだろうか。
　そして、今後の重要な役割の一つが、「デザイ
ンレビュー」として建築デザインやまちなみ景観
などについて、判断や評価、改善の助言を行い、
さらには認定することであろう。
　この協議会が、ますます充実したものとなり、
多様な役割を担うことで、今後、我が国における
都市デザインの質の向上に向けた新たな施策が
様々に展開され、素晴らしい建築デザインやまち
なみ景観が広がる「美

うま

し国　日本」となって欲し
いものである。

【参考文献等】
・CABEホームページ（http://www.cabe.org.uk/）
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１．はじめに
　我が国では平成18年に、いわゆる「まちづくり
三法」の見直しの一環として「中心市街地の活性
化に関する法律」が施行され、まちなかの賑わい
を甦らせ、誰もがまちなかでの暮らしを安心して
楽しめるようにすることを目指している。その中
で大きな役割を担うのがタウンマネジメントであ
り、国において提唱されているタウンマネジメン
ト機関（TMO）のような地域主導の組織のもと
で総合的、戦略的に中心市街地をプロモートする
ことが重要である。しかしながら、我が国では
TMOは比較的新しい概念でありTMOと地方自治
体との役割分担をどのように図るか、またどのよ
うな組織形態が望ましいのか、検討課題も多い。
今回訪問した英国は、タウンセンターマネジメン
トの先進国であり、同じような中心市街地の空洞
化を経験し、試行錯誤を繰り返しながらも精力的
に活性化に取り組んでいることから、どのような
手法で中心市街地の活性化に大きな成果をあげて
いるか考察した。

２．英国におけるタウンセンターマネジメン
トの変遷

　英国では、1979年のサッチャー政権の誕生を契
機に規制緩和が進み、都市開発の分野では都市開
発公社（UDC）やエンタープライズゾーン（EZ）
の創設などにより、都心周縁部や郊外部の低未利
用地への民間活力の誘導が進展した。さらに1986
年の金融ビックバンによりロンドンでは金融サー
ビス業が新たな成長産業として台頭し、オフィス
開発が進む一方で、地方都市では製造業の衰退が
進行した。また、郊外型の大型ショッピングセン
ターとの競合や地場産業の衰退により、地方都市
の中心部は急速に荒廃した。

コンパクトなまちづくりと
タウンセンターマネジメント
～英国の取り組みに学ぶ～

忠岡町　奥 村 裕 宣

　こうしたことから中央政府は、1990年代より規
制緩和から規制強化への方針転換を図り、郊外開
発の抑制や中心市街地の活性化策である環境省
計画指針PPG ６（Planning Policy Guideline）を
発布した。1996年には改定PPG ６（注）により、
持続可能な都市開発として、大型店の郊外開発の
規制強化とともに中心市街地への投資の誘導を図
るため開発許可を既存の商業地区内に制限し、ま
た、タウンセンターマネジメントの助長などを示
した。
　中心市街地の荒廃により危機感を持った地方都
市では、1990年代初頭よりタウンセンターマネジ
メントの取り組みが進んでいたが、このPPG ６
の改定があった1996年以降、急速にタウンセン
ターマネジメント組織（TCM）の設立が拡大し、
地方都市が競争しながら中心市街地の再生に取り
組んでいる状況である。

３．タウンセンターマネジメントの概念
　タウンセンターマネジメントとは、中心市街地を
ショッピングセンターのように総合的に管理運営す
ることである。つまり、中心市街地をショッピング
センターのように安全で清潔で安心してショッ
ピングや飲食ができ、移動が容易であり、かつ
イベントやフェアなど活発に商業プロモーショ
ンがなされるように保つことと理解されている。
　そのため、地方自治体と密接な連携のもと中心
市街地に関わる多様な関係者等がTCMを設立し、
自らの利益と利用者へのサービスを最大化するた
め中心市街地の管理運営を行うものである。

４．タウンセンターマネジメントの活動
　今回、訪問したバーミンガムやノッティンガム、
そしてグレイブスエンドにおいてもTCMが、自
動車普及に伴う都市中心部の活力の空洞化に歯止
めをかけ中心市街地を活性化させるため、官民の
パートナーシップによりNPO 的活動を行ってい
る。これらTCMには諸事業に関する特別な権限
はないが、まちづくりのビジョンに沿って関係者
協議、協力要請、提案等の活動を実施しており、
これらの役割を担うタウンセンターマネージャー
を設けている。
　活動内容は都市の実情に応じて多様ではある
が、大きく４つの分野に分かれる。



95

自主研修報告

（1）安全及び環境美化
　中心市街地の荒廃に対して初期に取り組まれる
活動で、犯罪防止やホームレス対策などの安全確
保、路上清掃などの環境美化である。

５．おわりに
　今回の英国訪問で見た事例では、清掃・美化・
パブリシティ活動、安全対策・街路整備・マーケッ
ト整備・空き家対策・アクセス整備など我が国で
行っているTMO 活動と大きく変わらない。
　しかし、近年多発しているフリーライダー（た
だ乗り）問題など財源の確保に苦慮している
TCMも多く、最近ではバーミンガムのように
BID（Business Improvement District：ビジネス
改善地区）を積極的に導入する地域も増えている。
　このような英国のTCMを主体とする持続可能
なまちづくり活動の取り組みは、我が国において
も参考になる事例である。我が国との大きな相違
点としては、住民意識の高さと住民の参加である。
英国では住民の間に明確なコンセンサスができて
おり、現状分析や実践する手段も具体的・合理的
に細かく積み上げられている。そして、ブーツ社
やマーク＆スペンサーなどの大手商業者が熱心に
参加している点も社会意識の高さによるものでは
ないだろうか。また、豊かな専門知識とビジネス
感覚を持ち合わせ、関係者間の意思疎通を円滑に
進めるタウンセンターマネージャーの存在は、タ
ウンセンターマネジメントの成功に欠かせない非
常に重要な役割を担っており、今後、我が国にお
いてもこのような人材が求められる。
　こうした英国のタウンセンターマネジメント
は、特に歴史・文化や基礎となる法制度など我が
国とは違いがあり参考になりにくい点も多い。し
かし、英国も1980年代の保守党政権による規制緩
和の中で大型店の郊外進出による中心市街地の衰
退という状況から、官民一体となって抜け出そう
としている点では、我が国も大いに参考すべきで
あり、意識改革やアプローチ手法の多様化、我が
国固有の考え方を改める等さらに議論を深め検討
すべきではないだろうか。

（注）2005年にPPG ６に代わる新たな都市計画声明と
してPPS ６（Planning Policy Statements）となっ
ている。

【参考文献等】
・横森豊雄・久場清弘・長坂泰之著『失敗に学ぶ中

心市街地活性化』学芸出版社　2008年
・国土交通省ホームページ（http://www.mlit.go.jp/

kokudokeikaku/suishinchousa/）

バーミンガムでの路上清掃の様子

（2）アクセスの向上と街路空間の演出
　来訪者を増やし心地よくショッピングなどを楽
しんでもらうための交通アクセスの向上と街路空
間の演出である。中心部の歩行者専用区域の設定
や周辺部への駐車場の整備、駐車場と中心部をバ
スで結ぶパークアンドライド、深夜バスの運行な
どである。

（3）ビジネスの振興
　中心市街地活性化の最終目標はビジネスの振興
である。商業の売上を伸ばし、新規投資を誘引す
るため、マーケティング・プロモーションの実施、
資産運用、夜間経済の振興などの施策が行われて
いる。

（4）パートナーシップの促進
　タウンセンターマネジメントには、利害が異な
る多様な関係者の合意形成を図るとともに、住民
や利用者など多くの人々に理解してもらい参加と
協働を促すパートナーシップの促進が重要であ
る。
　活動の結果は年次報告書やパフォーマンスレ
ポートの形で住民に公表され、PDCA（Plan：計
画⇒ Do：実施 ⇒ Check：評価 ⇒ Act：改善）
サイクルにより事業計画に修正を加えながら活動
は継続される。
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１．はじめに
　英国では1970年代以降、景気悪化から失業者や
貧困層が街にあふれ、インナーシティの治安悪化
や主要産業の衰退が深刻な社会問題となった。そ
こで1990年代半ば以降シティセンターの活性化が
進み、多くの人が街中へ移り住んでいるという。
伝統的に田園が好きで、自然の中でのんびりと余
生を過ごすことを目標としてきた英国国民が、貧
富の差を越え、コンパクトなまちづくりを進めて
いる。なぜ考え方を変えたのだろう。

２．日本と英国の住宅に対する考え方
　日本家屋の耐久年数は、京都議定書制定時に示
された「26年」という開発途上国並みの低さだ。
これは、我が国で住宅を建てる際、居住者が便利
に使えるように部屋数や間取り等が設計されるた
め、「住替え」を前提に建てられていない。つまり、
住宅が有効な「資源」であるという認識がされて
いないということである。
　英国では中古住宅が人気で、平均築年数が70年
と長い。住民も歴史的建物であることを誇りに思
い、きちんと整備している。住宅の売買に際して
も我が国のように広さを表すのではなく、部屋数
を表示する。これは、｢住替え｣ を前提として建
設されており、家族の状況が変われば当たり前の
ように引っ越しをするためである。住宅は所有者
個人だけのものではなく、「資源」として認知さ
れていることを示している。

人に優しいまちづくり
～まちづくりと雇用対策～

松原市　宮本　貴代

３．循環型社会からその先へ
　英国では、既存建物を高密度住宅やオフィスス
ペースとして再利用している。これにより、道路
や上下水道といった、新たなハード面での基盤整
備をする必要がなく、設備投資を低く抑えること
ができる。これらの事例は建物廃棄物の削減にも
つながり、循環型社会形成推進基本法の目的にも
合致する。「３R（リデュース・リユース・リサ
イクル）」の考え方を住宅にも普及させていくこ
とが、ごみ問題・資源問題だけでなく、投資資金
の流れも含めて、これからのまちづくりの第一歩
となるのではないだろうか。

既存住宅と新築住宅の流通比較

郵便局から百貨店へ
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４．雇用対策とまちづくり
　英国では、まちづくりを行う際に、そこに住む

「ひと」にも投資するという方法を、大学と連携
して行っている。都市開発だけではなく、学力を
向上させ、技術訓練などの施設を作り、就労の機
会を増やす努力もしているのである。公共工事に
よる雇用機会の増加だけでは根本的な解決方法と
はいえない。「ひと」も開発しなければと気付い
たそうだ。
　英国では中心市街地活性化の際、貧困層の就労
率を上げるため雇用機会を増やすよう、民間企業
に投資を呼びかけている。
　英国では、「失業者」であると言い続ければ、
失業手当が支給されているという。それを見て
育った世代も就労せずに「失業者」になるという
｢負の連鎖｣ があるという。
　この連鎖を断ち切るため、親に多くの選択肢が
与えられるよう、また子どもにできる限り最善の
環境を与えようとする「子育て支援10か年計画」
が2004年から始まっている。これは英国国家財政
委員会・教育雇用省・労働厚生省・貿易産業省が
一体となって行っている政策である。雇用率を高
め仕事を通じて社会に参加する人を増やすことが
目的とされ、パートタイム労働法・フレキシブル
ワ−キング法と次々雇用形態の緩和を進める法律
ができ、親世代が「働き方の希望と現実」が一致
するような雇用環境を整備していくことで、失業
者対策や子どもの貧困対策等複数の効果が現れる
という ｢正の連鎖｣ が始まっている。
　特にバーミンガム市では官民連携して｢ワーク・
ライフ・バランス（仕事と生活の調和）｣ に力を
入れたところ、子育て世代やその準備世代が首都
圏から多く移住してきているという。この世代が
多くなったことで、優良な労働者を確保するため
に複数の企業が進出し、税収入もアップしたとい
うことである。
　またグレイブスハム市では、クリスマスシーズ
ン前の賑わう時期に、街の広場で職業斡旋のイベ
ントを展開し、雇用者と労働者のマッチングを

行っている。このようなイベントを通じて、人を
街の中心部へと誘い、中心市街地も活性させてい
る。また、義務教育卒業後のスキルアップの職業
訓練と教育に力を入れるため、大学以外の教育機
関を新設するとのことであった。

５．今後のまちづくり
　2008年からの経済不況により、日本では社会保
障費が膨らみ、失業者問題として表面化してきて
いる。ハード面の基盤整備は『平成20年度国土交
通白書』を見る限り、都市周辺での道路等の新設
の必要性は感じられない。これからは職業訓練や
就労支援に力を入れ、「ひと」の育成に投資すべ
きである。また、地元で長期間居住してもらう工
夫として、街の活性化があるべきであろう。
　「まちづくりには情熱と住む地域への愛情が必
要」と、英国での訪問先の担当者はみな言葉にし
た。我が国の行政の体制では、計画を立てること
はできても、実行する行動力に乏しい。民間なら
ばフレキシブルに資金運用し、行動を起こすこと
ができる。市民の要望を拾い上げ、行政に活用す
るためには、英国のように計画作成は行政機関、
実行は民間との協働を進めていくことになるだろ
う。
　もっと地域に愛情を持ってもらうために、これ
からの市町村は、まちづくりの「コーディネー
ター」としての役割を果たしていくべきなのかも
しれない。

【参考文献等】
・財団法人自治体国際化協会ロンドン事務所「イン

グランドの就学前児童の子育て環境整備（Sure 
Start Programme）」『CLAIR REPORT』NO.340　
2009年

・国土交通省『平成20年度国土交通白書』
・渥美由喜「地域戦略としてのワークライフバラン

ス総論」『共同参画』内閣府　2009年
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１．はじめに
　「混ぜたらごみ、分けたら資源」
　空になったスナック菓子の袋を見てつぶやく。
　最近お気に入りの言葉だ。
　20世紀の終わりから「持続可能性（サスティナ
ビリティ）」が地球規模のテーマとなり、あらゆ
る地域、レベルで様々な取組が行われている。
　持続可能な地域とは、現在から将来の世代に
わたって環境・経済・社会の三要素のバラン
スを取れる地域であり、その実現には「Think 
Globally，Act Locally（地球規模で考えながら、
自分の地域で活動する）」という「グローカル」
な思想が欠かせない。
　「英国病」と揶揄された没落時代を乗り越える
ため、1960年代から地域再生に試行錯誤してきた
英国の戦略的な取組から、持続可能な地域づくり
について考察する。

グローカル思想の
持続可能な地域づくり

阪南市　森貞　孝一

２．持続可能な土地利用
　英国の持続可能な開発戦略の一つとして、「シー
ケンシャルアプローチ」という取組がある。
　これは、開発地の許可基準として、まず既存中
心市街地内を最優先とすること、そして、適当な
敷地がない場合に限り、中心市街地の周辺部を検
討し、最後に自動車以外の多様な交通手段でアク
セスできる条件を満たす場合に限り郊外の立地を
認めるというもので、現在は宅地開発にもその手
法が用いられている。
　自動車利用の抑制と中心市街地活性化を目的と
するこの取組は、スプロール的な開発を抑制する
と同時に中心市街地の複合機能化を促進し、人の
交流拠点整備の役割も果たしている。
　また、住宅流通の90％が中古物件と言われる英
国では、柔軟な移民受入政策や効果的な少子化対
策により、新たに400万戸以上の住宅が必要となっ
ている。その建設用地は、工場跡地など遊休地中
心の既存市街地（ブラウンフィールド）に60％を
集中させ、郊外部（グリーンフィールド）の開発
を40％に抑制する計画である。
　眠っている土地の活用で、地域活性化と環境保
全を両立する。ここには土地や資源が無限でない
ことに気付いた現代の開発手法がある。

３．食からはじめる地域の循環システム
　「食の安全」「飽食の時代」
　この２つの言葉には共通点がある。
　それは「生産と消費の現場が離れすぎて、互い
の顔が見えない。」こと。
　農業の分野でもグローバル化が進む現代、生産
者と消費者は異なる世界に住む。常識を超える農
薬と大量の残飯は互いの距離を物語る。
　食物を育て、食後のごみを堆肥化して農地に還
元し、また新たな食物を育てる「食の循環」。
　英国では、この「食の循環」を生命を育む教育
の場として捉え、地域住民や地方自治体、また双
方の共同体が、食物を育て、土に還す体験ができ
る場を運営している。早朝のハイドパーク（ロンドン）
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　これらは、「コミュニティガーデン」や「シティ
ガーデン」と呼ばれ、空き地を活用した小さな庭
程度のものから、果樹や野菜を育てる畑、羊など
家畜を育てるもの、そしてお店やカフェなどの機
能を持つものまで、様々なレベルで運営されてい
る。
　普段は園芸の訓練や学校教育の実践学習の場と
して活用されるが、地域の子ども達の遊び場や住
民の憩いの場として利用されることも多い。
　また、ここで生産された質の高い有機野菜や乳
製品の販売、併設される店舗やカフェは、コミュ
ニティビジネスとして経営され、地域経済の活性
化にも大きく貢献している。
　生活や自然に配慮した取組が、地域社会のまと
まりや経済の分野にも波及し、良い循環を創出す
る。まさに持続可能な地域づくりの象徴的な取組
と言えよう。

とにある。
　法律によって強権的に導入した行政主導型から
住民主導型への政策転換は、地方自治体の役割を
根本的に変容させるものであったが、職員の意識
改革が進むと同時に、セクター間の相互理解、地
域住民の社会参加やネットワーク構築が急速に進
んだ。
　一方、制度導入から10年近くを経て、住民との
合意形成の手間や迅速な行動がとれない、などの
現実を背景に、一部の地域ではパートナーシップ
疲れも見え始めている。
　しかし、パートナーシップの意義が多様な立場、
能力、役割を有する各セクターの相互補完、相乗
効果にあるならば、情報共有を前提としたこの試
みは持続可能な地域づくりに欠かせない。
　何より住民不在の地域づくりに持続性を望めな
いことは言うまでもない。

５．おわりに
　英国の様々な事例から持続可能な地域づくりを
成功させるためのカギを考察すると、知恵や情報
はグローバルに受発信し、実践は徹底的にローカ
ル（地域）の人や資源、伝統を活かす「グローカ
ル」な思想に行き着く。
　また、持続性を優先するために、無理を重ねて
環境に配慮した取組をしても、極端な経済的負担
や不便さを伴うならば、それは持続しない。
　ストレスの少ない現実的な持続可能な地域づく
りには、様々な取組のプロセスを徹底的に透明化・
可視化することで、住民が体感し、納得できるし
くみを整えることが大切である。
　先人から受け継いできた有形無形の財産を子々
孫々に引き継ぐ小さな一歩を踏み出すのか、今、
私たちは試されている。

【参考文献等】
・中島恵理『英国の持続可能な地域づくり』学芸出

版社　2005年

街頭で新鮮な野菜や果物を販売

４．活動プロセスへの住民参加
　40年にわたる地域再生の実践で、成功には「活
動のプロセスに住民が携わること」が必要と気付
いた英国は、2000年制定の地方自治法で地方自治
体にコミュニティ戦略の策定を義務付けた。
　持続的な開発と地域コミュニティの生活の質向
上を目的とするこの戦略の最大の特徴は、策定と
実施、さらに進行管理までも地方自治体、民間企
業、地域の住民団体など多様なセクターで構成す
る「地域戦略パートナーシップ」が行うとしたこ
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１．はじめに
　「英国は地方自治の母国である。」
　このようなフレーズを耳にされた人もいるだろ
う。これは、英国の法学者Ｊ・ブライスが著書『近
代民主政治』で「地方自治は民主政治の最良の学
校、その成功の最良の保証人」と述べ、これが「地
方自治は民主主義の学校」へと変化し、派生した
ものであると考えられる。そのため、英国の地方
自治は進んでいるというイメージがあったが、文
献や今回の海外研修を通じて英国のまちづくりを
学ぶ中で、どちらかといえば中央集権に近いイ
メージを抱くようになった。
　そこで本稿では、英国、特にイングランドにお
ける地方自治について、制度面等も含めて述べて
みたい。

２．自治体の構成
　イングランドにおける自治体構成は多様であ
り、ロンドン、大都市圏、非大都市圏で大きく異
なっている（図１参照）。これは、歴代政権の地
方自治政策が大きく影響しているためである。

英国における地方自治の現
い ま

在
～英国は“地方自治の母国”なのか～

泉佐野市　　道 井　渉

　イングランドでは、1979年に成立したサッ
チャー保守党政権が、自治体における行政サービ
ス効率化・説明責任強化を目的に、1986年にロン
ドンの広域行政を担っていたグレーター・ロンド
ン・カウンシル及び大都市圏カウンティを廃止し
た結果、大都市圏カウンティに属していた大都市
圏ディストリクトが、１層制の自治体として存続
している。
　ロンドンは、32の区（London Borough）とシ
テ ィ（City of  London） か ら な り、1997年 に 成
立したブレア労働党政権が復活させた、ロンド
ン全域をカバーする広域自治体であるグレー
ター・ロンドン・オーソリティ（Greater London 
Authority：GLA）も存在する。GLAは、ロンド
ン全域にわたる公共交通や地域計画、都市開発、
警察、消防等の分野での企画・調整を行うが、住
民への直接的な行政サービスは実施せず、それら
は基礎自治体である区とシティが行っているた
め、制度としては２層制である。

GLA 庁舎

図１　イングランドにおける自治体の構成

　非大都市圏では、1990年に成立したメージャー
保守党政権が、カウンティ（County：都道府県
に相当）とディストリクト（District：市町村に
相当）からなる２層制の自治体構成を、ユニタリー

（Unitary）という１層制自治体に再編することを
目標とし、１層制導入を原則として掲げた。しか
し、自治体側の反対も強く、２層制の維持も認め
られることになり、その結果、１層制の地域と２



101

自主研修報告

層制の地域が並存する状態となっている。ただし、
１層制への再編は現在も進められている。

３．自治体の権限
　我が国では、地方自治については憲法に規定が
あり、特に法令による授権がなくても業務を行う
ことができる包括的権限が与えられている。し
かし、英国では、自治体は原則として法律によ
り個別に授権された事務のみを処理できるとさ
れ（1972年地方自治法：Local Government Act 
1972）、授権された範囲を超える行為は「権限逸
脱（アルトラ・ヴァイリーズ：Ultra Vires）の
法理」により違法とされてきた。2000年地方自治
法（Local Government Act 2000）により、地域
社会及び住民福祉の増進に関する３分野（経済・
社会福祉・環境）で包括的権限が与えられたが、
一定の制約も課せられている。
　自治体の持つ権限は、１層制の自治体（大都市
圏ディストリクト・ユニタリー）では基本的にす
べての事務、２層制の自治体においては、ディス
トリクトは住宅・ごみ収集など限られた事務、カ
ウンティは教育・社会福祉・道路等の事務となっ
ている（図２参照）。

えられ、その線引きが不明確となっているので、
住民から見れば同じ道路や住宅という形態であり
ながら、その管理が複雑化し、非常にわかりにく
くなっている。一方、英国ではそのような状況が
ほとんど見られない。これは、長らく英国の自治
体の権限が法令により限定されてきたことが背景
にあると思われる。
　英国の自治体における自主財源としての地方税
は、資産税と住民税の側面を併せ持つカウンシル・
タックスのみである。課税対象は居住用資産、納
税義務者はその占有者となっており、徴収はディ
ストリクト等の基礎自治体と、ユニタリー等の１
層制自治体が行い、税額の最終的な決定権は自治
体にある。また、自治体の地方債発行についても、
国務大臣にその上限額の設定権限が与えられてい
るが、政府の同意を得る必要はない。

４．おわりに
　地方自治について、我が国では、確かに包括的
権限が自治体に与えられているが、現実には財源
をはじめ様々な制約が課せられ、自治体が自主的
かつ自由に決定できる部分は少ない。一方、英国
では、地方自治制度そのものが強制的に変更され、
また、自治体に授権されている権限も少ないが、
自治体における政策や税率の決定等については、
各自治体の判断が尊重されている部分が多い。我
が国と英国、どちらの「地方自治」が充実してい
るのか、それは住民のそれぞれの感じ方で答えは
大きく変わるだろう。

【参考文献等】
・財団法人自治体国際化協会ロンドン事務所「英

国 の 地 方 自 治 」2009年9月 改 訂 版（http://
www.jlgc.org.uk/jp/information/img/pdf/UK_
LocalAutonomy2009.pdf）

・内貴滋『英国行政大改革と日本』 ぎょうせい　
2009年

図２　イングランドの自治体における所管事務

　我が国と大きく異なるのは、自治体間で所管業
務がほとんど重複しないという点である。我が国
では、道路なら国道や府道、市道、公営住宅なら
府営住宅や市営住宅、というように、国と、自治
体である都道府県・市町村にも権限が重畳的に与



自主研修報告

102

混雑課金制度の成果
～交通によるコンパクトなまちづくり～

岸和田市　石井　秀和

１．はじめに
　今回訪れたロンドンでは、街中に多くのCCTV

（監視用カメラ）を見かけた。これは、犯罪の防
止や捜査に利用するだけでなく、市が渋滞対策の
ために、都市部に流入する自動車のナンバープ
レートを読み、料金を徴収する混雑課金制度に利
用しているとのことである。
　近年、多くの都市で交通渋滞は常態化し、経済
的な損失や環境への負荷など、都心部の道路混雑
は極めて深刻な問題となっている。
　このような状況の中、交通需要マネジメントが
都市運営の主要な課題となっている。これまでの
ような、交通量が増えるに従って道路を建設する
という供給重視の政策に対し、自動車の通行とい
う「需要」を管理・抑制することに主眼においた
政策へと転換する必要に迫られている。
　そこで、2003年にロンドンで導入された、混雑
課金制度について調査を行い、その成果を報告す
る。

２．ロンドンの都市運営
　英国の首都ロンドンは、756万人の人口を抱え、
年間1,480万人の人々が訪れる世界有数の大都市
である。
　ロンドンの都市運営は、大ロンドン庁の空間計
画である「ロンドンプラン」で明らかにされてい
る。キーワードは「コンパクトシティ」で、「現
在の域内で、緑地を減らすことなく、持続可能な
形で、人口増加と経済成長を維持しつつ都市を運
営する」というものである。具体的には東部地域

を中心に開発・高密度化を推進するとともに、都
市生活の質向上のため、公共交通機関の整備・利
用を促進し、職住近接で移動の少ない都市設計や
環境との調和を指向するとしている。

３．制度導入の背景
　かつて、ロンドンの中心市街地では自動車のス
ピードは時速約13㎞で、100年前の馬車と同じス
ピードでしか移動できないと揶揄される状況で
あった。
　渋滞がもたらす経済的な損失は、１週間で200
〜 400万ポンド（約３億円〜６億円）にも及ぶと
推計され、経済界からも改善を望む声が出ていた。
　こうした状況を踏まえ、ロンドンでは、15年
ほど前から混雑課金制度の検討を行ってきたが、
2000年５月に、同制度推進派のケン・リビングス
トンが市長に選ばれたことで、議論が現実化する。
　リビングストンは、2000年７月に制度に関する
市長案を公表、市民や事業者などから意見を聞き
修正案等を作成、2002年２月に混雑課金制度の導
入を正式に決定し、2003年２月17日より運用が開
始された。

４．制度の仕組み
　制度開始当初、課金対象区域はセントラルロン
ドンと呼ばれる、官庁街などが集中するロンドン
の中心地約21ｋ㎡であった。課金額は全車種一律
で１日５ポンド（約720円）とされ、対象区域内
で走行する自動車に対して課金するエリアライセ
ンス方式により徴収している。これは、車両ナン
バーをロンドン交通局のデータベースに登録して
課金する方式である。また、各所に設置された
CCTVで課金区域内を走行する車両のナンバープ
レートを読み取り、支払や登録がされていない車
両をチェックして取り締まる仕組みとなってい
る。規制時間については、平日の午前７時から午
後６時までとしており、祝祭日は課金されない。
また、タクシーや、救急車、消防車等の緊急車両、
９席以上の公共バス等については課金対象外とさ
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れ、課金対象区域に居住している住民の車両は
90％割引される。その他、環境対応車等、登録を
すれば割引を受けることができる制度がある。課
金収入の使途については、公共交通機関の改善や
運賃の引下げ、歩行者・自転車利用のための環境
整備等、自動車利用を抑制するための交通目的に
活用される。

５．実施成果
　実施成果としては、自家用車は、実施前に比べ
て20％減少し、約半分はバスに移行、他はバイク・
自転車・自動車相乗り、あるいは区域を迂回する
などして対応した。
　その結果、課金対象区域内の平均速度は、時速
13㎞から17㎞へ３割上昇した。渋滞の減少に市民
の評価も概ね好評で、混雑課金制度は成功したと
言えるであろう。
　2005年７月からは課金金額を５ポンド（約
720円）から８ポンド（約1,150円）に値上げし、
2007年２月には課金対象地区も西部地域のケンジ
ントン、チェルシー区等へ拡大された（対象居住
人口13.6万人から23万人へ）。2007/8年の混雑課
金制度の純収入は、１億3700万ポンド（約205億円）
に上っている。

６．おわりに
　ロンドン滞在中は、いたるところで混雑課金対
象区域の標識を見かけ、市民生活に深く浸透して
いる印象を受けた。
　混雑課金制度は、人口増加と経済活力を持続的
に維持するコンパクトシティを基本精神とし、そ
の中軸として交通政策を位置づけるものである。
特に公共交通機関の強化が重要であり、混雑課金
制度はその重要な機能的及び財政的支柱の一端を
担っているといえる。
　また、今回の調査は、渋滞緩和の観点からだけ
ではなく、環境問題を視野に入れた成熟社会の形
成についても多くの示唆を与えてくれた。より環
境負荷の低い公共交通機関への転換が、これから
のまちづくりにおいて、重要な役割を担っていく
ものと考えられる。

【参考文献等】
・海道清信「コンパクトシティの計画とデザイン」

学芸出版社　2007年
・辻本勝久「地方都市圏の交通とまちづくり」学芸

出版社　2009年
・ロンドン交通局ホームページ（http://www.tfl.gov.

uk/）

道路標識②

道路標識①
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快適で魅力ある道路空間づくり
～人にやさしいまちづくり～

河内長野市　中野　篤志

１．はじめに
　中心市街地は古くから商業、業務など様々な機
能が集まり、人々の生活や娯楽、交流の場となり、
また、長い歴史の中で独自の文化や伝統を育むな
ど、その街の活力や個性を代表する「顔」ともい
うべき場所である。
　しかし、近年のモータリゼーションの進展や大
規模店舗の郊外立地、居住者の流出などにより、
中心市街地の活力が低下している。　
　このような状況に対応するため、持続可能なま
ちづくりの手法として「コンパクトシティ」が注
目され始めている。
　コンパクトシティとは都市の郊外化・スプロー
ル化を抑制し、市街地に都市機能を集中させ、車
に頼らず歩いて暮らすことができる、誰もが住み
やすいまちを目指す発想である。
　今回、中心市街地の活力や魅力を高めるため、
快適で魅力ある道路空間づくりの先進的な取組を
実施している英国にて現地調査を行った。

２．ロンドンの取組
　ロンドンでは、平日の朝７時から午後６時まで
都心部に流入する自動車に対し、１台当たり８ポ
ンド（約1,150円）を徴収する混雑課金制度を導
入している。
　１度課金されれば、１日に何度でも都市部への
出入が可能で、世界の大都市において、このよう
な制度を導入しているのは、ロンドンだけである。
　課金の目的は、 都心部での交通渋滞の解消と課
金収入による公共交通の改善である。

　課金の方法は、市内各所に設置してある監視カ
メラで車のナンバーを読み取り、所定の場所で料
金を支払うシステムとなっている。
　この制度の導入により、ロンドンにおける車の
交通量は減少し、地下鉄・バスなどの公共交通利
用者が増加しており、一定の効果を上げている。

写真１　混雑課金制度の標識

３．ノッティンガムの取組
　ノッティンガムには、中心市街地活性化に大き
く貢献している大型店舗「ブロード・マーシュ・
センター」がある。そこは、ロンドンへと繋がる
鉄道の「ノッティンガム駅」や、現在のLRT（Light 
Rail Transit）の終着駅である「ステーション・
ストリート駅」も近く、まさに街の顔である（図
参照）。
　しかし、現状は幹線道路を車が支配し、ブロー
ド・マーシュ・センターの反対側の歩行者専用道
路からの人の流れを断ち切ってしまっていること
から、この場所はノッティンガムの過去の整備に
おいて、最も良くない事例の１つであるという（写
真２参照）。
　このことから、将来的には街の顔としてふさわ
しい空間に整備するため、幹線道路から車を排除
し、ショッピングセンターと沿道のビルを一部取
り壊し歩行者専用道路で結ぶ計画があるとのこと
である。
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４．まとめ
　英国では、中心市街地の魅力を創出する一方、
中心市街地へのアクセス手段を車ではなく公共交
通を中心に整備することで、道路が車に支配され
ないようにしている。
　また、併せて歩行者専用道路などの整備も積極
的に行っている。
　これは、交通事故の減少、渋滞の緩和、大気汚
染の減少などの効果があり、人が安全で快適な時
間を過ごせるよう魅力ある空間つくりに繋がって
いる。
このような取組が、結果として、中心市街地活性
化のさらなる後押しとなっているのである。

５．おわりに
　今回の英国研修において最も印象的であったの
が、どの街においても「我が街への愛着」が高い
ことであった。例えば、ノッティンガムを視察中
に１軒の古いパブがあり、担当者から「あのパブ
は英国最古の伝統あるパブだよ」と説明を受けた
が、英国に詳しい通訳によれば、英国最古のパブ
は多くの街に存在するらしい。
　英国では、古いものこそ価値があるとされるた
め、我が街のパブこそが１番だという誇りがある
からではないだろうか。また、グレイブスエンド
では、住民に自分たちの街への誇りを再生する「ヘ
リテージタウン戦略」を展開している。我が国で
も「お郷自慢」という言葉があるが、現在は薄れ
つつあると感じる。
　このような、我が街への誇りは、その街の個性
や伝統を活かした特色ある街を実現するためには
重要な要素となる。
　もちろん、誇りだけで良い街は実現できない。
しかし、その街に関わる多くの人が、街への誇り
や愛着を持ち、将来の街の在り方に高い関心を示
すことは、良い街づくりを行う上で必要であり、
最終的には持続・発展できる街へと繋がるのであ
ろう。

【参考文献等】
・海道清信「コンパクトシティの計画とデザイン」　

学芸出版社　2007年
・ノッティンガム中心市街地図（一部編集）（http://

www.visitnottingham.com/exec/104220/1895/）

ノッティンガムの中心市街地

写真２　ブロード・マーシュ・センター付近の幹線道路
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日英のまちづくりにおける

パートナーシップの比較
池田市　水越　由季

1．はじめに
　英国のどの街においても、まちづくりの計画作
成システムのなかに、議会の主導、地元企業と市
民の参加、情報公開の徹底、計画尊重主義がみら
れ、わが国の都市計画作成の仕組みと比較すると、
これだけでも英国民主主義の成熟度が非常に高い
ことが分かる。
　中心市街地のまちづくりでは、更に成熟した英
国民主主義の最先端を見ることができる。その象
徴がタウンセンターマネジメント（TCM）である。
　TCMは英国各市のまちづくり・中心市街地の
再生をサポートする組織であり、英国の地域まち
づくりにおいて地域活性に成功している多くの街
は、この組織の活動に依拠するところが大きい。

２．タウンセンターマネジメント（TCM）とは
　TCMは、英国各市のまちづくり・中心市街地
の再生をサポートする組織である。
　市民団体、NPO、自治体、警察、大学、ボラ
ンティア団体、商店関係者等、様々な関係者で構
成されており、とりわけ多くの出資が見込める大
手小売業を含む民間企業とは積極的に連携してい
る。協議によって参加者相互の利害調整を行い、
中心市街地の将来像とその実現のための事業方針
を立て、当組織でまちづくりの施策も実施する。
　事業方針を具体的に実現可能な計画に練り上げ
る、タウンセンターマネージャーが必ず配置さ
れており、タウンセンターマネージャーの職務
は、利害関係者間の連絡調整、企業と住民間の連
携の舵取り、目標を定めたアクションプランの作

成、地域の発展や経過の広報などである。タウン
センターマネージャーは専従職であり、一般のサ
ラリーマンと同様に報酬が支払われ、新聞等で公
募される。タウンセンターマネージャーの経歴は
様々であるが、地方自治体出身者や民間マネジメ
ントに精通した人等が採用される。
　TCMの運営財源は、TCM 参加企業・団体から
の出資金と自治体からの助成金で賄われるケース
が多く、国やEU 資金が入っている場合もあり、
街によって様々である。自治体からの補助金は、
TCM 参加企業の出資金と同等に考えられてお
り、自治体の立場もTCM 組織に参加し協議する
他の組織と同列の１組織にすぎないという。「官」
も「民」も同質と考え、現実にシステムとして反
映されている点は、官民パートナーシップの先進
性の現れである。

３．これまでの日本の官民の連携
　日本でのこれまでのまちづくりでは、「官民」
の連携をそもそも行っていないケースが多かっ
た。特に、市街地整備と商業活性化についてであ
るが、これまでは「官」の「市街地を」整備する
ことと「民」の「賑わいを回復する」ことは別個
のものであると考えられてきたのではないか。
　過去の事例を見てみると、行政が都市計画事業
で街路拡張を進めた結果、商店街が分割されてし
まった、土地区画整理事業により商店街の商業機
能が分断された等、街並みを整備してきれいに
なったが、人通りは減ってしまった、ということ
は少なくないのである。
　まちづくりにおいての最終目標は、街を良くし、
賑わいを創造することであるならば、これらは一
体的に考えられなくてはならない。今後は、官民
のタイトな連携によって、より実効性の高い事業
を実施する必要がある。
　民間の実施する事業のうち、賑わい回復の効果
が期待できる事業の実施のタイミングに併せて集
中的に市街地の整備をするのが良いだろう。街区
のうちで、商業者、地権者等の合意形成の図られ



107

自主研修報告

た街区を優先して市街地を整備する方法である。
　官民の連携というより、民間のやる気を下支え
するという意味で民間連携を図ってゆく姿勢が必
要であると考える。

４．日英の市民参加・パートナーシップの比較
　近年は、日本でも市民や企業のまちづくりへの
参加の重要さが認識されている。市民がまちづく
りへの意見を示す事が可能な機会を積極的に、シ
ステムとして組み込んでいる自治体も少なくな
い。しかし、英国のパートナーシップのレベル、
実践レベルにまで達しているものは少ない。行政
が形式上、市民の要望や意見を聴く為だけに設け
ている場合が多い。市民が要望をまとめ、自治体
に提出ても、自治体がそれを参考程度にしか考え
ていないのであれば、まちづくりの決定過程に市
民が十分に参加できているとは言えない。ボトム
アップ型・自治体上位での調整ではなく対等の位
置での協議が必要であろう。
　また、近年「行政主導から民間主導へ」という
言葉は、我が国でよく耳にする。民間主導＝民間
のみ、という意味ではなく、当然ながら、市民だ
けでまちづくりを行えば良いという意味ではな
い。行政と市民、あるいは企業との戦略的・計画
的な協力が重要である。まちづくりは地域の目標
であり、市民・行政共通の認識であり、共通の活
動源であるべきなのだ。行政担当者、プランナー、
市民、企業など、関係者は互いに理解し、対等に、
共同して自分たちの地域の将来像を描かなければ
ならない。
　

５．おわりに
　地域を愛し住み続ける人々・営みつづける企業
が、まちづくりに意見することのみではなく、主
役となることこそがこれからのまちづくりの最大
のポイントである。そこに人々が住みつづけるこ
と、企業が存在し続けることこそ、街が生き残る
為の最低条件であるからだ。

【参考文献等】
・矢作弘『中心市街地活性化三法改正とまちづくり』

学芸出版社　2006年
・海道清信『コンパクトシティの計画とデザイン』

学芸出版社　2007年
・横森豊雄・久場清弘・長坂泰之『失敗に学ぶ中心

市街地活性化』学芸出版社　2008年

グレイブスハム市ビジターセンター
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エリアとしてのモール展開と
問われるマネージメント力

太子町　松　井　　靖

1．はじめに
　車社会の成熟と大型ショッピングセンター

（SC）の進出により、日本各地で中心市街地の商
業地区は大きな打撃を受けた。閉鎖された商店が
目立つ商店街にはシャッター通りと呼ばれるとこ
ろも少なくない。
　一方、英国も例外ではなく、1980年代からのサッ
チャー政権の規制緩和政策により、大型ショッピ
ングセンターの郊外化が起こっている。それによ
り、産業衰退による失業率の上昇等で疲弊した英
国各都市では、中心部の衰退に拍車がかかること
となる。
　英国では、これに対処するための手法として
TCM（タウンセンターマネージメント）が導入
され、一定の成果を挙げている。
　我が国でも、中心市街地活性化法のもと、様々
な施策が導入されているが、英国ほどには成果を
あげているという声は聞こえてこない。英国と日
本では、なぜ成果に違いが生じるのか？成果をあ
げるためには何が不足し、必要なのか？その答え
を英国で見つけたいと今回の研修に参加した。

２．エリアマネジメント
　英国のタウンセンターを訪れて感じたことは、
その中心となるSCが日本の郊外型ショッピング
モールと非常に似ていることである。ただ、日本
との違いは、その運営範囲がSCのみで完結する
のではなく、周辺の商業エリアにまで及んでいる
ことである。モールが「並木を植えるなどして遊
歩道風にしたもの」（大辞林）という意味である

ことを思えば、SCを核施設として、周辺商業エ
リアに及ぶ買い物客が回遊するこの形態は、まさ
しく地域全体が「ショッピングモール」と呼べる
であろう。
　ここでは、SCと商店街は競合相手ではなく、
ともに発展していくためのパートナーである。
　1980年代の我が国では、中心市街地に進出す
る大型SCに対して、地元商店街などの反対運動
が盛んに行われた。やがてSCは郊外化と集客の
ための巨大化に向かい、中心市街地の衰退に拍車
をかけた。中心市街地のSCでさえ、その洗礼を
受けている。そして現在、今度は採算悪化による
SCの撤退に、その集客効果で少なからず恩恵を
受けていた商店街の、戦々恐々とする姿がそこに
ある。
　中心市街地の敗因には、地価高騰や施設の老朽
化、駐車場不足等、様々な要因が絡み合っている。
しかしながら、その最たるものはマネージメント
力の弱さにあったのではないだろうか？
　駐車場不足の解消等、一企業だけでは限界があ
ることや、通りを歩行者天国にすることで地域を
回廊化する等、エリアとしてマネジーメントする
ことで叶えられることが多いと、英国のTCMか
ら感じとれた。
　

３．成否を握るマネージャーの力量
　一方、英国のTCMにしても、すべてがうまく
機能しているわけではない。成果の上がっていな
い大きな要因はマネージャーにあるようだ。
　エリア内の利害を調整する能力、消費者ニーズ
を把握する能力、集客のための企画を実行する能
力。マネージャーの力量がいかに成否を左右する
か想像するに難しくない。
　TCMは農業に似ている。土地を耕し、土壌や
気候に適した種を撒く。必要な時期に必要な肥料
を施し、害虫や雑草の駆除、予防に手間をかけ、
やがて実りを迎える。TCMにおいても、計画を
作成し、利害関係の調整を行い、再開発や歩行者
天国導入等の基盤整備や魅力的な店舗づくりのア
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ドバイス。集客を図るためのイベントも必要だろ
う。犯罪防止や清掃活動による安全・快適な空間
づくりも集客には欠かせない。それらを総合的・
計画的に進めてこそ、街はにぎわい、活性化され
ていく。豊かな実りを迎えられるか否かは、常に
それらを見守り実行していく農夫（マネージャー）
の腕にかかっているのだろう。

４．おわりに
　我が国の中心市街地活性化施策をみると、マ
ネージャー確保に関するものは、中心市街地商業
活性化アドバイザーくらいであろうか。これとて、
半年に満たない期間の派遣である。中心市街地活
性化基本方針でも、タウンマネージャーや専属の
職員の配置は努力項目となっている。

全国各地で様々な取り組みが行われ、多くの専門
家が活躍しているところではあるが、中長期に現
地で活動できる人材の不足を感じる。地域の活性
化や再生は、一朝一夕に成し遂げられるものでは
なく、再生を持続させていくためには、継続的に
時点修正を加えながら進めていくことが不可欠で
ある。そのためには、長期にわたりその街に関
わっていくことが求められる。我が国にも、英国
のTCMに似たタウンマネージメント機関（TMO）
が導入されている。こうした取り組みがをより実
を結ぶためには、専門家の育成をいかに図ってい
くかが課題であると考える。画竜に点睛を施すの
はやはり、腕の良い「人材」であると、研修を終
えて思いを強くした。
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ロンドン　夜の街めぐり
～テムズ河畔周辺で見つけた宝物～

八尾市　　真田　洋

１．はじめに
　私たちＢ班は、夜間研修としてテムズ河畔やピ
カデリーサーカスなどのロンドン中心市街地の街
あるきを行った。夜であったため、昼間と異なる
見事にライトアップされた歴史的な建造物・広場
の彫像・現代的な建築物・橋・街並みなどと出会
うこととなった。
　研修で学ぶ『コンパクトシティ』とは一味違う

『世界都市ロンドン』の魅力を体感することがで
きた。そこで、今回ロンドンの夜景・ライトアッ
プを自主研修のテーマとした。

２．ライトアップの歴史
　都市のライトアップの歴史をさかのぼれば、
1318年にフランスのパリでセーヌ川沿いのルーブ

ル宮が最初であったといわれている。
　また、17世紀から18世紀にかけては、都市の治
安維持の意味合いから各々の家屋がランタンを吊
るすことが義務付けられ、更に教会などで建物自
身を明るく浮かび上がらせるようになり、これが
現在のモニュメントや建造物やシンボルツリーへ
の「ライトアップ」へと繋がっている。照明方法
も初期のランタンからガス灯へと、更に19世紀に
アーク灯によるライトアップが主流となり、現在
では、発光ダイオード（LED）などが使用され
ている。

３．散策経路
　散策経路は、下図のとおりで、西はビッグべン

（国会議事堂）から東はタワーブリッジまでの区間
で、テムズ川の北側は、ビッグベン（国会議事堂）
やセントポール大聖堂などの歴史的な建造物群が
中世からの歴史を感じさせるとともに、金融街で
有名なシティの高層ビル群が立ち並ぶ地区である。
　テムズ川南側（サウスバンク、バンクサイド地
区）は、倉庫が多数あり街の魅力に乏しい地区で
あったが、ミレニアム事業として再開発が行われ
た。ロンドンアイやミレニアムブリッジやロンド
ン新庁舎等の現代的デザインの建造物や発電所か
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ら近代美術館に用途転換されたテートモダンなど
もあり、人通りも多く活気に満ち、おしゃれなレ
ストラン・パブなども立ち並んだ現代的な顔の地
区である。
　また、テムズ川の川幅は300ｍ程度であり、対
岸の景色を見るには、遠くなく近くなく絶好の距
離であった。

４．ナイトビュー・スポット（視点場）
（1）ウエストミンスター橋からの夜景

　ウエストミンスター駅を出れば、見事にライト
アップされたビッグベンが飛び込んできた。淡い
暖色系の照明で、駅から出た私たちへの、最高の
ランドマークであると同時にそのライトアップ効
果で、最上級のおもてなしで出迎えてくれるよう
であった。ウエストミンスター橋から見た国会議
事堂は、ゴシック復興様式で梁や柱が淡い黄色で
ライトアップされており、建造物の立体感を生か
した照明で、光が川面にも映りイギリスの歴史を
感じさせるものであった。

工夫はもちろん川面に映し出される姿も幻想的で
あった。

ロンドンアイと旧ロンドン市庁舎

英国　国会議事堂

　南側はバンクサイド地区で、新名所であるロン
ドンアイは、淡い紫色でライトアップされてお
り、すっきりとした軽快で現代的、都会的な感じ
であった。隣接する旧のロンドン市庁は歴史を感
じさせる重厚な建物であり、金色、緑、赤などカ
ラフルにライトアップされていた。新と旧の建造
物が見事に調和する照明がなされており、照明の

　川沿いの遊
歩道から一歩
路地裏に入れ
ば、石畳の舗
装の雰囲気を
大切にした暖
かな照明で、
まるで、中世
へ タ イ ム ス
リップしたよ
う な 感 覚 に
陥った。

（2）ミレニアムビレッジからの夜景

　ミレニアムビレッジから北側を見れば、目の前
にライトアップされたセントポール大聖堂が現れ
た。神々しい白いドームを特徴とする荘厳な教会
で、ロンドンの歴史を感じさせた。
　ドームとそれを支える柱や柱頭、装飾、窓周り、
塔などは、立体感を活かしたややぼんやりとした
照明で、そこから下部は明るくはっきりとした照
明となっており、その対比でドーム部が神秘的に
浮かび上がっていた。

ロンドンアイと旧ロンドン市庁舎
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　また、ノーマン・フォスターにより設計された
ミレニアムブリッジは金属質的で斬新なデザイン
となっている。現代的・都会的でクールさを感じ
させる魅力的な橋と神秘的で歴史を感じさせる新
旧の建造物の調和が図られ、ロンドンで最も印象
深い夜景であった。
　また、ドームの眺望を守るため、1938年にセン
ト・ポールズ・ハイトと呼ばれる周辺建造物の高
さ制限を設け、市内からの眺望を保全していると
のことである。

（3）タワーブリッジからの夜景

　タワーブリッジはまぶしいぐらいに現代的な
白っぽい光線でライトアップされ、夜空に浮かび
上がるようなゴシック建築が印象的である。
　窓周りの立体感が際立っており、ベースカラー
の蜂蜜色とアクセントカラーの欄干部の青色の調
和が図られている。

　北岸の金融の中心地シティ方面を見ると、スイ
ス・リ本社ビルをはじめとする高層建築や工事中
のクレーンも見えた。高層ビルやクレーンは日本
同様、航空障害灯の赤色の光線が点滅していた。
現代的な建築は、歴史的な建造物の照明とは、異
なり照度の強い白っぽい照明であった。タワーブ
リッジから見えるロンドン橋は、淡い赤い照明で
テムズ川もその部分は赤く染まっており、幻想的
であった。

ミレニアムブリッジから見えるセント・ポール大聖堂

新ロンドン庁舎と現代的な建築群

テムズ南岸から見えるタワーブリッジ スイス･リ本社ビルとシティ周辺

　タワーブリッジから南岸を見れば、現代的な建
築群が見られた。人目を惹きつける青い川沿いの
遊歩道のライトと、白っぽい明るい現代的な感じ
の照明であった。特に斬新なデザインの建築物は
2002年に建てられたロンドン市庁で、淡い黄色で
暖かな感じでライトアップされていた。テムズ川
に浮かぶ　「戦艦ベルファスト号」は、水銀灯の
ような明るい白っぽい光線で戦艦の立体感が際
立っていた。
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2009.9.27開催　八尾久宝寺寺内町　燈路まつり

５．ライトアップの効果とまちづくり
　景観照明の目的は、光によって夜の都市や街の
たたずまいを美しく演出することと夜間の市街地
の活性化、商業活動の振興、都市の歴史への認識
の向上を期待し、観光産業の振興に貢献するなど
多大な効果がある。
　ヨーロッパでは、美しい夜景の創造が観光産業
の振興に貢献するとして、都市のプロモーション
戦略としてライトアップを位置づけているところ
もある。フランスのリヨン市では、1989年から市
長のリーダーシップのもと「夜の都市」をテーマ
に継続的に実施している。都市のプロモーション
戦略としてライトアップを位置づけ、公共照明と
ライトアップを分離して考えるのではなく、融合
させて総合的に光のまちづくりを始めたとのこと
である。また、再開発時には光の専門家の導入を
義務付け、照明関連工事の比率が10％程度まで引
き上げるなど、官と民が一体となり都市景観の美
化とイルミネーション装備に充実を図っていると
のことである。
　大阪でも独自の光のまちづくりを実践しようと

「光の都市軸」「光の暦」「光百景」を三つのファ
クターとして連携させ、「光のルネッサンス構想」
という愛称の戦略が打ち出されている。
　大阪城や中央公会堂などの歴史的資産と河川や
橋などの大阪らしさの融合を大切にし、ライト
アップを単に光として捉えるのではなく、都市の
文化･ 産業･ 魅力等の再発見につなげようとして
いる。

６．おわりに
　ロンドンでは、夜間の来訪者の心に残る印象的
な夜景がテムズ河畔を中心に多数あった。中世の
時代から引き継ぐ歴史的なストックと現代的なデ
ザインのストックとテムズ川の水面に映される景
色とが見事に調和し、今後も引き続き、後世の
人々に大切に受け継がれていくこととなるのであ
ろう。
　ライトアップも単なる光ではなく、それを見た

人が美しく感じる光であり、個々の建造物の所有
者毎の方法ではなく、歴史的な建造物は淡い温か
な色彩で落ち着いた趣のある感じで、現代的な建
造物は、白と青系の色彩ですっきりと都会的な感
じとなっており、共通の考え方で統一されている
ようであった。
　私たちの街でも、都市の歴史とそのポテンシャ
ルを活かした季節の風物詩として、小さな子供た
ちの記憶に残る光のプロモーションが八尾や富田
林の寺内町の燈路まつりで、太子の太子聖灯会で、
守口の練り込み提灯など、地域の方々と手を携え
ながら実践されている。
　今後はそれぞれの自治体が、永住魅力のあふれ
る街づくり、再び訪れたくなる街づくり、個性の
ある街づくりを進めるなかで、『光・照明』にも
配慮や工夫こらしながら取り入れていかなければ
ならない。

【参考文献等】
・面出薫＋光のまちづくり企画推進委員会　『光の景

観まちづくり』　学芸出版社　2006
・増山正明　『ライトアップされた建築物の景観イ

メージ特性に関する研究』　日本建築学会大会学術
講演概要集

・中嶋芳雄他　『夜間都市景観照明における演色効果
に関する研究』　照明学会誌　第87巻第2号
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まちの中心はここだ
～まちの将来を担う２人のキーパーソン～

熊取町　下 中 昭 三

１．はじめに
　これからの都市づくりに求められる都市政策
は、これまでの都市の拡大成長時代から、人口減
少の時代へと転換する中で、都市の運営コストの
増大を抑制しつつ、自動車利用困難者は勿論のこ
と、より多くの人々にとって暮らしやすい都市構
造を実現することである。
　その実現のためには、都市構造を様々な都市機
能がコンパクトに集約している「集約型の都市構
造」にすることが強く求められている。
　英国では、近年大型ショッピングセンターの郊
外化や、それに伴う市街地中心部のにぎわいの喪
失、低密度土地利用やインナーエリアの住宅改善、
工場・倉庫群の再開発といった問題を克服するた
めに、各自治体による実効力のある都市の土地利
用コントロールと、持続可能な都市モデルである

「コンパクトなまちづくり」による都市再生を果
たしている。
　各自治体の実例をいくつか現地視察し、体感し、
学ぶことによって「ひと」を中心とした大きく３
つの「キーワード」が見えてきた。
　そのキーワードとは、
　①「まちの中心はひとつ」
　②「タウンセンターマネージャーの存在」
　③「タウンセンターは楽しむ場所」である。
　互いの国の歴史や国民性、都市計画制度など
様々な要因や背景が違う。すぐさま導入すること
や真似は難しいものの、我が国においても活かす
ことができるのではないか。その方策について考
えてみたい。

２．英国の都市構造
　英国の主要な都市の都市構造は、ヨーロッパ都
市と比べて歴史が新しく、産業都市として急成長
したため類似概ね共通している。
　まちの中心にはシティセンターが形成されてい
る。鉄道も主要駅が配置され公共交通の結節点と
なっている。そのシティセンターに隣接する部分
に工場や倉庫群の跡地があるとともに、インナー
エリアが拡がっている。そのエリア内には貧困・
衰退地区が点在している。
　都市の外周部分には外環状道路（リングロード）
が都市を周回している。
　そして、都市の境界はグリーンベルトによって
緑地が保全され、各都市と都市は無料の高速道路
によってネットワークが保たれている。
　シティセンターの多くには大聖堂など、都市の
シンボルともなる歴史的建造物が存在する。それ
らの歴史的建造物が都市景観や都市の魅力を十二
分に高めている。
　視察した当日は平日の昼間であったが、訪れた
都市のシティセンターは、タウンセンターマネジ
メント（Town Center Management：TCM）に
よって、買い物客や観光客でにぎわい、人が回遊
できるよう計画され活気が溢れていた。
　人口100万人、英国第２の大都市バーミンガム
にあってもシティセンターを中心にした同様の都
市構造である。そして、バーミンガムの市民の意
識の中で、まちの中心はひとつなのである。まさ
しく、シティセンターを中心に都市が造り上げら
れている。

３．キーパーソン
　タウンセンターマネージャー

　タウンセンターマネージャーとは、TCMの事
業運営の効率化と、事業主や企業、住民、行政な
どの利害関係をコーディネートするために雇われ
た、都市計画や経営、不動産業などの知識を有す
る専門家である。民間（全国展開の小売チェーン
企業等）から公募されていたり、行政職員が任命
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されている例もある。
　TCMとは、一般的には中心市街地をショッピ
ングセンターのように、安全で清潔で安心して買
物や食事ができ、移動しやすくイベントの開催や
商業プロモーション活動がなされることをいい、
現在、英国においては500余り存在する。
　その運営主体や目的は決して一律ではなく、各
地方自治体や地域の事情や目的によって様々で、
行政が担っていたり民間が主になっている場合も
ある。活動についても同様で、環境管理や商業活
動、駐車場管理のみならず都市再生や就業訓練、
地域雇用まで幅が広い。
　一見、万能な運営手法と思えるTCMであるが、
実際に衰退しているTCMも全体の約17％（2006
年調査）を占めており、その成功するかどうかの
キーマンはタウンセンターマネージャーであり、
その人柄やマネジメントスキル、リーダーシップ
如何によって成功が左右されるといって過言では
ない。

プランニング・オフィサー

　プランニング・オフィサーとは自治体で都市計
画をプランニングしたり、計画に沿って建築許可
をする計画官である。
　英国では、都市計画の専門教育は大学において
タウンプランナーの学科がある。課程を修得後、

「王立都市計画協会（RTPI）」の公認プランナー
の資格を取得して、都市計画業務に携わることと
なる。英国全体で資格を有する人の７割が自治体
に勤めているとのことである。
　建築許可の判断に迷うときは、必ずコミッティ

（委員会）やパブリックエンワイアリー（公開審
問会）によって、住民や関係者の意見を聞いてか
ら判断をするとのことである。
　このように、英国における都市計画行政は、専
門機関の確立した制度によって、しっかりと支え
られているのである。

４．おわりに ～解決の糸口～
　冒頭、記述した３つのキーワードに共通するも
のは「ひと」であることは勿論である。
　加えてその根底にあるものは何か。「都市の使
い方、使われ方」の意識である。住民・事業主・
企業・行政みんなの中で共通のものになっている
のである。
　「コンパクトなまちづくり」をイメージした時、
私たちはまず道路や公園など「都市施設」や鉄道
やバスなどの「公共交通」を先に思い浮かべるの
ではないか。重要な部分には相違ない。では、「ど
こを中心にコンパクトなのか」と問われた場合、
即答できるであろうか。
　「持続可能な集約型の都市構造」の形成のため
には核が必要なのである。住民や地権者などの利
害関係調整など、様々な問題が山積する。しかし
ながら、まずはみんなで「私たちの市や町のシティ
センターはここ」という合意形成を積み上げるこ
とが先決の課題ではないのか。
　今回の英国の視察から見えてきた、解決の糸口
となる「必要となるひと」とは、「タウンセンター
マネージャーとプランニング・オフィサー」であ
る。都市づくりには、都市計画と産業経済の横断
的連携が必要不可欠なのである。
　我が国の行政組織でも、都市計画部局と産業経
済部局との統合や、横断的組織連携などによって、
位置づけが工夫できるのではないか。
　まちの将来を描くため、職員の任命が一番の近
道である。「都市経営官」など専門職として任命
できないか。任命ができなくても機能を作れない
か、そして、まちの中心をみんなで議論しよう。
　必要であるからこそ、まずは行政が先頭を切ら
ないといけないのである。これも英国で学んだこ
とである。

【参考文献等】
・海道清信　『イギリスの都市再生とコンパクトシ

ティ政策』　研修資料　2009年６月11日
・『国土交通省ＨＰ社会資本整備審議会議事録』
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みどりゆたかな未来へ
～グリーンベルト政策からの問いかけ～

泉大津市　関根　慎吾

１．はじめに
　今回の研修テーマである「コンパクトなまちづ
くり」を考える上で最も重要な施策の一つとして

「グリーンベルト政策」があげられる。グリーン
ベルト政策の主目的として大都市のスプロール化
防止、農地地区の開発抑制があげられる。グリー
ンベルト内では景観・自然環境の維持や農地等の
使用に限られており、宅地開発については原則、
禁止されている。グリーンベルトはロンドン等の
大都市周辺に設定されており、2003年時点では14
都市周辺で指定されている。面積も都市によって
様々で７百ha 〜 48万６千haであり、全体面積が
155万６千haで英国全土の約12％を占める面積で
ある。

あったり、開発区域単体での緑地確保、公園敷地
確保であったりと英国の規制が計画性、強制力の
ある内容とは異なり我が国のものは法令等を厳守
するためのものであることは否めない。
　いったい、このような壮大な政策が英国でどの
ように行われ、どのような効果を得ているのか。
また、我が国における今後の緑化規制、緑化計画
における方向性を考える上でどのような点を参考
にすべきなのかをポイントとし現地視察を行っ
た。

２．グリーンベルト政策の背景
　緑地政策の歴史をたどっていくと旧約聖書にた
どり着く。居住地周辺に緑地を設けるという内容
がその書の中に記載されている。その後、様々な
経緯を経て1938年にロンドン市議会、都議会にて
グリーンベルト法が制定された。その内容とは自
治体が地主から土地を買い取りロンドン郊外に緑
地帯を設けるために必要な地主への補償や利用制
限に法的規制を設けるものである。ロンドン以外
の都市については『計画政策方針（PPG ２）』に
おいて政策決定がなされており、指定されている
都市の周辺部に緑地を設けることで都市のスプ
ロール化を防止している。
　また、グリーンベルトは都市部周辺に設置され
ることから常に優良な開発地として検討されてお
り、時代の背景や政治政策の中でグリーンベルト
を保全すべきという考えや開発地として利用すべ
きであるという考えとで大きく意見が分かれてい
たようである。近年ではセント・オールバンズ市
が５千戸以上の住宅建築に反対し、最高裁にて勝
利したという事例がある。これは、ロンドンとセ
ント・オールバンズとの境界部であるグリーンベ
ルトを崩壊するといった理由から開発計画を変更
するように市が英国政府に対し訴訟をおこしてい
る。このように、過去から現在に至るまでも様々
な影響を受けている。

英国のグリーンベルト（BBCニュース　HPより）

　さて、我が国にも都市計画法、生産緑地法等で
緑化規制、緑化計画がなされているが一定の基準
を満たしておれば農地や緑地の宅地開発が可能で
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３．グリーンベルトの存在
　都市部から郊外へ高速道路を車で少し走ってい
くとそれまでの風景とは一変し、一面に広大な緑
地帯が広がっていく。これがグリーンベルト地帯
である。別図をみてもわかるように大都市周辺部
を大きく囲うようにドーナツ型に設置されてお
り、一種、独特な形状である。
　さて、グリーンベルトについては事前に様々な
文献により調査を行っていたが実際、英国に住む
人々はグリーンベルトの保全又は開発することに
ついてどのように考えているのか。今回、現地研
修の中でまちづくりに関連している担当者にグ
リーンベルトについて質問をしてみた。意外にも
グリーンベルトを開発することに賛成であるとい
う意見が聞かれた。保存を推進するという回答を
予想していたため、それを大きく裏切られた。た
だ、開発するには開発する区域と保存する区域の
バランスを保つ事が必要であり、グリーンベルト
を開発する前に工場跡地等のブラウンフィールド
の開発を先に進めるべきであるとの補足意見も聞
かれた。これらの事からも開発や保存といった方
向性もそうであるが、今後、グリーンベルトの必
要性や主旨等も大きく見直していく必要があり、
存在そのものについて大いに議論されると思われ
る。

　さて、我が国では、日々、農地や緑地が宅地開
発され、大切な「みどり」がアスファルトやコン
クリートに変わってしまっているのが現状であ
る。また、大規模開発地の緑地確保についても開
発区域ごとの緑地帯設置であるため、統一性や計
画性に欠けているように感じる。我が国の緑化規
制、緑化計画はどのような方向に進んでいくべき
なのだろうか。
　英国の事例を踏まえると緑化規制については必
要に応じて強い強制力が必要ではないだろうか。
都市計画上や防災上等の観点から必要不可欠な緑
地帯であれば無秩序に開発せず、地主への補償を
行ってでも保全すべきであると考える。また、緑
化計画についても開発区域ごとでは無く、都道府
県単位のもっと広範囲による計画が必要ではない
かと考える。それらを実行することで将来、本当
に必要な「みどり」を守る事が出来るのではない
だろうか。実現するには様々な観点での検討が必
要であり、クリアすべき課題は多いのも事実であ
るが未来のために我々が現在（いま）すべきであ
る。

　今回、英国で様々な担当者と接してきた。その
中で誰もが“自分のまち”“自分の仕事”に「信
念と誇り」を持ち、懸命にまちづくりに取り組ん
でいる姿勢に強く感銘を受けた。英国からは施策
面等で見習うべき点は多くあるが現地担当者の姿
勢を今後の業務に活かしていきたい。

【参考文献等】
・海道清信『コンパクトシティの計画とデザイン』

㈱学芸出版社　2007年
・経済産業省ホームページ　
　中井検裕『イギリスの中心市街地活性化』（http://

www.meti .go.jp/committee/downloadfi les/
g41021a50j.pdf）

・財団法人　自治体国際化協会ロンドン事務所ホー
ムページ（http://www.jlgc.org.uk/jp/jp_index/）

・BBCニュース　ホームページ（http://news.bbc.
co.uk/）

高速道路から見たグリーンベルト

４．おわりに
　英国のグリーンベルト政策は様々な影響を大き
く受けながらも結果として都市形成における役割
や自然保全の観点からも大きな成果を得ている。
だからといって我が国にグリーンベルト政策をそ
のまま運用することは非現実的な発想であろう。
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英国で見た地域資源の活かし方
～集客活用から風景コントロールまで～

寝屋川市　荒木　和美

１．はじめに
　英国では、ロンドン市など大都市圏だけでなく
地方都市において、各所でその都市景観の美しさ
に圧倒された。どのまちも雰囲気や高さ、構造が
似た建物が続いており、日本のまちに見られるよ
うな雑然さとは趣が異なっている。加えて、まち
づくりにおいて地域資源をうまく活用している事
例に多く出会った。
　行政による規制の強さと戦略はもちろんである
が、このようなまちなみをつくってきた住民一人
ひとりのなかに、強い意志が根付いているような
気がする。
　「コンパクトなまちづくり」においては、新し
いストックを生み出すことだけではなく、地域が
持つ資源を評価し活用することで都市環境の改善
につなげていくことが必要である。
　人口減少、都市間競争が言われており、各地域
において、「住んでみたい、行ってみたい、住み
続けたい」まちをめざして、まちのアイデンティ
ティの確保や、まちの活力の維持向上、魅力向上
に向けた取り組みが注目されている。
　本市においても、市のイメージアップをめざ
し、今年度にブランド戦略室を設置したところで
ある。英国訪問で視察した事例を整理し、地域資
源の活かし方を考察してみたい。

２．英国の事例：歴史的地域資源との融合

（1）バーミンガム
　バーミンガムは人口約100万人の、英国第２位
の市である。産業革命により工業都市として発展
してきたが、衰退。再開発を繰り返し、都市再生
を果たしている。
　ここの連鎖型再開発の軸になっているのが運河
である。この運河は産業遺跡であり、現在はその
用途はないが、モニュメントを設置するなど、そ
の歴史的意味を示すとともに、その両岸に新たな
アミューズメント施設を立地し、市民の憩いの場
となっている。また、その運河沿いに再開発を連

鎖させていく手法は興味深い。運河の両岸には散
策路、また、遊覧船が往復するなど、ソフト部分
の仕掛けもある。
　バーミンガムの事例は、都市部の潤い空間を創出
するとともに、連鎖型の再開発ともうまく融合して

運河に浮かぶ遊覧船

ジュエリークォーターのまちなみ

運河を活用した舟くだり

いて、運河という地域資源を多方面に活かしている。
　バーミンガムで特徴的なのは同じく産業団地で
あるジュエリークォーターの再生である。産業遺
産を活用した職業訓練施設の整備という機能再生
とともに、歴史的な建築物を活かしたまちなみ形
成がなされている。

（2）カンタベリー
　カンタベリーは人口約15万人のイギリス南東部
のまちである。英国国教会の総本山である、カン
タベリー大聖堂を中心に、巡礼地、観光地として
栄えている。
　カンタベリー大聖堂に続く道は、レストランと
おみやげもののショップという、日本の伊勢神宮
のおかげ横丁を思い出させる。
　まちなかに流れる運河は小さいものの、カンタ
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ベリーの歴史文化を語るガイド付きの舟くだりが
あり、歴史文化をうまく観光資源として取り入れ
ている。

３．英国の事例：歴史的地域資源との対比
　一方で、これまで見てきたようなまちづくり、空
間計画とは、まったく逆と思われる風景も目にした。
　ロンドン、バーミンガム、コベントリーで見た、
現代的なデザインの建築物である。
　特にロンドンでは、ロンドン市庁舎をはじめ、
そのようなビルの建築ラッシュの様相であった
し、コベントリーでも今後建築が予定されている
ビルは近未来的なデザインのものが主であった。
　歴史的な建築物と近未来的なデザインのビル、
これらが同じ風景の中に立地している様に、最初
は大きな違和感を感じた。
　この違和感について、バーミンガム、コベント
リーで市の都市計画担当者に質問をしたところ、
両市とも同じように「過去の上に今がある。歴史
的建造物の横に新しいものがあっても違和感はな
い。保全すべきもの保全し、新たな価値を付加し
ていくことが大事である」との見解を示されたの
が印象的だった。

卸しには、包括的な視点と時間軸を捉えた視点が
必要である。

（2）社会文化的な変化の把握
　今の社会では何が求められているのか、現代に
おいて生まれている文化や芸術は何か、という情
報を把握していくことが必要である。その中で、
地域としての問題意識や存在意義を見出せるので
はないか。

（3）地域ブランド構築の戦略
　地域の資源と、時代のトレンドを踏まえ、地域
ブランドを構築するためには、物語性やテーマ性
を確立することと、複合的なアプローチが必要で
ある。そのように構築された地域ブランドが、住
民や訪れる人たちによって認められ、その価値を
再発信されることで、ようやく地域に根付き、ま
ちへの愛着を育むものとなるのではないか。
　写真で示したバーミンガムの近代建築は「プチ
プチ」（梱包材の「プチプチ」から発想）と呼ば
れて親しまれているということだった。そこまで
になれば、違和感のある風景ではなく、住民に親
しまれる風景となるのだろう。

５．おわりに
　英国では、終身雇用制がなく定住意識が低いこ
とから、都市間競争が厳しいということを聞い
た。そのような状況の中、各地方自治体は知恵と
工夫により地域の特色を出すこと、また、地域の
求心力を高めるための愛着の醸成に非常に大きな
力を注いでいる。これは、すでに日本の各地域に
おいても認識され出している問題であるし、加え
て、人口減少や少子高齢化により、ますます重要
になってくることである。
　「コンパクトなまちづくり」の成否を左右する
のは、地域におけるアイデンティティの確立、つ
まり、地域資源を再発見し、評価し、活用する取
り組みを抜きには語れない。それは、すなわち、
地域への愛着と誇りをいかに醸成していくかとい
うことである。そのことは、住民自らがまちを守
ろうとする意識の醸成にほかならない。

【参考文献等】
・藤野陽三・野口貴文　編著　『アーバンストックの

持続再生』　技報堂出版　2007年
・電通 abic project　編　『地域ブランドマネジメン

ト』　有斐閣　2009年
・清水晶子　著　『ロンドン近未来都市デザイン』　

東京書籍　2007年

バーミンガムの大聖堂と近代建築

４．地域資源を活かしていくために
　それぞれの地域の個性や特徴を活かしたまちづ
くりの事例として、英国においては、古い建物や
歴史と調和をとる融和型の手法と、近未来的なビ
ル建築という対比型の手法を見ることができた。
　長い歴史のなかでだんだんと輝きや美しさを生
み出すまちなみ保全も、近未来的なビル建築とい
う、ある意味、挑戦的な取り組みも、ともにその
都市、地域の新たな魅力創出に寄与していた。
　以上の事例とともに、英国各市の担当者の方か
ら伺ったお話をもとに、地域資源を活かしていく
ために留意すべき点を上げてみる。

（1）地域資源の再発見
　地域には、自然風土や人々の暮らしに育まれた
その地域独特の文化や資源がある。また、さまざ
まな資源がつながりを持っている。地域資源の棚



自主研修報告

120

戦略的な地域のブランドづくり
～都市再生の成功都市に学ぶこと～

枚方市　　西倉　優子

１．はじめに
　都市再生に成功したさまざまな都市の視察を
行ってきたが、各都市に共通していたことはその
都市がどうありたいか明確なビジョンを有し、都
市再生に携わる人々が非常に熱い思いを持って取
組んでいることだった。そして、それぞれの都市
が都市間競争について強く意識し、戦略的にまち
づくりに取り組んでおり、その都市のポテンシャ
ルを最大に活用した特色ある街づくりを行ってい
た。
　近年、日本においても地方分権が進むなか、地
域の活性化を図り個性的なまちづくりの一環とし
て、地域ブランドの構築を目指す自治体が増加し
ている。この戦略的なブランド構築の先駆けと
なったのは、英国が1997年にブレア政権のもと

「クールブリタニカ」というキャッチフレーズで
積極的に国家ブランド戦略を展開してきたことで
ある。「英国はクールな国だ」、と観光やファッショ
ンなど多分野が連携し世界に英国を売り込み、低
迷していた経済の立て直しに成功した。現在では
国家ブランドから地域ブランドへとブランド化の
取り組みが拡大しており日本においても例外では
ない。
　まず、ブランドの具体的な定義とはどのような
ものだろうか。大阪府が作成した大阪ブランド戦
略検討委員会によると、ブランドとは「多数の人々
の支持を得て確立された優位性を持つイメージ」
であるとまとめられている。この「優位性を持つ」
という外から見ると憧れの対象であり内にとって
は誇れるものイメージを、さらに外部に発信し認

識されたものがブランドである。
　地域ブランドづくりについて、英国の事例を紹
介しながら今後の展望について検討する。

２．地域ブランドづくりの事例
　英国のブランドづくりには大きく２つの戦略が
ある。まず一つ目に、その地域の魅力を外部に発
信するという広報戦略である。二つ目として特定
の分野の産業振興を重点的に図り官民連携で育成
していくことである。
　視察先のバーミンガムでは、地域ブランドのひ
とつにファッションを選択し、広告を活用し地域
ブランドを人々に周知するという広報戦略を行っ
ていた。具体的にはバーミンガムは、「スタイル
バーミンガム」というキャッチフレーズで新たな
地域ブランドを構築した。これは人々がもつバー
ミンガムのイメージがおしゃれなものから遠ざ
かっているということから、その改善のために取
り組んだものである。

スタイルバーミンガムの広告

　この取り組みはバーミンガムのBIDが主体と
なっており、その他にも街なかで行うファッショ
ンショーなどのイベントが行われていた。
　地域ブランドの特性としては、希少価値があり
簡単に真似ができないものという考えがあるが、
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このバーミンガムの事例ではそれを払拭したもの
となっている。バーミンガムが地域ブランドのひ
とつにファッションを取り上げた根拠は、大型の
ショッピング施設の建設等によるものだと考えら
れるが、それ自体に希少価値があるものでも模倣
が難しいものでもない。しかしバーミンガムはい
ち早く、数ある産業ストックの中からファッショ
ンを選定し、周辺地域に対して発信し強くアピー
ルした。このブランドづくりの成功要因としては、
比較的優位であることを見出し近隣都市よりも速
く重点的に取り組んだことだと考えられる。

３．日本の地域ブランドづくりの課題
　我が国の地域ブランド化における課題は次の２
点であると考える。まず一つ目として発信力の弱
さである。地域ブランド化に向けて積極的にイ
メージづくりは行っているが、他府県や他市町村
への発信力は十分ではなく内部的なものにとど
まっている感が強い。現在でも、いくつかの都道
府県では、この数年間で積極的なプレスリリース
を行うことで人々の注目を集め、広報戦略として
は非常に成功しているところもあるが、発信力の
地域格差は非常に大きい。バーミンガムの事例は、
このブランド認知推進の有効手段のひとつである
プレスリリースの良い例である。外部への発信力
を高めるためには話題性を喚起する必要があり、
そのイメージを確立してブランド化するためのス
ピードが重要である。
　二つ目として文化と産業との連携である。地域
ブランドづくりの目的は、地域の活性化を図り
人々を呼びこむことである。地域ブランドの重要
なキーワードとして文化と産業が挙げられるが、
従来ではなかなかつながらなかった両者につい
て、文化を産業化することで投資を呼び込む仕掛
けをつくるという視点が重要である。大切な地域
資源のひとつである文化はこれまでの競争原理に
当てはまらなかったが、産業と連携した地域ブラ
ンド化を図るためには、戦略性を持ち競争原理を
入れていくことが大切である。

　これらの地域ブランドを推進し管理していくた
めには、異なる立場で活躍する各々の主体が「自
治体ブランド戦略による地域振興」という共通の
目的のもと、情報交換を行い積極的な連携を図る
ことが重要である。
　

４．おわりに
　地域ブランドを活用して魅力あるまちをつくる
ためには、我が街の魅力について行政と住民が共
通認識を持ち、一体となって地域に根付かせるよ
う取り組まなければならない。ブランドは自然に
作られるものではなく、構築していくものであり、
その魅力を地域の中だけではなく、外に発信して
初めてブランドに成り得るのである。都市間競争
がうたわれるなか、地域バランスをとることも大
切だが戦略性をもったプロモーションがこれから
の自治体には必要である。
　明確な将来ビジョンをなくして自治体ブランド
戦略は成立しない。そして、そのブランド戦略は
共通の目標を持った人々が主体となり行動するこ
とで初めて活かされるものである。地域ブランド
を成功に導くための要因は「ひと」・「文化」・「産
業」の３つに尽きるだろう。
　当市においても、「住みたい、住み続けたい」
魅力あるまちを目指して、枚方ブランドの構築を
より一層推進し、現在行っている広報誌やHPで
の情報発信を維持・強化する必要がある。行政職
員として、この海外研修で学んだことを積極的に
今後の業務に活かしていきたいと考える。

【参考文献等】
・富士通総研『地域ブランド関連施策の現状と課題

−都道府県・政令指定都市の取り組み−』
　2006年1月
・橋爪紳也『集客都市と魅力あるまちづくり−自治

体の地域ブランド戦略化に向けて−』
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中心市街地活性化と
TCMの役割
柏原市　平田　有児

１．はじめに
　中心市街地の活性化の有力な手法であるTCM
が英国において広がっていったのは、1980年代の
初頭からである。TCMを提唱したのは、マーク
ス＆スペンサー（全国展開しているスーパーマー
ケット）やブーツ（全国展開しているドラックス
トア）といった大手小売業である。政府や自治体
などの公的機関ではなく、民間である大手小売業
が中心市街地の活性化のためにTCMを提唱して
いったのはなぜか。それは、1980年代には、近づ
くことが危険とさえ言われていた中心市街地で、
フランチャイズ店舗を展開していたマークス＆ス
ペンサーやブーツにとっては、中心市街地を活性
化させ、中心市街地に人を集めることが、彼らの
事業の発展・向上につながるためであった。では、
どのような取り組みを行い、中心市街地の活性化
を図っていったのか考察してみたい。

２．具体的な取り組み内容
　中心市街地を活性化するためには、人に集まっ
てもらえる環境づくりが重要である。英国では、
定住の概念があまりないため、魅力がない街であ
ると思ったら、違う街に移住してしまう。魅力あ
る街と認識してもらい、人々に定住してもらうた
めにTCMが取り組んだ大きな施策が、街の美化、
防犯面の強化、街の歩きやすさ向上の３点である。
　まず、街の美化についてである。多くのTCM
では、清掃用の特殊な機械を導入し、街の美化を
保っている。夜には高圧洗浄機による街路の清掃
を行っているのを見かけることがあった。また、

花で装飾したオブジェを街角に展示し、街の魅力
を向上させようという、ブリテン・イン・ブルー
ムという取り組みも、国を挙げて実施している。

　　バーミンガムのまちのなかに展示されていた花で
　　装飾されたオブジェ

　　 　種別
年　　　 犯罪全般 暴行 車上荒

らし等 万引き

2004 5,118 1,220 264 872

2005 5,070 1,351 173 852

2006 4,473 1,222 331 782

2007 3,613 1,140 145 727

2008 3,402 1,036 165 702

表１　コベントリー市中心市街地における犯罪発生件数
（CV ONE 社資料より抜粋）　　　　　　　

　次に、防犯面の強化に対する取り組みについて
である。英国の中心市街地の最も深刻な問題が安
全と警備の問題であった。その対策として取り組
んでいるのが、街の至る所に防犯カメラ（CCTV）
を設置していることである。今回訪問した都市で
も、様々なところで設置されているのを見ること
ができた。それらの都市の中のひとつ、コベント
リー市では、犯罪発生率が改善されていることが、
統計から確認することができる。（表１）

　最後に、歩きやすい環境づくりについてであ
る。英国は日本以上に車社会であると言われてい
る。日本では車社会になればなるほど、車道の整
備に力を入れている。しかし、英国では、中心市
街地で人が歩きやすい環境を作り出すため、車の
進入できる範囲を規制し、車道と歩道の区分を
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行っており、車優先から人優先に転換してきてい
る。例えば、コベントリー市の街中にあるコベン
トリー大学とコベントリー大聖堂の間にある広場
は、数年前まで車が多く行き交う車道であったが、
現在は車止めのポールを設置しており、観光バス
以外は入れない広場となっており、歩行者にとっ
て歩きやすい環境を整えている。しかし、車を規
制するだけの施策だけではない。ショッピングセ
ンター周辺には大型の駐車場を整備することによ
り、車でも中心市街地にアクセスできるようにし
ており、歩行者と共存できる対策も行っている。
その他にも、自転車専用道路の整備や、路線バス
優先道の設置、パークアンドライド等を積極的に
導入している。
　また、中心市街地にあるショッピングセンター
の多くでは、車いすや電動スクーターを貸し出す
ショップモビリティを実施しており、障害者や高
齢者にとっても街に出やすい環境を整えている。

３．TCMを継続するために
　以上のように、英国では中心市街地を活性化さ
せ、街の魅力を高めるため、人が集まりやすい環
境を整えることに力を注いでいるが、TCMに求
められる役割は、その都市の形態や状況により
様々である。そのようなTCMで中心的な役割を
担っているのが、タウン・センター・マネージャー
である。英国のタウン・センター・マネージャー
は、日本の都市計画担当職員のように、自治体職
員が担当するのではなく、公募により選任される。
クロウリー市のタウン・センター・マネージャー
は、現在の職に就く前にはマークス＆スペンサー
でマーケティングの仕事をしていたそうである。
　中心市街地を活性化し、よりよいまちづくりを
するためには、ハード面の計画だけでなく、街を
どのようにしていくのか、住民や商店主等と一緒
に計画を立てる必要がある。それらの要望や目指
す街は様々であることから、タウン・センター・
マネージャーに求められる能力は、自治体や商店
主、金融機関などの関係機関との調整等を行う交

渉力であるのではなかろうか。
　また、TCMと行政との係わり方も注目すべき
点である。TCMに業務を委託するだけでなく、
財政的なバックアップはもちろんのこと、組織運
営にも係わっており、両者でまちづくりをしてい
こうという強い意思が感じられた。
　今回の視察において、まちづくりの成功の鍵と
感じたのは、タウン・センター・マネージャーを
はじめ、まちづくりに関係する人のリーダーシッ
プである。コベントリー市のTCM担当者の「TCM
が成功したのは、行政側にもTCM 側にも優秀な
リーダーが出てきたからだ。」という言葉が印象
的であった。

４．終わりに
　街を活性化させよりよい街を作っていくために
は、タウン・センター・マネージャーのような行
政と民間の橋渡し的な存在が必要であるのではな
いだろうか。日本においても、彼らのような役割
を果たす人材の育成が急務であり、また、TCM
と行政との係わり方を明確にし、TCMの役割を
確立するといった、TCMを活かすことができる
仕組みづくりも重要であると感じられた。

【参考文献】
・横森豊雄著『英国の中心市街地活性化』同文舘
　出版株式会社　2001年
・大橋竜太著『英国の建築保存と都市再生』鹿島出

版会　2007年
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英国の福祉
～新たな視点を探る～

守口市　　杉　本　智　子

１．はじめに
　研修初日、バーミンガムの歩行空間で英国王
立 盲 人 協 会（Royal National Institute for the 
Blind：RNIB）が設置した音声ガイドを見た。通
訳のチューター・キミエ氏から、RNIBは視覚障
がい者が自立して生活できるようあらゆる支援を
している団体であること、また、英国には数多く
チャリティ団体がありチャリティで助けられた自
身の体験も聞いた。その言葉は力強く自信に溢れ、
英国人の誇り、財産のようなチャリティの存在は
羨ましく大変感銘を受けた。

た。ハードの不十分さをソフト（人）で補う発想
は、昨年のデンマークにおける海外研修での関本
氏（高槻市）の報告でも見られ、ここに福祉先進
国にある思想・価値観の共通性を感じ、断片的で
はあるが英国の福祉を考察することで、福祉に携
わる者として新たな視点を探っていきたい。

２．障がい者を支えるもの
（1）社会

　視覚障がいの当事者として英国で取材を行った
鈴木が『白い杖、いきいきと街へ』（2001）の中
で次のように述べている。英国の社会について、
単独歩行を学び自由に歩けなければ自立した障が
い者として認められず就職もできない「厳しさ」
と、行政制度にガイドヘルプがなくても白杖を
持って外出すれば気軽に声をかけてくれる人が多
くなんとか歩行できる「温かさ」がある。また、
あんま、鍼灸等にとどまらず職業選択の自由があ
るが、賃金はあくまでも能力主義のため、不足分
は支援団体が補っている。

（2）福祉サービス

　英国では、我が国における利用者主体の考えを
表現した「措置から契約へ」を超える「パーソナ
ル・アシスタンス」が存在する。見知らぬ介助者
によるケア提供への抵抗から、自ら求人・雇用し
て必要な介助等を指示する関係こそ、利用者主導
の考え方を明確にする「自立生活」を実現する形
態を突き詰め、生まれた。
　ニーズについてのアセスメント（査定）は、我
が国の市町村福祉事務所に近い自治体の社会サー
ビス部で「ニーズ主導」で実施される。「パーソ
ナル・アシスタント」（被雇用者）の雇用経費を
調達するために、コミュニティケア（ダイレクト・
ペイメント）法が現金給付の権限を持たせた。障
がい者は「パーソナル・アシスタント」を雇う上
で自らのニーズは何かを明確に知ることが前提条
件となり、また「パーソナル・アシスタント」を
いかに管理し、訓練・教育することも必要となる。

石畳の道路と狭い歩道（コベントリーにて）

　その一方、まちを歩くと段差が多い道や狭い歩
道があり、点字ブロックは公共施設でも少なく、
駅や道路にあるものも色が同化して見づらい、歩
行者信号は音声案内がなく短時間で変わるなどの
バリアが確認され、福祉先進国と思っていただけ
に驚いた。しかし、チューター氏にバリアについ
てたずねても「体が不自由な人が困っていたら、
手助けしますから。」と返され、問題にされなかっ
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そこには、自由と責任が存在している。

３．福祉を支えるもの
（1）福祉システム

　『ヨーロッパの福祉ミックスと非営利・協同組
織』で紹介されたラルフ・クレイマーらによる国
際比較研究「ヨーロッパ四カ国の民営化」（1993）
によると、英国はもっとも早く福祉国家を成立さ
せ、80年代以降、急速に公的供給から民間への供
給へ転換させた「公的供給代替」タイプとされて
いる。公的供給から民間への供給への移行には、

「競争入札」による「委託契約」によってすすめ
られており、これまでの助成金や補助金による政
府との「補助金依存」から「契約主義」に変化し
ている。経済状況が厳しい中、我が国にとっても
魅力的な方法の１つになるのではないか。

（2）ボランティア活動

　今日にいうボランティア活動の先駆的な国は、
英国である。1560年代後半からボランティア団体
は近代化が進み、1970年代まで福祉国家として国
家が供給する基本的な公的サービスとニーズとの
ギャップからボランティア組織が生まれ補完する
ものとして発展している。
　ボランティア組織の法的位置は、イングラン
ド、ウェールズの限定だが「チャリティ法」（The 
Charity Act 1993）に基づいている。チャリティ
登録制度が確立しており、1995年政府は登録した
ボランティアやNPOに対し、税制上の特典を与
えるなど、支援策を提示している。
　視察先ではいたるところにチャリティが溢れて
いた。アート関係の団体が空き店舗に活力を与え
るデザインをする新人デザイナーに資金を与えた
り、建設関係の団体が電気工事の技術を教える職
業訓練所に資金を提供する等、個人主義ではある
が、共に支えあう連帯感を感じた。

４．おわりに
　『福祉文化論』（1999）の中で河畠はヨーロッパ

的価値観に①「個」の確立、②若い時代から培わ
れた「個人主義」を挙げている。これらが価値観
として備わっているからこそ、自分のニーズを捉
えてそれを満たしてくれる介助者を育てる「パー
ソナル・アシスタンス」があり、チャリティ精神
や自己実現を追求する志のもとボランティア活動
も発展しているのだろう。
　研修のテーマはまちづくりだったが、自主研修
で「パーソナル・アシスタンス」を知り、本当の
利用者本位とは何かを考えさせられた。援助者が
利用者のニーズを把握し、どのようなサービスで
生活が豊かになるのか考え働きかけることを「援
助」だと信じていたが、結果的に利用者の主体性
や能力をそいでいたのではないかと反省させられ
た。今後は本当の意味で利用者への援助になって
いるのか常に自問自答し、必要性を再認識した「エ
ンパワメント」の視点を業務で生かしていきたい。
　また、ハードの不十分さをソフトで補う方法が
我が国でも一般的になれば、住みよい社会になる
が、誰かに助けてもらうことを「迷惑かける」と
考えてしまう国民性もあり容易ではない。援助者・
利用者ともに幸せに感じられるにはどうすればよ
いか、自分はどう変わるべきなのかこれからの課
題がみつかった。

【参考文献等】
・鈴木健夫『白い杖、いきいきと街へ』明石書店　

2001年
・小川喜道『障害者の自立支援とパーソナル・アシ

スタンス、ダイレクト・ペイメント−英国障害福
祉の変革』明石書店　2005年

・川口清史『ヨーロッパの福祉ミックスと非営利・
協同組織』大月書店　1999年

・川村匡由編『シリーズ・21世紀の社会福祉⑪ボラ
ンティア論』ミネルヴァ書房　2006年

・一番ヶ瀬康子他編『福祉文化論』有斐閣　1997年
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景観デザインとまちづくり
～魅力的なまち空間形成～

富田林市　高橋京司

１．はじめに
　英国やヨーロッパ諸国と日本のまち並みを比べ
た場合、大きな違いとして挙げられるのは建物の
統一感である。英国では新しい建物を造ったり、
既存の建物を改築したり、土地や建物の用途に大
きな変更を加えたり、周囲の環境に影響を与える
場合は、プランニングの対象となり利害関係者や
行政の許可が必要になってくる。これには、公共
空間を囲っている建物の表面は公共のものという
考え方があり、建物が都市形態を形作るといった
意識が強いからである。しかし、日本の都市計画
では建物の形態や高さの規制、屋外広告物の規制
などが緩く、建築基準法などに定める一定の基準
を満たせば自由にデザインした建物が建築でき、
地域に馴染まないような建物ができてしまう。
そこで、今回訪問した英国のまち並みがどのよう
な景観を形成しているのか考察してみた。

２．英国の美しい景観
　まちの景観形成イメージを構成する建築物の要
素には次のようなことが挙げられる。
●建築物の形態・色彩・材料など
　屋根の勾配や窓の形式を揃え色彩の調和を図る。
●スカイライン
　軒高規制や高さ規制などの設定により、長期的

にスカイラインを整える。
●屋外広告塔・看板類
　設置位置やデザインに配慮し、下地の色彩は建

築物本体と同色とする。
　ヨーロッパでは建物で囲まれた空間が通りであ

り、建物の表面によって市街地の外部空間が形成
されている。建物は連担しており、通りと建物が
一体となった町である。古くから自然に出来上
がってきた町では、街路が直線的に通り抜けてし
まわず、町の中でカーブしたり、折れ曲がったり、
Ｔ字路になったりすることによって視覚的に適度
に閉じられることにより心落ち着く空間がつくら
れる。我が国では寺内町などが、建物により通り
を形成している例である。

統一感のあるカンタベリーの家並み

視覚的に閉じたコベントリーの通り

　また、景観には感覚的に重要な要素がある。
●歴史的な時間がもたらした良さ、季節の変化な

どの時間
●緑や水、動物などが与えてくれる自然
●空間構成や色彩などの人間のデザイン力
ヨーロッパのような調和のとれたまち並みは、昔
からその形のまま残っているのではなく、長い年
月をかけて住民一人ひとりが、先人たちの残して
くれた歴史的景観を保全するという意識の積み重
ねが生んだものである。英国では、建物を建替え
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る際には建替え前の古い建物の雰囲気を残したま
ま建替えられる。また、それぞれのまちの特徴を
活かした建築資材を使用し、古い建物に合わせて
新しい建物を造っていくうちに、まち並みに調和
が生まれ連続性が出てくる。

に、居住空間、都市空間、地域景観の乏しさ、不
安定さがある。日本のそれぞれのまちの歴史や、
地域的な特性、文化の蓄積や奥深さは、英国と比
べても十分に豊かである。日本のまちが持ってい
る歴史的文化的な価値を再認識して、保全継承、
再発展しプロモーションすることが求められてい
る。グローバル化するほど、我が国の文化が薄まる
ことへの危機感を強く持ち、民族性を大事に意識し、
我が国独自の景観を形成しなければならない。

４．おわりに
　歴史的なイメージは、地域空間や建築・土木的
な建造物群そのものと、それと結びついて想起さ
れる暮らし、経済活動、文化、自然環境などによっ
て形成される。まちの記憶、地域の歴史・文化を
活かしたまちづくりによって、住民の地元への理
解が深まり、我が町意識・定住化意識を高める。
また、うまくデザインされた空間によって、住み
やすく居住満足度を高め、環境にも適合した地域
空間を実現できる。さらに、住民参加のまちづく
りの良い機会となり、人々を惹きつける魅力的な
まちになれば、賑わいをもたらし自信を取り戻す
ことができる。そして、地域の景観をよりよいも
のにすることで、地域の資産価値を高めることに
もつながる。
　なお、景観形成の主体はあくまでもその地域の
住民であり、利害関係者等の理解と協力がなくし
て景観づくりは出来ないので府・市・地元住民と
の意見交換が必要である。市民参加によって専門
家の優れた能力も活かされた計画的で民主的なシ
ステムで持続することが出来る。
｢良好な景観は、国民共有の文化的資産である。｣

【引用文献・参考文献】
・海道清信『コンパクトシティの計画とデザイン』

学芸出版社　2007年　
・井上裕『ヨーロッパ集落の景観デザインエレメン

ト』グラフィック社　1995年　
・鳴海邦碩『景観からのまちづくり』学芸出版社　

1988年

ミレニアムブリッジとセント・ポール大聖堂

　例外的に、歴史的建造物と一様でない近代建築
物が調和している所があり英国のデザイン力には
感嘆する。さらに、夜間景観を形成するライトアッ
プ技術にも学ぶべき点がある。

３．日本の景観
　木造家屋が密集した市街地が我が国独自のコ
ミュニティ空間である。しかし、都市形態学があ
まり重視されなかった日本では、居住空間として
も防災的にも低質・危険で、改造・再編すべき対
象とされてきた。よって、伝統的な町空間や建物、
歴史的眺望（ビスタライン）が数多く破壊され、
近代化してきた。古い建物ほど価値があり、そこ
に住みたいと願う英国人と新しい物好きの日本人
とでは非常に対照的である。
　そして、高度経済成長期に利益優先で近代にお
ける変化が早すぎた結果、まちには電柱が林立し、
電線が張り巡らされ、看板が無秩序に並び、魅力
的な景観を奪ってしまった。また、地域性や風土
性を無視し、建物の外観デザインや素材をそのま
ま欧米風にするのは地形や気候、風土によって建
物の見え方が異なるので、異質な存在となりまち
並みに違和感を与えてしまう。
　経済的には世界最高基準に到達しながら、我が
国の多くの人々が幸福感をもてない理由の一つ
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（1）　海外研修の意義
　筆者の個人的な経験から。1975年から20年間、

地域振興整備公団（地方都市におけるニュータウ

ンや工業団地開発、産炭地振興が目的）に勤務し

ていた。この間、仕事で公団から派遣されて海外

出張したのは一度だけだったが、そのときの強い

印象は今でも思い出される。大学に勤務してから

は毎年１～３回、海外調査に出かけるようになり、

2002年度は１年間イギリスに留学した。大学にお

ける海外出張は、いわば本来業務の一部といえる

が、自治体職員が海外研修で学ぶことの意味や意

義はなんだろうか。

　自治体職員の基本的な仕事は、当該自治体住民

の生活の安定と向上にある。そこでの問題の解決

の方向は真摯な取り組みと現実の中から多く見つ

かるだろう。しかし、今とは違う考え方や方法が

あるのではないかと考えたときには、他の地域で

の事例が参考になる。改善策のヒントは、国内で

の優良事例がまず手がかりとなるが、我が国とは

異なる経済社会、歴史文化条件の海外では、基本

的に違う取り組みで大きな成果を上げているかも

しれない。海外の先進事例を学ぶ意味は、現在取

り組んでいる仕事を改善するヒントを学ぶこと、

つまり「海外から学ぶ」という経験学習にある。

　もうひとつの意義は、「海外で学ぶ」という体

験学習にある。文献やテレビ番組などでの学習と

は違い、海外に身を置いて非日常的な時間を異国

で過ごすことに意味がある。異なる環境と時間の

中で行動して、五感を通して刺激を受けて、新た

な発想や思いを得ることができる。飛行機に乗る

ところから始まって、ホテルでの宿泊、交通機関

での移動、訪問先でのインタビュー、食事、まち

なみや自然など、すべてが常日頃と異なる状況で、

しかもグループでの行動や議論で共感したり、異

なる意見を知ったりする。さらに、体験学習では、

生身の人間性と町や地域という生きた現場から、

大きな刺激を受けることができる。

　経験学習と体験学習に共通していることは、日

常的に進めている仕事を外部の視点から見つめ直

す重要さである。社会的、歴史文化的な背景が違っ

ていても、同じ時代に生きているという根源的な

共通性がある。ただし、海外事例を無批判に礼賛

する「他人の芝生」や、そのまま取り入れようと

する「人のふり見て我がふり直す」ことは、一般

に適切ではない。経験や体験も深く理解するため

には、丁寧な事前事後の学習が欠かせない。

（2）都市計画と都市再生
1）　都市計画

　我が国の都市計画制度の基本は、市街化区域と

調整区域の区分、用途地域と建ぺい率、容積率な

どに基づく規制である。こうした集団規定と建築

基準法による単体規制をクリアすれば、建築、開

発行為を行える。開発権、建築権が幅広く認めら

れているため、我が国では「都市計画は権利を制

限する」制度として理解されている。しかし、欧

「イギリスの都市再生を学ぶ」

名城大学　都市情報学部
教授　海　道　清　信　氏

※資料の無断使用・転載を禁じます。
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米の都市計画制度は「都市計画によって開発や建

築を認める」という性格がある。都市総合計画に

おいて、都市計画は経済計画と並び大きな位置を

占めている。

　もう一つの特徴は都市計画事業である。我が国

の都市計画事業は、道路事業であれ土地区画整理

事業であれ、都市のインフラを整備して上物であ

る建築行為を幅広く支える役割を与えられてい

る。我が国では土地と建物が分離されて整備、評

価される。上物の建築がなくても土地開発が認め

られ、土地価格は将来の収益期待価格や見込み価

格によって評価され、土地（宅地）のみで売買さ

れる。しかし、欧米では建築のない宅地のみの開

発は原則としてありえない。土地と建物が一体と

なって開発され、評価される。

　さらに、我が国の都市は更新のスピードがきわ

めて速い。多くの都市空間は個別の敷地単位で開

発、建設、取り壊し、再建築が繰り返される。都

市内のどこでも開発してもいいように用途地域制

や都市計画事業で対応しているともいえる。しか

し、欧米の都市空間は、いったん開発された市街

地は安定して変化はあまりない。欧米の都市計画

は、どこをどのように開発するのかを決定する役

割を与えられている。

2）都市再生

都市は生物体のアナロジーとして考えることがで

きる。ひとつは都市も生物と同じように誕生、成

長、成熟、衰退さらには死といった変化をするこ

と、第2は都市を構成するさまざまな要素が強い

関連性をもった統一体として活動していることで

ある。都市空間はそこで営まれる都市活動のうつ

わである。都市空間はある時期にある目的を持っ

て形成され、時間の経過と共に、目的や内容物は

変化発展していく。機能や役割の変化に物理的な

都市空間が即応することは困難で、空間変化と空

間要求との間に時間的なずれが生じる。

　都市再生（urban regeneration）は、社会経済

が求める都市空間へと保全、修復、再開発といっ

た手法で、既存の都市空間を更新させることを

意味する。また、部分的で非計画的な個別更新

rebuiltも一般的には都市再生とは呼ばない。都市

再生は、明確な目的を持ったビジョン（vision）

と計画（plan）に基づいて取り組まれる事業

（projects）のことを指す。行政や民間がその敷

地の範囲を超えて、周辺や都市に対して開発効果

を発揮することをねらいとして進められる都市開

発を、都市再生と呼ぶ。都市再生の目的は、社会

経済的また環境的に持続可能な都市空間に整える

ことである。すなわち、「都市再生とは、衰退し

た都市空間を対象にして、政策に基づいてビジョ

ン、計画を立案し、行政、コミュニティ、企業な

どが共同して、保全、修復、開発を進めることに

よって、地域社会が持続的に発展できる条件を整

える事業」である。

（3）英国の都市再生の20世紀
　英国は世界で初めて産業革命で発展した国であ

る。英国の人口は1801年から1901年の間に、1055

万人から3700万人に、同じく都市人口は274万人

から2893万人に急増した。多くの工業大都市が誕

生した。中世に建設された市街地に隣接して、運

河が、次いで鉄道が整備され、工場や倉庫が建設

されその周辺に労働者のための住宅が大量に建設

された。拡大発展する工業都市が生み出した古典

的都市問題－劣悪な住居・スラム、病気、大気汚

染、犯罪などに対処するために住宅政策や都市計

画が英国で生まれた。

　英国の人口は1901年から39年までに、さらに

500万人増加した。公共交通を利用した郊外開発

が進められ、E.ハワードの田園都市思想の普及と

も相まって、都市は平面的に拡大した。20世紀後

半には自動車の急速な普及が、平面的な都市拡大

を推し進めた。20世紀はこうした英国型の都市化、

工業化が世界に広がった世紀ともいえる。その後、

英国は世界的な競争の中で徐々に衰退し、都市内

の多くの工業用地は空き地となり、都心部は空洞
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化した。高度の福祉政策と企業の国有化とが結び

つけられて、1960年代には国家の衰退は「英国病」

と呼ばれるまでになった。英国病の克服は、保守

党のサッチャー政権・メージャー政権、労働党の

ブレア政権へと引き継がれ、2001年には「英国病

克服宣言」が出された。

　この間、戦後英国の都市開発は、都市周辺での

グリーンベルトの設置とニュータウン開発の時代

から、インナーシティ改良の取り組みへと展開さ

れて、1990年代からは都心再生とコミュニティ改

善が中心的なテーマとなっていった。都市政策は

時代と共に変化発展する。戦後の英国の都市再生

の流れを概観しよう。

　戦災復興、スラムクリアランス、高層建物によ

る大量の公営住宅建設がテーマとなった50年代は

再建の時代。民間セクターの役割が次第に大きく

なり、ニュータウン建設と連動してスラムクリ

アランスが進められた60年代は再活性化の時代。

ニュータウン政策が中止されインナーシティ政策

に重点が移った70年代は更新の時代。全国的にい

わゆる逆都市化（都市からの脱出）が強まった。

大量に建設が進められた高層公営住宅は非人間的

なスケールとデザインで人気がなくなり、貧困層

が沈殿居住する問題住宅となっていった。

　サッチャリズムによる再開発、衰退地域の振興、

中央主導がテーマとなった80年代。社会民主主義

的な戦後のコンセンサス（福祉国家の建設）を変

えて、公共の役割を小さくして、自由主義市場を

実現しようとした。大規模ショッピング施設など

の郊外立地を促進し、政府直轄開発公社方式で旧

工業都市の産業跡地の再開発事業が進められた。

　90年代は再生の時代である。欧州連合（EU）

との協調を意識したメージャー首相によって、市

場・開発指向のサッチャー路線が修正された。田

園保全指向の世論を背景に、「持続可能な開発一

英国戦略」（1993）を政府が決定した。自治体

からの応募による競争的補助金を使ったパート

ナーシップ組織による実施が主流となった。サッ

チャーよりもサッチャー的といわれたブレア首相

率いる労働党政権が1997年に登場した。都心部の

再開発などの経済政策、人口が減少したインナー

シティの再開発、失業者の再教育などの雇用対策

などが進められた。ロンドンを含む南東部地方で

は、新規住宅需要への対応と成長拠点の形成など

をねらいとして、積極的な開発戦略を進めている。

　2000年代は活性化の時代である。ヨーロッパ全

体と同じく持続可能な発展戦略が中心に据えら

れ、経済、社会、環境のバランスを考慮した開発

政策が進められている。90年代から始められた都

心再開発事業が具体的な姿を現して、多くの工業

都市は建設投資が集中してブームシティとなって

いる。貧困な居住地再生は、政府の社会的排除

（ソーシアル・イクスクルージョン）対策委員会

を中心に、サステナブルコミュニティ政策など多

様な取り組みがすすめられている。さらに、2000

年代後半からは、地球環境問題への対応から低炭

素社会の実現（CO2の削減、循環型エネルギーの

導入、環境共生型デザインなど）に向けた取り組

みが重視されつつある。

　1970年代まで英国では大都市からの人口流出が

大きな問題であった。しかし、産業構造の転換や

都市再生政策の成功などにより、90年代以降都市

に人々が戻る再都市化傾向が顕著になってきた

（表１）。コンパクトシティ政策により、新規住宅

開発も郊外での新規開発は大幅に少なくなり、い

わゆるブラウンフィールドとよばれる既成市街地

内宅地での供給が増加したことも、人口の都市回

帰を促進している（図１）。いつの時代でもどの

地域でも理想的な都市が安定して継続することは

きわめて難しい。しかし、適切な政策を実行して

いけば都市は望ましい方向に変わることを、この

図表は示している。
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（4）近年の英国の都市政策
　我が国では昨年初めて本格的な政権交代を経験

した。一方、戦後の英国はたびたび保守党と労働

党の政権交代があり、都市計画分野でも大きな政

策変更が行われてきた。97年に政権を獲得した労

働党ブレア政権は、計画制度の基本的な改革を目

指した。「計画・強制収用法」を2004年５月に成

立させ、計画システムの戦略化・簡素化、手続き

のスピードアップをめざして、政府の計画方針

ステートメント（PPS）、地方空間戦略（RSS）、

自治体レベルでのローカル開発フレーム（LDF）

という計画主導（プランレッド）システム、中心

的な政策・開発提案・明確な地図などの計画パッ

ケージ、計画策定期間や計画許可までの手続き期

間短縮、担当職員の待遇改善、計画実行モニタリ

ングなどが導入された。こうした政府の計画改革

によって、基礎自治体はこれまでの受け身的な開

発許可行政ではなく、積極的に（プロアクティブ

に）開発を進めることが期待されている。

　1997年以降の英国の都市政策の流れをまとめた

（表２）。そこでは、①アーバンデザイン重視、②

計画の柔軟性と積極性指向、③社会的排除の克服、

住民参加、アフォーダブル住宅などの弱者対応、

④コミュニティと住宅政策の重視、⑤パートナー

シップによる推進、⑥政策レビューに基づく政策

変更などの特徴が見られる。

　英国では、中央政府の役割は自治体に対して基

本的な政策の枠組みと方向を与えることが重視さ

れ、おびただしい報告書や指針が示されている。

この面では我が国よりも中央主導が明確である。

我が国は、依然として巨額の補助事業で中央と地

方が結びつけられているが、英国とは違い、条例

などによる独自の取り組みはより進んでいるとい

える。英国自治体は、事業実施に当たっては従来

にもまして、住民参加と企業などとのパートナー

シップによる推進が重要となっている。我が国で

は住民参加が進められ、NPOの役割が大きくなっ

てきているが、まだ行政主導によるまちづくり、

都市計画の色合いが強い。

都市／期間 1901年－51 1951－61 1961－71 1971－81 1981－91 1991－01
バーミンガム +49.1 +1.9 －7.2 －8.3 －5.6 +0.7
グラスゴー +24.9 －2.9 －13.8 －22.0 －14.9 －4.7

リーズ +19.3 +2.9 +3.6 －4.6 －3.8 +5.1
リバプール +10.9 －5.5 －18.2 －16.4 －10.4 －2.8
ロンドン +25.9 －2.2 －6.8 －9.9 －4.5 +10.5

マンチェスター +8.3 －5.9 －17.9 －17.5 －8.8 －2.1
ニューカッスル +26.1 －2.3 －9.9 －9.9 －5.5 －0.1
シェフィールド +23.0 +0.4 －6.1 －6.1 －6.5 +2.5

英国全体 +32.1 +5.0 +5.3 +0.6 +0.02 +2.3

表1 　英国主要都市の人口変化（％）（元資料: 英国統計局、2002）

図1　新規供給住宅戸数の内、既存宅地の再開発で供給された割合推移
出典：英国政府CLG、Land Use Change Statistics （England） 2008 - provisional estimates （October 2009）
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年次 EU
イギリス

行政 計画 デザイン 住宅 都市政策と再生 環境・交通
1997 Towards an Urban 

Agenda in the EU
労働党政権樹
立

PPG1全 般 方
針

UDAL 設立 ミレニアムコ
ミュニティ事
業

政府内に社会
的排除部門設
立

大気質国家戦
略

1998 5次フレーム1998－
2002
EUにおける持続可
能な都市開発

地方行政の近
代化
市民参加の向
上

未来のコミュ
ニティへの計
画
持続可能な発
展への計画

場所・通り・
運動

計 画 と ア
フォーダブル
住宅（通達）

ニューディー
ル フ ォ ア コ
ミ ュ ニ テ ィ
10年事業
近隣再生ファ
ンド
地域開発機構法

交通のニュー
ディール
21世紀に向け
ての持続可能
な コ ミ ュ ニ
ティ

1999 ヨーロッパ空間開
発展望

ローカルリー
ダーシップ

PPG13交通
PPG12開発計
画
PPG11地域戦
略
PPG10計画と
廃棄物管理

CABE 建築と
建造物環境委
員会設立

世帯数予測 すべての人の
ためのチャン
ス： 貧 困 と 社
会的排除と戦う
ア ー バ ン ル
ネッサンスに
向けて

よりよい生活
の質

2000 構造ファンド 地方政府法
コミュニティ
戦略の改善

PPG3住宅 デザインによ
る：計画シス
テムにおける
アーバンデザ
イン

質と選択：
すべての人に
よい住宅を
住宅市場再生
パイロット

ニューディー
ル フ ォ ア コ
ミュニティ：
町と市に変化
をもたらす
BID 導入

交通法
交通2010：10
年計画

2001 ユーロガバナンス
よりよい世界のた
め の 持 続 可 能 な
ヨーロッパ

計画：根本的
な変化を緑書

住むによい場
所：デザイン
で
アーバンデザ
インの価値

我 ら の 町 と
市：未来：実
施計画
近隣再生への
新たなコミッ
ト
地域戦略パー
トナーシップ
設立
ODPMに都市
政策部門、近
隣再生部門設
立

ホームゾーン
ファンド

2002 環境2010：我らの
未来、我らの選択

持続可能なコ
ミュニティの
参加計画

持続可能なコ
ミュニティ：
計画を通じた
実現
計 画 オ ブ リ
ゲーション：
基本的な変革
をもたらす
PPG17オープ
ンスペース

生活のための
マニフェスト
CABE
計画における
デザインの質
を守るCABE

グ リ ー ン ス
ペ ー ス・ ベ
タープレース
　DTLR

2003 都市政策ワーキン
ググループ：都市
再生資金の戦略

地方政府法 コミュニ
ティ戦略と
地方開発フ
レームと
の関係　
ODPM

住宅デザイ
ンと配置の
価値が場所
をつくる
CABE

持続可能な
コミュニ
ティ：未来
をつくる
ODPM

我 ら の エ ネ
ル ギ ー： 我
ら の 未 来：
低 炭 素 経 済
　ODPM

2004 都市環境における
テーマ戦略へ

地方政府の未
来：10年計画
　
ODPM
ローカルエリ
アアグリーメ
ント

計画・強制収
容法
PPS12　
LDFs
PPS11　RSS
PPS22　再生
可 能 エ ネ ル
ギー

より安全な場
所
ODPM
デザインチャ
ンピオン
成 功 す る マ
ス タ ー プ ラ
ンをつくる　
CABE

住宅法
住宅供給に関
するベーカー
レビュー
北の道：住宅
市場再生

単一コミュニ
ティ事業
コアシティで
起こすODPM
都市再生会社
法

デザインによ
る生物多様性
交通の未来
グ リ ー ン ス
ペース戦略
計画と気候変
動
ODPM

表2　英国の最近の都市政策の変遷（労働党政権以降）
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2005 EUの空間開発戦略
レビュー

市民協約と公
共サービス

PPS6タ ウ ン
センター計画
プランニング
オ ブ リ ゲ ー
シ ョ ン 政 令
5-2005
PPS9生 物 多
様性とよい計
画
PPS3公 共 セ
クターの実施
ミニマムスタ
ンダード

デザインコー
ド：使用テス
ト
ODPM
デ ザ イ ン の
質 とPFI　
CABE

みんなの住居
　ODPM
SC： サ ス テ
ナブルコミュ
ニティの実現
　ODPM

独立した進歩
報告

サステナブル
コミュニティ
アカデミー
未来を救う：
英国持続可能
戦略をもたら
す

2006 都市環境について
のテーマ戦略
ヨーロッパにおけ
る都市スプロール
結合政策と都市

都市地域のフ
レーム

PPS13交通
PPS1持 続 可
能な開発をも
たらす
PPS3住宅
プランニング
ゲイン適用の
行政の対応

デザインコー
ドの準備
DCLG
インクルーシ
ブデザインの
原理
通りを変える
CABE

最終ベーカー
レポート
上品な住居から
持 続 可 能 な コ
ミュニティへ
アフォーダブ
ル住宅を供給
する

英国都市の状
態報告書
ODPM

新築建築規制
気候変動の経
済学スターン
報告
持続可能な住
居コード
都市の緑の改
善

2007 ヨーロッパ都市の
状態報告書
URBACT Ⅱ都市間
のファンド交換
持 続 可 能 な ヨ ー
ロッパ都市・ライ
プチッヒ憲章

場所づくり：
地方政府の未
来の希望の配
分

遺産レビュー
持続可能な未
来のプランニ
ング
PPS1気 候 変
動
PPS4経 済 発
展
PPS12LDFs
サステナブル
コミュニティ
のレビュー

通りのマニュ
アル
アーバンデザ
イン概要
持続可能な発
展、気候変動
と建造環境
高層建築のガ
イド改訂
住宅供給アク
ション
CLG

みんなのため
の上品な住宅
未来のための
住宅
住宅予測
社会住宅の将
来の役割

炭素チャレン
ジ：ゼロカー
ボン住宅
気候変動建築
規制
都市環境
RCEP

2008 ヨーロッパグリー
ン首都選定

エンパワーメ
ント白書

キ リ ア ン ペ
ティレビュー
計画改定法

持続可能な住
居コード
住宅と再生法

住居・コミュ
ニティ機構設
立

マ ン チ ェ ス
ター混雑税不
成立

2009 ヨーロッパ都市の
状態報告書第2報

コミュニティ
イ ン フ ラ 税
CIL 導入

（5）　近年の英国の都市再生政策
1）　対象地域

　今日の英国の都市再生対象地域は、主として都

心部と衰退した居住地である。都心部の再生は、

旧工業大都市、中小都市（マーケットタウン）、

ニュータウンで進められている。そこでは、旧産

業用地などの再開発により、住宅、商業、業務、

公益・文化施設などの複合機能開発が行われてい

る。かつて、英国の都心には人は住んでいなかっ

たが、都心居住は一種のブームともなっている。

第二のターゲットエリアである貧困な居住地で

は、公営住宅団地の再開発と大都市のインナーシ

ティでの住環境改善が進められている。英国では

新規の公営住宅建設はもはや行われておらず、既

存の公営住宅も住宅協会など非営利団体への移管

が進められている。世界都市を目指すロンドンで

は、増大する住宅・都市開発需要に対応するため

のテームス・ゲートウエイの開発（現在、唯一の

政府の都市開発公社が推進）、キングスクロスな

どの拠点再開発がある。

2）　EUの助成金

　EUは1975年（当時はEC）以降、加盟国の衰退

地区に直接助成する事業を始めた。当初の助成対

象地域は主としてギリシャやアイルランドなどの

農村地域であったが、1980年代から脱工業化に伴

う地域対策に移行した。たとえば、バーミンガム

John Punter(2010) table1.2　より主要事項抜粋
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市は1985年から10年間で2億6000万ポンド（1ポン

ド＝150円として約400億円）の補助を受けるなど、

英国内では300地区がEUから、約50億ポンド（約

7500億円）の助成を受けている。

3）都市再生関連組織

　　地域開発機構Regional Development Agency　RDAs

　1999年に設立された政府の６省所管の地域組

織。民間主導で地域の経済成長と物的社会的再生

を目的として、全国９地域に設置。運営組織メン

バーの３分の２は当該地方議会から、残りは企業､

社会､ 環境などのボランティア団体から選出され

ている。地域の広域計画の作成や経済振興などに

取り組んでいる。

政府の地域事務所Government offices for the 

Regions　 GOR

　RDAと同じ地域が対象範囲で9事務所設置。空

間計画、経済開発だけではなく、文化. 芸術､ 雇用、

保健など多分野の組織と連携。基本的戦略は中央

政府が主導するので、政府の地域戦略をより広域

で調整推進するための組織。

イングリッシュ・パートナーシップ English 

Partnerships　EP

　ニュータウン開発公社資産を受け継いだニュー

タウン委員会 （1961年）の後継組織として1999年

に発足。08年12月にアフォーダブル住宅供給と再

生を目的とする住宅コミュニティ機構HCA（コ

ミュニティ地方政府省CLG 監督）に統合された。

全国の最貧地区（貧困レベル20%以下）、RDA 地

区、産炭地域、住宅市場再生地域、戦略的ブラウ

ンフィールド地区などで事業展開する。戦略プロ

ジェクト地区64、成長地域４などで事業展開。

タウンセンターマネージメント協会　Town Centre 

management Association　TCA

　全国の約500地区の都市・町センターがタウン

センターマネージメント協会の会員。それぞれ、

タウンセンターマネージャーが雇用され、活性化

に取り組んでいる。近年、BID 地区の推進に取

り組んでいる。

4）　企業改善地区Business improvement District　BID

　米国では1970年代から導入され全国で1000カ所

以上の実績あり。英国では2004年より導入、09年

12月1日までに104地区で設立。タウンセンターマ

ネージメントの発展型として、指定区域の事業者

の投票で導入決定し、市が代行徴収した資金で

BID 組織が清掃、治安、広報、整備などの地区

改善活動を進める。不動産所有者から徴収するア

メリカと違い事業所税の一定割合を徴収。　

5）セクション106による開発者負担の公共
公益施設整備と低廉住宅の供給

　都市農村計画法106条が根拠。一定規模以上の

開発では、市がデベロッパーと協定を結び、開発

にともなう公共施設の整備費の負担、アフォーダ

ブル住宅の供給、周辺地域への公益サービスの提

供などをデベロッパーに求める。2009年末から、

S106の運用をよりシンプルにするため、コミュ

ニティインフラ税（CIL）制度が導入され、順次

CILに移行していく予定。

参考書籍

・Phil Jones & James Evans （2008）:Urban 

regeneration in the UK, SAGE 

・John Punter （ed., 2010）: Urban Design and the 

British urban renaissance, Routledge

図2　BIDの対象地区のタイプ（2009年12月までに設
立された地区）
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■　英国の町について
　英国の町についてご説明する前に、日本とイギ

リスについてのいろいろな数字を比較してみま

す。

　日本の国土面積は英国の1.5倍になっています

が、人口は約２倍です。その上、日本は山が多く

て、居住できる所は17％しかありません。狭い国

土にたくさんの人が住んでいるので、日本は非常

に人口密度が高いです。それに比べ、イギリスは

ややゆったりしています。首都人口を比較してみ

ますと、ロンドン全部を含めてグレーターロンド

ンと呼びますが、ロンドンが約750万人で、東京

都が1200万人です。

　失業率は、イギリスは2009年現在で、7.9％です。

イギリス経済は長年良かったのですけれども、去

年の９月以降のクレジットクランチでどんどん失

業率が増えています。日本の失業率は今、4.4％

になっています。

　イギリスの町は、日本の町と構成の仕方が全然

違います。例えば、市の境界線は必ずあります。

これは日本と一緒ですが、どの町にも中心にタウ

ンセンターがあります。タウンセンターは通常町

の中心部に位置しており、交通網の発着地点です。

電車が通り、バスの発着地帯になっています。タ

ウンセンターには通常ハイストリートが必ずあり

ます。ほかの名前の場合もありますけれども、日

本でいうメイン・ショッピングストリート、商店

街のようなものです。ここには小売店舗がたくさ

ん入っています。バーミンガムにはハイストリー

トが幾つかあったと思いますが、その中でも一番

の目抜き通りというのが必ずあります。

　イギリスのタウンセンターの中には、あまり人

がたくさん住んでいません。どちらかといえば、

お店やオフィスとして使用されています。最近、

政府の方針でどんどん町の中に人を入れようとし

ていますけれども、夜間人口が比較的少ないです。

　このタウンセンターの周りが住宅地になってい

ます。その住宅地の中でも、インナーシティとい

うエリアがあります。これは、一つの町の中に幾

つかあることがありますが、タウンセンターと重

なっていたり、タウンセンターと離れている部分

もあります。インナーシティと呼ばれる地区は、

低階層部に属する人がたくさん住んでいます。イ

ギリスは日本と違い、階級社会がはっきりしてお

り、今でもアッパークラス（上流クラス）、中産

階級、ワーキングクラス、そして、ワーキングク

ラスにも入れない貧しい人たちがいます。低階層

部に属する人々が住む地域には、社会問題が集中

しています。貧困とか犯罪とか麻薬やアルコール

問題など、いろいろな犯罪が集中しているのは失

業率が非常に高いからです。

　このインナーシティと呼ばれるエリアが、もと

もとアーバンリジェネレーションという都市再生

の対象となるエリアです。英国では、数十年前ま

ではタウンセンターは都市再生の対象とはなって

いませんでした。タウンセンターの再生はごく近

「英国のタウンセンターマネージメントが都市再生に果たしてきた役割を探る」

講演日　平成 21 年 10 月 3 日（土）
講師　大　塚　紀　子　氏

※資料の無断使用・転載を禁じます。
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年のものです。それよりもセンターの周りに位置

する問題のある地区を何とかするというのが、英

国で言う都市再生の意味でした。

　市町村の境界線の外側にもう一つ、グリーンの

輪があります。これがグリーンベルトの境界線で

す。これは1935年にグレーターロンドン内の都市

計画委員会によって定められたエリアのことで

す。グリーンという文字どおり、都市化が進んで

おらず緑が残されているエリアのことを指し、開

発の規制をしているエリアです。これは自然保護

の意味もありますし、緑であふれているイギリス

のカントリーサイドを保護しようという動きによ

るものです。もともとロンドンで始まりましたが、

今では市町村どこでもグリーンベルトを指定した

かったら指定できることになっています。

　では、実際にグリーンベルトとはどんなもので

しょうか。典型的な英国の町のグロスター市の写

真を見ていただくと、一番手前が緑になっていま

す。これはグリーンベルトのエリアに入っている

と思います。真ん中の教会が建っている所がタウ

ンセンターです。タウンセンターの外側に小さな

低層の家がたくさんあります。これが、いわゆる

住宅地です。この住宅地の中にインナーシティが

あることも町によってはあります。

　北イングランドの方にあるブラックバーン市の

上からの地図を見ますと、はっきりと都市部とグ

リーン部に分かれています。グリーンのエリアと

都市部がはっきりと分かれており、町の中心の周

りに多くの住宅地があります。これが典型的な英

国の町です。

■　レディング市の事例
　典型的な英国の町の構成図をレディング市に当

てはめてみます。レディング市の地図を見ていた

だくと、境界線があり、境界線外側のグリーンの

エリアはバークシャーのグリーンベルトに入りま

す。真ん中のブルーのサークルになっている所が、

タウンセンターです。今日午後から皆さんと一緒

に見学にいきます。レディング市の場合には、こ

のタウンセンターの周りに四つほどインナーシ

ティと言われる貧困層が住んでいる地区がありま

す。もともとここが都市再生の対象となっていま

した。

　レディング市から車で５分ほど行くと、カント

リーサイドの風景になります。英国の町は都市部

とカントリーサイド、グリーンベルトの外側のエ

リアがはっきりと分かれています。

　レディング市のタウンセンターの地図を見る

と、インナーリングロードといわれる４車線の自

動車道がぐるっと町の周りを走っています。これ

がタウンセンターと回りの住宅地との境になって

います。レディング市の場合は、タウンセンター

は比較的小さいです。この上の電車の線を見てい

ただくと、ここがレディング市の駅になります。

駅は普通、少し町の外側にあるのです。というの

は、英国の町は発祥が中世に遡り古く、駅は1800

年代の後にできた形になるので、町の外側に位置

することが多くなります。

　レディングの場合、まず青色のサークルの所が

ブロードストリートというハイストリートです。

ブロードストリートは1990年代の終わりにベディ

ストリアナイゼーションといって、歩行者天国化

され、車は朝の数時間と夕方の数時間しか入れま

せん。今日歩いていただくとよく分かるのですが、

道幅が広くて、ベンチとか彫刻やいろいろな街灯

などが置いてあって、歩くにはとても気持ちのい

い所です。

　黄色のサークルの所は、オラクルショッピング

センターです。ここはもともとビール工場でした。

ビール工場が手狭になったので郊外に移ったので

す。その後、市バスの駐車場として使われていま

したが、このままではいけないということで、タ

ウンセンターの再生の一環として商業施設ができ

ました。普通は郊外型の商業施設というのは規模

の大きいものは町の外に造る傾向があるのですけ

れども、これは町の真ん中にそのような大きな空
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き地があったので、そこに商業施設を造りました。

だから、町の真ん中の活性化という意味で、非常

にいい事例になっています。

　このオラクルショッピングセンターとブロード

ストリートはしっかりとつながっています。だか

ら、お客さんがあっちに行ったりこっちに来たり

できます。

　レディングは非常にパイオニアなのですが、タ

ウンセンターリビングというのが今はやっていま

す。町の真ん中に人を呼び戻して住ませましょう

という、ほとんど90年代の後半からの動きですが、

レディングは取りかかりが早くて80年代からそう

いうことをやっていました。この赤いエリアは、

オラクルショッピングセンターから徒歩２分で着

きますが、住宅地になっています。このエリアに

は、1980年代にできた住宅地と、2000年代にでき

た新しい集合住宅があります。

■　活気のあるタウンセンターをつくるには
　イギリスの町には必ずタウンセンターがあるの

ですが、活気があるタウンセンターをつくるには、

三つの条件が必要となります。一つ目には良い環

境を整えられること、次に価値のある投資が可能

であること、そして、三つ目は高い生活の質を利

用者に提供できることです。この三つがステップ

バイステップで進んでいく必要があります。

　良い環境というのは、安全で清潔な町のことで

す。町にごみがいっぱい落ちていると誰も訪ねて

きません。そして、安全でないと駄目です。日本

ではあまり安全ということは大きな問題にならな

いかもしれません。イギリスのタウンセンターの

1990年代の初めはすごく荒れて怖かったのです。

酔っ払いがうろうろしているとか、危険な雰囲気

だったので、まず町を安全にして清潔にすること

が大切でした。

　次に、整った景観と町並みを整備することです。

町並みというと、皆さんは、タウンスケープとい

うか、イギリスの町だとビクトリアの町並み（歴

史的な町並み）はいいなと思われるかもしれませ

ん。町並みというのは、町の建物のファサードだ

けではなくて、例えばストリートファニチャーや

街灯、ベンチ、歩道の舗装などを一環としてデザ

インして、人々がこんな所をうろうろしてみたい

なと思うような公共の空間をつくることが非常に

大切になってきます。

　三つ目に大切なことは、アクセシビリティで

す。アクセシビリティを考える必要があるのは、

みんなが町に住んでいないわけですから、町の周

りにいる住宅地から町にやってくることになるか

らです。そのときに、バスがなければ町に来にく

くなるし、自家用車で来るにしても駐車場が整備

されていないといけません。町の住民だけではな

く、隣町から誰かが訪ねてくるかもしれない。そ

のときに長距離バスのバスターミナルや電車の便

がしっかりしていないと人々が訪ねてくることが

できません。どうやって町にアクセスするかとい

うことをよく考えて、アクセシビリティを高める

ことが必要になってきます。

　上記の条件を満たすことによって、利用者に

とって使いやすいタウンセンターの環境の整備が

整うことになります。

　第２段階としては、価値のある投資です。町が

第１段階できれいになりました。きれいになった

ということを、思いきり宣伝することが必要にな

ります。「うちはこんなにすてきな町です」と言っ

て、マーケティングプロモーションを一生懸命や

ります。例えば、ワンデイ・フェスティバルといっ

て、１日のフェスティバル（お祭り）を企画して、

人を外から呼び込むことが大切になります。

　この時点ではもう環境の整備が整っているわけ

ですから、いろいろなステークホルダーが出てき

ます。ステークホルダーというのは、町の再開発

の利害関係者です。お店の人もステークホルダー、

使う人もステークホルダー、それから町のメンテ

ナンスをする人もステークホルダーです。いろい

ろな種類のステークホルダーがいます。ステーク
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ホルダーには利害の対立が出てきますので、彼ら

の言い分を調整することが非常に大切になってき

ます。

　３番目として、開発事業の評価と書いています

が、第１段階で環境が整いましたので、実際に人々

が既に町を使っています。そのときにつくりっぱ

なしでは駄目です。一体どのように町が使われて

いるのか、どこか問題があるのではないかという

評価をすることが非常に大切になってきます。

　主要開発プロジェクトが１段階で完成したら、

そのような環境プロジェクトを基にして、さらな

る投資の誘致を行うのがこの段階です。価値のあ

る投資を続けることによって、タウンセンター経

済の再活性化を達成することができます。

　最後の段階になりましたが、環境と経済的な基

盤が整うと、住民の生活の質の向上を図ることが

できます。高い生活の質というと、住民の町への

帰属意識の向上ということをイメージします。あ

るいは、住民の定住化の促進ということをイメー

ジします。

　これはちょっと面白い考え方ですが、イギリス

人というのは、同じ所にあまり長く住むことがあ

りません。とても引っ越しが好きです。だから、

この町嫌いと思ったら、隣町に引っ越してしまう

ということがよく起こります。町を活性化するに

は、いくらお店を入れて環境をきれいにしても、

使ってくれる人がいないと全然意味がない。だか

ら、こんなすてきなタウンセンターがあるからこ

こにずっと住んでいたいと思わせることが大切な

のです。特にインナーシティなどに住んでいる貧

しい人たちは、自分の町に素晴らしいタウンセン

ターがあるということによって、自分たちの町を

とても誇りに思います。だから、あんなすてきな

タウンセンターで楽しめるように頑張って働こう

とか、町への帰属意識を高めることにつながって

いくのです。これは私も想像したこともなかった

のですけれども、私が博士論文を書いているとき

に、いろいろなタウンセンターマネージャーにイ

ンタビューをしたら、このような意見がたくさん

出てきました。だから、まず環境を整えて、投資

を呼び込んで、さらには住民の生活の質を高める。

生活意識を向上するということが、活気のある町

づくりにつながると言えると思います。

　では、ここで活気のあるタウンセンターをつく

るのに成功した事例を一つ紹介したいと思いま

す。これはロンドンの行政区内にあるウッドグ

リーンという地区です。ウッドグリーンは、1990

年代は町の中心は荒れ果てて、空き店舗が連な

り、ごみだらけで、ドラッグのアディクト（薬物

中毒）の人たちであるジャンキーなどがうろうろ

しており、すごく大変でした。これではいけない

ということで、まず第１段階として環境の整備を

行いました。環境の整備には、国からの再生基金

を使いました。タウンセンターには既存の商業施

設がありましたが1960年代ぐらいにできた古いも

のでしたので、それをまずリニューアルしました。

それと同時に、新しく複合施設を新設しました。

HOLLYWOODという新しい映画館とレストラン

の複合施設です。そして、既存の商業施設と新し

い複合施設をつなぐのに歩道があります。この歩

道を舗装整備して新しくバス停を造りました。

　第２段階として、再開発事業を宣伝するための

イベントを企画しました。これはタウンセンター

マネージャーが企画し、新しく再生した場所を

使って１日のイベントを企画しました。ウッドグ

リーンという地区はいろいろな人種が住んでいま

す。だから、その人たちの持っているスキル、例

えばカリビアンの人だとすごくダンスが上手です

ので、カリビアンダンスのイベントを企画したり、

いろいろなコンサートを企画しました。また、ア

フリカの方もたくさん住んでいるので、いろいろ

なクラフトを作れるのです。そういうクラフトの

ストールとかを作ったり、道を利用していろいろ

なイベントを企画しました。ウッドグリーンから

だけではなくて、周りからたくさんの人がそのイ

ベントに参加することができました。
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　このイベント企画と町の環境の整備によって、

タウンセンターのプロファイルが向上しました。

そして、再開発を通して、活気のあるタウンセン

ターをつくることにより、新たな利用者の導入と

地元住民の定着に成功しました。

■　TCMとは？
　イギリスでは1980年代に郊外型の商業施設が急

増しました。これは、当時のサッチャー政権の政

策でした。郊外型商業施設の急増に伴い、もちろ

んお客さまはそちらに流れますから、タウンセン

ターが著しく衰退しました。その当時、タウンセ

ンターの真ん中には全国チェーンの小売店舗が立

ち並んでいました、マークス＆スペンサーという

ちょっと高級なスーパーや、ブーツというドラッ

グストアや、センズベリーというスーパーマー

ケットなどです。こういう全国チェーンの小売店

舗がお店を町の真ん中に持っていたのです。とこ

ろが、どんどん郊外型にお客を取られてしまった

ので、これはいけないとこういう小売店舗が焦り

始めたのです。TCMという概念は、もともとこ

のような小売店舗の人たちによって紹介されたの

です。

　このTCMという概念が1987年にロンドンの行

政区内のIlford（イルフォード）という所で最初

に使われ、TCM（タウンセンターマネージメント）

ができました。そして、1991年にアソシエーショ

ン・オブ・タウンセンターマネージメント（TCM

協会）ができました。そして、1990年代には、全

国的にTCMが広がりました。90年代の終わりに

は300ぐらいできて、現在オフィシャルなものは

500余りあると言われています。

　1980年代の設立当初は、TCMはタウンセンター

内の商業施設の環境の向上のみを考えていまし

た。もともと全国チェーンの小売店舗の人たちが

考えたことなので、お店のことばかり考えていた

のです。80年代には郊外型商業施設、90年代以降

にはインターネットショッピングが始まりまし

た。このような競争に対抗できるためには、タウ

ンセンター全体を活性化しないと駄目かなとだん

だん考えるようになりました。

　当時は、やはり商業施設の中のことだけを考え

ていたのですが、90年代に入り、タウンセンター

の公有地と私有地の両方のエリアについて包括的

に開発すること、運営すること、宣伝すること

を行うのがTCMだということになってきました。

というのは、商業施設の中の整備だけでは人は町

には来ないからです。タウンセンターにある広場

とか歩行者天国など、公共の場所にも来たいから

町に来るわけですから、公有地と私有地の両方を

整備しないといけないということに気が付いたわ

けです。

　そして、環境整備すると同時に、タウンセンター

を利用する人すべての利害を考慮する。これはと

ても難しい課題です。例えば、年齢層一つとって

も、子供も来ますし、若者も来ますし、老人も来

ます。乳母車を押した人も来ます。加えて、この

国は階級社会の上に成り立っています。すごく

リッチなお金持ちも来るかと思えば、本当にパン

を買えるかどうか分からないような貧乏な人も町

に来ます。そういう人たちがみんな集まって楽し

いようなタウンセンターをつくるにはどうすれば

いいか。それが一番の問題です。タウンセンター

マネージメントの運営方法は、各市町村の社会情

勢によって大きく異なります。

　タウンセンターマネージメントが都市再生にど

ういうふうに役に立ってきたのかというのが今日

のテーマです。

　都市再生はUrban Regenerationといいます。

都市再生というのはもともと工場が廃業した後に

衰退した都市部とか、社会的、経済的に恵まれな

い層の居住地（インナーシティ）の再開発を目的

としています。対象となる都市部における物理

的、経済的、社会的問題を解決するための戦略を

提案して、再開発プランを実施するのが、Urban 

Regenerationで す。Urban Regenerationは、 タ
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ウンセンターマネージメントに比べてプロジェク

トの規模がかなり大きいです。しかも長期間に渡

ります。貧しいエリア一体を活性化しようと思っ

たら、非常に時間がかかります。大きな工場跡に

住宅を造るのも非常に時間がかかります。

　Urban Regenerationは通常、国家事業です。

政府がかなりの資金を出しています。タウンセン

ターマネージメントは、どちらかといえばプライ

ベート、私企業や小さな町でやっていることです。

それに比べてUrban Regenerationというのは国

家事業と考えてください。

　都市再生の意味は場所によって全然違います。

ロンドンで都市再生をするのと北イングランドの

小さな町で都市再生をするのでは全く意味が違い

ます。

　都市再生の目的とタウンセンターマネージメン

トの目的がどうのように違うかを比較してみま

す。

　まず、都市再生からいきます。都市再生プログ

ラムというのは、貧困とか人々の教育問題とか雇

用問題とか、福利厚生、住環境、地域社会とか、

様々な問題点を扱っています。タウンセンターマ

ネージメントは町の中心のことをやっているわけ

ですから、主に町の中心のメンテナンス、イベン

トづくりに携わっています。都市再生とタウンセ

ンターマネージメントには重なる部分がありま

す。例えば商業施設の運営などです。また、町並

みとか、公共の広場などの整備は両方ともやって

います。そして、宣伝はどちらも、再開発をした

ら後には必ずプロモーションをします。そして加

えて犯罪についても考えます。町をつくった後、

治安をどのように保つかということも都市再生プ

ログラムとタウンセンターマネージメントの両方

がやっています。

　そして、アーバン・ルネッサンスという概念が

あります。日本でも今アーバン・ルネッサンスと

いう言葉ははやっているようですが、アーバン・

ルネッサンスというのはイギリスでも最近使われ

始めた新しい言葉です。都市再生という観念は戦

後からありましたが、これは1999年に紹介されま

した。文字どおり都市復興です。町の中心だけで

なく、町の都市部を全部復興しましょうという動

きです。都市再生はもともとインナーシティ、つ

まり、町の周りの再生をやっていたことに対して、

タウンセンターマネージメントは町の中心です。

全でをひっくるめて、都市そのものを再生しよう

という動きが、アーバン・ルネッサンスと考えら

れます。

　次に、タウンセンターマネージメントとUrban 

Regenerationの財源の比較をしてみます。

　まず、都市再生ですが、これは国家事業ですか

ら、当然資金は国家から来ます。国家といいます

と、英国の場合は二つあります。まず英国政府で

す。それから、今はEU（欧州連合）からたくさ

んお金が入ってきます。欧州連合の再生基金とい

うのがあります。もちろんプロポーザルを書いて

入札しますけれども、プロポーザルが通れば、欧

州連合からお金が入ってきます。英国政府と欧州

連合から入ってきた資金はイングリッシュ・パー

トナーシップという都市再生エージェント（政府

の外郭団体）を通って、地方自治体に分配されま

す。イングリッシュ・パートナーシップは、ホー

ム＆コミュニティズ・エージェンシーという名前

に去年から変わりましたが、再開発を専門にする

政府の外郭機関です。イングリッシュパートナー

シップは全国に支店があります。それとは別に、

地域開発局というのがあります。この二つの政府

機関がお金を地方自治体に分配していると考えら

れます。

　地方自治体は各種の都市再生基金プログラムに

応募することができます。この単一再生予算とい

うのは最近なくなったのですが、90年代の半ばか

ら10年ぐらい続いていたプログラムです。チャレ

ンジ・ファンドとか近隣リニューアル資金とかい

ろいろな資金があります。いろいろなプログラム

によって目的が違います。従って、市役所の人は
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各種プログラムの目的を見て、それぞれに企画書

のようなものを出し、審査にかけられ、その結果、

ほかの町よりも優れていたら資金をもらえるとい

うシステムになっています。各地方自治体は、各

種都市再生プログラムを入札すると同時に、政府

の基金だけでは資金が足りないので、それを元に

して民間の融資を誘致するのが仕事になります。

これが、都市再生のあり方です。

　逆にタウンセンターマネージメントはかなり違

うので、面白いです。タウンセンターマネージメ

ントにはいろいろな資金繰りの仕方があります。

例えばタイプA、ヨーク市の場合は、地方自治体

である市役所が100％お金を出しました。

　Bタイプはドンカスター市です。これも北の方

の町ですが、ここでは、政府の都市再生基金を半

分ぐらい使いました。残りは地方自治体、ドンカ

スターの市役所からお金を出して、タウンセン

ターマネージメントを運営していました。

　Cタイプはレディング市です。レディング市の

場合は、役所から独立しています。レディング市

は、タウンセンターパートナーシップというのを

設立しました。このパートナーシップには14の団

体が入っています。そのちの一つが市役所です。

だから、市役所は14分の１、お金を払っているだ

けです。ほかは、地元の新聞社、地元のラジオ局、

マークス＆スペンサー、センズベリーも入ってい

ます。レディングにはプルデンシャルという大き

な保険会社のヘッド・クォーター（本社）がある

のですけれども、その保険会社も入っています。

地元の大きなビジネスや全国チェーンの小売店舗

とか、役所などが入っており、14の団体で、タウ

ンセンターパートナーシップができています。今

はもう少し増えているかもしれません。そのパー

トナーシップのお金と民間会社からの融資で、タ

ウンセンターマネージメントを運営しています。

　Dタイプはイギリスの真ん中あたりに位置する

コービー市です。これは民間会社により100％の

融資でタウンセンターマネージメントが運営され

ている、非常に面白いケースです。コービー市は

タウンセンターが非常に小さいのです。タウンセ

ンターの敷地の90％を民間の会社が所有していま

す。普通、町の中心部の多くを役所が所有してい

るのがイギリス的な町です。このコービー市は民

間会社がセンターの90％を所有しているので、も

ちろんタウンセンター全体をその民間会社が管

理、運営しています。

　財源確保の方法は、各地方自治体によって大き

く異なります。

■　TCMの役割
　TCMの最も一般的な仕事は、日々のメンテナ

ンスです。日々のメンテナンスというのは、掃除

です。とにかく公共のスペースには人がたくさん

来ますから、毎日のように掃除が必要となります。

タウンセンターマネージャーは清掃管理の会社と

やりとりをして、いろいろ清掃のプログラムを

セットアップしたりします。清掃管理と、もう一

つ大きな仕事は駐車場の管理です。コンパクトシ

ティなどと、イギリス人は大騒ぎをしていますけ

れども、今でも、ここは車社会です。私は最近ス

イスに引っ越しましたが、スイスは本当に車が要

らないので、驚きました。公共の交通機関がもの

すごくしっかりしています。イギリスは公共の交

通機関はあまり良くないのです。だから、皆さん

自家用車を絶対離さない。そして、町の中心にど

うにかして車で行きたいのです。それと、パーク

&ライドはご存じですか。町の外側にある駐車場

に車を停め、バスでまちの中心に移動するという

ことになります。とにかく駐車場はショッピング

する人にとって非常に大切なのです。従って、タ

ウンセンターマネージャーは日々のメンテナンス

として駐車場の管理も行っています。

　次に大切なことは、タウンセンターの安全対策、

パトロールなどです。昼間は比較的安全ですけれ

ども、夜になると酔っ払いがたくさん出てきま

す。ここで、イブニングエコノミーについて先に
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説明します。もともと英国のタウンセンターとい

うのは６時で店が全部閉まって、何もすることが

ない、ゴーストタウンでした。人も住んでいない

から真っ暗になっていたのです。これではもった

いないということで、夜のエコノミーを活性化し

ようというのが、タウンセンターマネージャーが

やり始めたことなのです。町の中心には、いろい

ろな空き店舗がありますが、そこにパブやカフェ

バーやレストランなどを誘致して、夕方以降、み

んなが町に来て楽しめるようにしました。

　町の経済的にも貢献しました。ただし、問題

は、特にレディングなどは、イブニング・エコノ

ミーを発達させることによっていくつものパブが

競争し始めたのです。例えば８時まで、ビール２

本で１ポンドというような広告をどんどん出して

しまうと、若い子が来て飲んで大騒ぎになったの

です。だから、今タウンセンターは、イブニング・

エコノミーの影響で夜遅くなると治安が悪くなっ

ています。私は怖いから、レディングのタウンセ

ンターに夜は絶対に行きません。けんかして、地

元の病院などにかつぎこまれる人も結構たくさん

います。そういうことで、安全対策も非常に大切

です。

　安全対策との事例として、酔っ払をあげました

が、他にはベガー（乞食）、ホームレスの問題が

あります。英国では、自主的にホームレスをして

いる人がたくさんいます。この国は社会福祉が

しっかりしているので、ホームレスが行く所は

ちゃんとあるのです。シェルターがどの町にもあ

るのですが、彼らは外にいたいからホームレスを

しています。ホームレスは静かに座っているだけ

ではなくて、お金を下さいなどと言い、それが攻

撃的になる場合もあるので、問題になります。

　TCMの主な仕事の３番目は、町のマーケティ

ングとプロモーションです。主に商業施設をどん

どん誘致したり、小売店舗や事務所をどんどん入

れたりするのにマーケティングプロモーションを

します。もちろん観光客を引き付けるためのプロ

モーションもしています。

　次にTCMがしていることは、イベントの企画

です。先ほどウッドグリーンで説明しましたワン

デイフェスティバルは良い事例ですが、よくある

のがフレンチマーケットです。フランスの農家と

交渉して、クロワッサンを売ったり、チーズを売っ

たりする屋台を出します。月に１回程度の頻度で

やっているところが多いです。あと、クリスマス

の時期になると、クリスマスの飾り付けもタウン

センターマネージメントが段取りしているケース

が多いです。

　マーケティングプロモーションと同時に、民間

資金の誘致はマネージャーの主な仕事です。そし

て、地域雇用の促進はあまりタウンセンターマ

ネージメントがかかわっていることは少ないので

すが、お店がたくさんできると、やはり人を雇わ

ないといけないので、地域雇用の促進にも関わり

ます。グレーブズエンドは地域雇用の促進をタウ

ンセンターマネージャーが率先してやっている面

白いケースです。

　地方自治体はタウンセンター再生と同時に、全

体的な都市再生プログラムやインナーシティのこ

ともやるし、時々タウンセンターのこともやって

います。実際、都市再生プログラムは、地方自治

体の仕事になりますが、タウンセンターマネー

ジャーがそこに出て行って、タウンセンターの見

解を述べたり、都市再生プログラムに関与するこ

ともあります。

　では、一体誰がタウンセンターマネージメント

をサポートしているのでしょうか。どういう英国

政府の政策がタウンセンターマネージメントを支

援しているのかを今から説明します。英国にはプ

ランニングポリシーステイトメントというのがあ

ります。これは、地方自治体にこのようにプラン

ニングしなさいというもので、強制力はありませ

ん。そのなかでは20余りの項目について述べられ

ていますが、この中で「PPS ６」というのがあ

ります。これはタウンセンターと小売店舗の発展
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に関する政策です。町の中心の小売店舗を活性化

するにはどうすればよいかいうことがたくさん書

いてあります。

　ここの政策のステイトメントの中で、郊外型商

業施設の新設の規制をしています。「新しい店舗

を誘致するには、まずタウンセンターのどこかに

敷地がないかというのを考えなさい、それでも駄

目だったらタウンセンターのちょっと外に行きな

さい、どうしても無理な場合だけ郊外型商業施設

を検討する」と、ここにしっかりと書いてありま

す。2000年の初めぐらいにある事例がありました。

マンチェスターの郊外で、イケヤが計画されまし

た。日本にもイケヤはありますが、タウンセンター

では手狭なため、イケヤを郊外型商業施設として

造ろうという動きがあり、プランニングパーミッ

ションという、確認申請、開発許可とかを下ろそ

うとしましたが、結局計画案は却下されました。

地方自治体で反対されて、どんどん中央政府の方

にいったのですけれども、最終的には副首相の一

声で計画案が却下されました。それぐらい英国政

府は、郊外型商業施設の発展の取り締まりを厳し

くやっています。

　２番目に出てくる政策は、アーバン・ルネッサ

ンスです。アーバン・ルネッサンスというのは、

郊外居住の人々をタウンセンターの中に呼び戻す

ビジョンです。イギリス人はもともと町の真ん中

に住みたくないのです。町の中心部はビクトリア

の産業革命の時代に、ワーキングクラスがたくさ

ん住んでいた所なので、イメージが悪くお金持ち

は郊外に住みたがります。今でもイギリス人に「ど

こに住みたいか」と聞くと、みんな「郊外の庭付

きの１戸建てに住みたい」と言います。ですから、

町の中心部には住むという習慣があまりないので

す。町の真ん中をもっとすてきにして、きれいな

マンションなどを建てて、お金持ち層、裕福層を

呼び戻そうというビジョンが、アーバン・ルネッ

サンスです。

　サステイナブルデペロップメント（持続可能な

発展）は今、英国ではキャッチフレーズのように

使われていますが、都市の周辺のグリーンエリア

をどんどん開発していくと全然サステイナブルで

はない。だから、もともと開発された所に住みま

しょうという動きの中から、このアーバン・ルネッ

サンス（都市復興）というビジョンが出てきまし

た。

　そして、2000年に「アーバンホワイトペーパー

（都市白書）」、2007年に「計画緑書」というのが

出されました。この「白書」と「緑書」の中でも、

町の中心部をきれいにして復興するためにタウン

センターマネージメントは非常に有効であると、

はっきりと明記されています。だから、タウンセ

ンターマネージメントをどんどんやりなさいと推

進していることになります。

　最後になりましたが、アーバン・ルネッサンス

と関連して、サステイナブルコミュニティプラン

というのがあります。サステイナブルなコミュニ

ティをつくりましょうというのは、コンパクトに

住みましょう、できるだけ町の中心に住んで車を

使わないようにしましょう、既に開発された所を

再開発することによって緑のエリアを壊さないよ

うにしましょうということです。その一環として、

英国政府はすごく面白いことを提案しました。グ

リーンフィールドの保護と、ブラウンフィールド

というのはグリーンに対抗する言葉で、既に使わ

れた町の真ん中をいいますが、ブラウンフィール

ドの開発を推進しましょう、その際に、60％の新

築住宅はブラウンフィールドに建設することを義

務付けました。

　日本では人口が減っていますが、イギリスは人

口が増えています。EUがオープンになってから、

東ヨーロッパからどんどん移民が来て、そのため

に、住宅不足で大変なのです。また、移民の増加

だけではなくて、日本と同様に核家族化が進んで

いるため、一人住まいの人が増えています。規模

の小さな住宅がたくさん必要となっているので

す。住宅が足りないから住宅の値段が上がります。
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去年の９月のクレジットクランチ以降かなり下が

りましたけれども、イギリスの住宅価格は非常に

高く、とても普通の人では買えないようなバブル

でした。住宅の値段がどんどん上がって、誰も家

が買えなくなってしまったので、英国政府はどん

どん家を建てるよう推進しました。それが、ここ

10年間で300万戸建てるようになど、そういう規

模で言っています。その新築の住宅の60％はブラ

ウンフィールドに建てることを推進しています。

グリーンフィールドにもし新しい住宅を建てよう

と思って開発許可を申請しても、下りません。

　今から、ケーススタディを幾つか紹介したいと

思います。先ほど、タウンセンターマネージメン

トの役割は、市町村によって違うと説明しました。

今から三つの違う事例を説明したいと思います。

　以下の都市は、私が博士論文を書いたときに訪

ねた町です。この町すべてを訪ね、各町のタウン

センターマネージャーすべてにインタビューしま

した。ヨークやバーンズリーなどいろいろな町が

ありますけれども、今日ご説明したいのは、ドン

カスターとウッドグリーンとレディングです。13

の町があるので、簡単にどんな町か説明していき

ます。そうすると、英国にはいろいろな町がある

ということがお分かりいただけると思うのです。

　まずヨークですが、これはとてもすてきな町で

す。中世の町並みが残り、城壁があるような町で

す。ここは豊かな人がたくさん住んでいます。次

にドンカスターですが、もともと炭鉱の町です。

従って、ワーキングクラスがたくさん住んでいま

す。次に、ドンカスターの下にボルソーバーがあ

ります。ボルソーバーも炭鉱の町です。似たよう

な貧しい町です。英国の中心部ににコービーが位

置します。コ－ビーは先ほど説明しましたように

町の中心のほとんどが民間会社に所有されている

という町ですが、ここはもともと鉄鋼業で栄えた

町でした。だから、ここもワーキングクラスがた

くさんいます。

　ウッドグリーンはロンドンの郊外の町です。

イーストグリンステッドというのは、ロンドンの

南の方にあるベッドタウンです。ここにはロンド

ンの中心に通勤している豊かな層がたくさん住ん

でいます。レディングも大変豊かな町です。その

下がウインチェスターです。ここもヨークと同じ

ぐらいすてきな町です。中世時代から残るカテド

ラル（教会）があり、観光客がたくさん来るよう

な町です。ウィットニーというのは、オクスフォー

ドの郊外にある小さな町で、オクスフォードの

ベッドタウンです。バーミンガムは英国第二の都

市です。

　そして、チェスターフィールドは北の方の町で

す。観光客が行くようなすてきな中世の町並みの

ある所です。最後になりましたが、ウィガン、バー

ンズリーとこの二つの町は北の方にあります。も

ともと炭鉱の町です。なぜ、こんなに炭鉱の町を

たくさん選んだかというと、炭鉱という産業が完

全に衰退してしまったからです。英国では、90年

代の初めにほとんどの炭鉱が閉じてしまいまし

た。ということは、今まで炭鉱で石炭を掘ってい

た人は、みんな仕事を失ってしまったということ

です。今まで炭鉱で働いていたおじさんたちが、

いきなりサービスセクターに移行するのは大変で

す。従って、こういう町では失業率が上がったり、

社会問題が多く発生したり、大変なことが多かっ

たのです。同時に、今までは炭鉱で稼いでいた人

は常にお金があったから町の中心に行ってたくさ

ん買い物をしていたのですが、炭鉱閉鎖後は町の

中心が閑散としてしまったのです。このような炭

鉱の町ではタウンセンターの再生が死活問題とな

りました。

（１）ドンカスター市

　ドンカスターはイングランド北東部の工業都市

です。人口は28万6000人です。中世時代はマー

ケットタウンとして、町の中心にマーケットがあ

り、周りからどんどん人が買い物に来ていました。

マーケットというと、皆さん野菜や果物を思い浮
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かべると思うのですが、いろいろなものを売って

います。洋服も売っているし、靴も売っています。

　1980年代の炭鉱業の閉鎖に伴い、居住人口およ

び労働人口が減少しました。失業したら、町に留

まり生活保護を受けている人もいますが、仕事が

なくなったら都会に働きに出て行く人もいます。

従って、人口が減少しました。そして、失業率の

増加に伴う社会問題がたくさん出てきました。と

ころで、シェフィールドはご存じでしょうか。イ

ギリス国内で、第４か５ぐらいの大きな町で、鉄

鋼（スチール）で有名な町です。そのシェフィー

ルドが20キロぐらいの距離の所にあります。1990

年にシェフィールドの郊外に郊外型の商業施設が

でき、みんなそちらに買い物に行くようになりま

した。特にお金を持って、車を持っている人はそ

ちらに行ってしまいます。だからシェフィールド

郊外の大型ショッピングセンターやシェフィール

ドやバーンズリーなどの近効の町との競争も激し

く、タウンセンターが衰退してしまったのです。

非常に深刻な問題でしたけれども、こういう大変

なところは逆に、英国政府や欧州連合からの都市

再生基金に当たりやすいのです。プロポーザルを

うまく書くと、問題がたくさんあるからどんどん

お金が入ってきます。

　では、ドンカスター市のタウンセンターマネー

ジメントというのはどんなものでしょうか。ドン

カスター市のTCMは1996年にできました。ここ

では、英国政府および欧州連合の都市再生基金

と市役所が半々ずつ融資しTCMが始まりました。

ところが、この都市再生基金というのは、６年と

か５年しか継続しないため、今は市役所が１00％

出資しています。ここでのタウンセンターマネー

ジメントの仕事は、日々のメンテナンスから市全

体の都市再生計画案へのアドバイスまで多岐にわ

たっています。ドンカスターでは、まず経済と環

境の整備を重視し、特にタウンセンター内の犯罪

の防止に力を入れています。

　成功事例のブロジェクトを二つ挙げました。一

つは、クオリティストリートです。これは、良い

ストリートを造るためのプログラムです。町の中

心部には道がたくさんあります。ハイストリート

のほかに側道がたくさんあるのですが、その側道

をきれいにすることです。道ににベンチを設けた

り、階段を付けたり、噴水を付けたりして、人が

歩きやすく、楽しく買い物ができるようにしたの

が、クオリティストリート計画です。同時に、空

き店舗がたくさんありましたので、ここでもイブ

ニング・エコノミーで、バーやカフェなどを数多

く誘致し、夜のエコノミーを発展させようとしま

した。ドンカスターではタウンセンターマネー

ジャーは、市役所内の都市再生チームと力を合わ

せて働いています。タウンセンターの中心で起

こっている再生プロジェクトを地元住民に宣伝を

するという役割をタウンセンターマネージャーが

担っていました。例えば、移動教室のような形

で、タウンセンターマネージャーは開発計画のポ

スターを持って地元の小学校などに行き、「こう

いうふうに君たちの町の中心がきれいになるのだ

よ。」と説明をしました。また、もう一つ面白い

事例として、このクオリティストリートの床の舗

石が挙げられます。舗石の模様を地元の小学校の

子供達ににデザインさせたのです。。そうするこ

とにより、子供たちの町への帰属意識を高めるこ

とができます。この町は自分たちの町なんだとい

う気持ちを高めるのに非常に役に立ちました。

（２）レディング市

　レディングは、英国のシリコンバレーと呼ばれ

ています。人口が14万3000人です。ロンドンの西

側の郊外に位置します。ロンドンの中心から車で

１時間ぐらいで行けるので、大変交通の便がよい

です。ヒースロー空港にお着きになったと思いま

すが、ヒースロー空港はロンドンのほとんど西の

端にあるので、ヒースローからレディングまで

はバスで約30分の距離です。交通の便が良いた

め、ヨーロッパやアメリカの大企業、例えばコン
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ピューターのオラクルとかマイクロソフトなど

が、ヘッドクォーターをレディングに移すことに

しました。ロンドンの中心に設けるよりも家賃が

安いのと、アクセシビリティがいいからです。

　もともとレディングという町は、テームズ川を

利用した運送業や地場産業でビクトリア時代に栄

えた町です。地場産業というのは、ビールと球根

とビスケット製造業でした。しかし、これらの工

場は全て効外へ出てしまいましたので、今はその

工場跡地にいろいろなものが建っています。1970

年以降、サービス業やIT 産業の誘致に成功しま

した。

　シリコンバレーと言われて町の周りのビジネス

パークはだんだん良くなってきたのですが、ほか

の町と同様に1980年代よりタウンセンターは非常

に荒廃したそうです。空き店舗が連なって、ごみ

だらけで大変なことになっていたようです。とこ

ろが、今では、再開発に成功し現在英国内でも有

数の人口が増加している人気のある町です。若者

がたくさん、住みたくてレディングにやってきま

す。町の中心に数多くのマンションが建ち始めま

した。

　では、タウンセンターマネージメントはどうい

う役割を果たしているのでしょうか。タウンセン

ターマネージメントは1989年にできました。タウ

ンセンターマネージメント運営委員会、先ほど言

いましたタウンセンターパートナーシップが直接

タウンセンターマネージャーを雇用しています。

TCMは、タウンセンターパートナーシップ、運

営委員会と民間企業からの融資で運営されていま

す。ここでもやはり環境と経済発展が重視されて

います。同時に、市全体の都市計画再生案の作成

にもTCMは重要な役割を果たしています。いつ

も、都市再生のための会議があると、タウンセ

ンターマネージャーが呼ばれるようです。来週

の水曜日ぐらいにATCMに行かれると思います

が、ATCMの会長のサイモン・クインにお会いし、

多分サイモン・クインがレクチャーされると思い

ます。サイモン・クインはレディングのタウンセ

ンターマネージャーでした。

　成功事例としましては、オラクルショッピング

センター、これはビール工場跡にできたショッピ

ングセンターです。そして、ブロードストリート

はレディングのハイストリートに当たり、ぺデス

トリアナイゼーション、つまり歩行者天国化され

ました。

　ここでは、タウンセンターマネージャーは、タ

ウンセンターにかかわる事業のすべてに関与して

います。しかし、日々のメンテナンスのようなこ

とはやりません。これは市役所の仕事になってい

ます。タウンセンターマネージャーは、どちらか

というとビジネスの営業のおじさんと思っていた

だくとよいでしょう。時間の多くを営業に費やし

ています。

（３）ウッドグリーン

　ウッドグリーンは人口が21万7000人です。ロン

ドンの中心部より10キロほど北に位置し、ロンド

ンの行政区内でも有数の大きなタウンセンターを

持つ町です。このウッドグリーンのタウンセン

ターはほかのタウンセンターと違って、境界分け

がしにくい状態です。インナーリングロードなど

もありません。ここには、地下鉄の二つの駅を結

ぶハイロードという道があり、これが町のメーン

ストリートとして機能しています。ある意味では

日本の町に似ているような気がします。

　人口の45％がエスニックマイノリティ、いわゆ

るイギリス人ではない人です。エスニックマイノ

リティや、難民、政治的な亡命希望者が多く住ん

でいます。2000年の統計によると、ウッドグリー

ン区内の小学校全体で140の言葉が話されていた

そうです。それぐらいいろいろな人種が住んでい

るところなので、もちろん利害関係の問題が出て

きます。また、英国には貧困インデックスという

面白いものがあります。いろいろなインディケー

ター、例えば収入、健康状態、失業率、犯罪率な



150

指導助言者寄稿

どの指標をもとにデータを集めた貧困インデック

スというのがあります。英国内で354の行政区が

ありますが、その中でナンバー 20にランクされ

たような、治安の悪い所です。

　しかし、こういう治安の悪い所は、先ほどのド

ンカスターとも同じように、英国政府からの都市

再生基金を利用しやすく、そのような資金を使っ

て、タウンセンターの再生プロジェクトを実現す

ることができました。

　ウッドグリーンのタウンセンターマネージメン

トは1993年にできました。創立当初は、ハリンゲィ

区役所と民間の資金で運営されていました。うま

くいっていたのですが、残念ながら2002年以降は

100％区役所が資金を負担しています。発足当初

は民間の資金が入りやすいのですが、月日が経つ

と民間に逃げられてしまうケースが多いです。最

終的には、やむを得ず市役所が面倒を見ていると

いう状態になっています。

　ウッドグリーンのタウンセンターマネージメン

トは、主に日々のメンテナンス（掃除や駐車場の

管理）とタウンセンターの宣伝と、小売店舗やビ

ジネスとの協議をやっています。ここはあまり全

体のビジョンとかアーバンリジェネレーションの

ことにはかかわっていないようでした。なぜなら

ば、ここのアーバンリジェネレーションはイン

ナーシティ的な社会問題が多いため、雇用をどう

するかとか、再教育をどうするかということが協

議されるため、タウンセンターマネージャーの出

る幕はないという状態です。タウンセンターマ

ネージメントはタウンセンター内の美化と犯罪の

防止に主に力を注いでいます。

　成功事例としては、先ほど説明しましたワンデ

イフェスティバルや、地下鉄二駅を結ぶハイロー

ドの歩道の整備が挙げられます。ここのタウンセ

ンターマネージャーは「黒人のママ」という感じ

のすてきな方で、彼女は繰り返し、定住化が一番

大事だということを強調していました。タウンセ

ンターをきれいにしたら、みんなが周りに住んで

くれる。同時に、ここはすてきな町だなと思えば、

ごみも捨てなくなる。やはり自分の町が好きなら

町をきれいにしたいと思えるよう、町の中心をき

れいにすることが大切だと言っていました。

■　一様ではない都市再生とTCMの役割
　タウンセンターでは、三つの異なったタイプの

再生が考えられます。私が調べた15の町の中で自

分なりに三つのグループにしてみました。

　まずタイプAは、再生の必要が全くないすてき

なところです。タイプBは、ビジネス主導型で、

ビジネスが中心になって再生をしているレディン

グのような町です。タイプCは地域社会福祉型、

みんなで町を大事にして、住人の生活の質を高め

ようというものです。

　タウンセンターマネージメントの役割は、都市

再生のタイプによって異なってきます。まずはタ

イプAです。ここでは再生の必要がなく、写真を

見ていただくと分かりまが、ウインチェスターや

ヨークのように大変すてきな町です。ここでは、

タウンセンターマネージメントの役割は主にイベ

ントの企画、ファーマーズマーケットやクリスマ

ス、そして、一番大事な業務は観光客のマネージ

メントです。地元の人もいますが、観光客もどん

どん来るので、トイレをきれいにしたり、駐車場

の整備などを徹底させる必要があります。そのよ

うな業務がタウンセンターマネージメントの主な

役割になってきます。

　さて、では一体誰がタウンセンターマネージメ

ントから利益を得るのでしょう。こういう町には

主に豊かな層が住んでいます。ミドルクラスとか

アッパークラスなどお金を持っている人がたくさ

ん住んでいます。そういう人たちが主に利益を得

ることになり、また、町で働いている人たち、小

売店舗やオフィスで働いている人たちも利益を得

ます。同時に、観光客や訪問者も利益を得ます。

ところが、このような豊かな町にも貧しい人が住

んでいるポケットのような地区があるのです。貧
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困層は、タウンセンターに来ても高価な店が多い

ため楽しめないという状況になってしまいます。

　次に、タイプBは、私はビジネス主導型と付け

ました。こういう町は特にバーミンガムなど、タ

イプAほどすてきな町とは言えず、もともとこれ

は産業革命で栄えた町です。例えば、ブレンドリー

プレイスはもともと倉庫街でした。倉庫街の建物

を残して、上層部にマンションもできています。

一番上は億ションで、高級マンションです。マン

ションを建設し、下にお店やレストランをたくさ

ん入れてとてもすてきにしました。これはタウン

センターのすぐ横に位置します。こういう町には

産業遺産がたくさんあるので、レンガ造りの倉庫

などを再生することができます。

　ところが、問題はこの豊かなブレンドリープレ

イスのすぐ隣は、市営住宅の貧しい人たちが住ん

でいた地区だということです。今再開発されて随

分きれいになりましたが、私が2004年に行ったと

きは、市営住宅との境の塀は落書きだらけになっ

ていました。ブレンドリープレイスというのは、

実は、ゲットーのような感じで、富裕層が塀で囲

まれた高級マンションの中に住んでいるような所

なのです。だからバーミンガムの再生にもかかわ

らず、バーミンガムの人のためというよりは、こ

のような億ションのマンションを建設することに

より、外からお金持ちを呼び寄せた形になってい

ます。

　こういう町でのタウンセンターマネージメント

の役割は、都市再生プログラムの計画推進支援を

し、ビジョンなどを組み立てるチームにも参加し

ています。そして、さらなる投資の誘致を目指す

ため、投資家にとって魅力的な町づくりをすると

いう傾向があります。

　では、一体誰がTCMから利益を受けるのかと

いうと、バーミンガムに住んでいる富裕層と、周

りから新しくバーミンガムに来て家を買った人た

ちです。もちろんビジネスの人や観光客、訪問客

は利益を得るのですが、新しく再開発されたタウ

ンセンターの外側に住んでいる貧困層、ワーキン

グクラスの人たちは「うーん」と首をかしげてい

ると思います。

　最後のタイプCが一番理想的な形で、地域福祉

型の都市再生です。これが最も普通のタイプの町

だと思います。ドンカスターやバーンズリーなど

このタイプの町に行きましたが、もともとの産業

が全部なくなってしまって、失業率が上がって、

町の真ん中が荒れて果てて困っていた町です。そ

ういうところでのタウンセンターマネージメント

の役割は、地域の物理的、経済的問題だけではな

くて、社会問題にも関わらざるを得ない状態です。

なぜならば、バーミンガムでしたら、地元の貧し

い人を無視しても、富裕層が外からが買い物に来

てくれます。ところが、ドンカスターでは周りか

ら買い物客を呼んでくるわけにはいかないため、

地元の住民がタウンセンターを使ってくれないと

どうしようもないのです。地元の住民に何とかし

てタウンセンターに来てもらい、お金を使っても

らわないとどうしようもない状態です。従って、

タウンセンターマネージャーは、社会問題解決に

も関与するケースが多いのです。そして、先ほど

から何度も言っていますが、地元住民の町への帰

属意識の向上に努めることが大切になります。

　ここでは、一体誰がタウンセンターマネー

ジャーから利益を受けるのかと言えば、やはり地

元の住民です。つまり、社会的貧困層が町に来て

楽しめるような街づくりをする必要があります。

また、このような町には大きなビジネスはほとん

ど存在しません。マイクロソフトなどは絶対ここ

には来ません。だから、こういう町では小規模ビ

ジネスが中心になるため、地元のビジネスの人た

ちのことを考えて街づくりをしています。いろい

ろな町を私は見ましたが、このタイプがほとんど

のイギリスの町だと思います。バーミンガムやレ

ディングなどのような豊かなところは例外です。

また、タイプAのリッチなところは観光都市で、

オクスフォード、ケンブリッジなどもこのタイプ
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に入ります。

　一様ではない都市再生とTCMの役割ですが、

英国のTCMが都市再生事業の関係者間でどのよ

うに解釈されてきたかまとめてみます。タイプ

A（観光都市）は、再生の必要はありません。こ

こは再生ではなくて、歴史遺産の保存をしなけれ

ばいけません。ここではタウンセンターマネージ

メントは、主に日々のメンテナンスの役割を期待

されます。なぜならば、観光客がどんどん来るた

め、掃除や駐車場の管理が主要な業務となるから

です。

　タイプB（ビジネス主導型）は、タウンセンター

再生プロジェクトの主要メンバーになっている

ケースが多いのです。タウンセンターマネージメ

ントはもともと商業の発展のためにできたので、

町の中心の商業が発展することが最大の目的なの

です。つまり、TCMと都市再生の目的はよく一

致しているケースです。

　タイプC（地域社会福祉型）では、都市再生が

失業などの社会問題と深く関わっており、タウン

センターマネージメントは都市再生チームからは

従属的な役割しか与えられないケースが多くなり

ます。つまり、主に商業の発展を目指すタウンセ

ンターマネージメントと都市再生の目標というの

は少し離れてしまいます。ただし、こういう町は

周りに住んでいる住民しかタウンセンターは使わ

ないので、町の中心を良くし、周りの人の生活の

質を向上させ、町全体を豊かにするという意味で

は、タウンセンターマネージメントは非常に貢献

していると思われます。

■　TCMの将来の展望について
　タウンセンターマネージメントがこれからどの

ように変化していく必要があるのか、ここで少し

考えてみたいと思います。これはあくまで英国の

見解で考えてみたいと思います。

　まず、都市再生にかかわる利害関係者すべてが、

タウンセンターマネージメントの役割について合

意する必要があると思います。タウンセンターマ

ネージメントの役割が、あまりにも場所によって

違うことが問題になります。どこかの町でタウン

センターマネージメントができれば、一体タウン

センターマネージメントに何をさせるのか関係者

が合意していないと、隣の町ではこんなことを

やっていた、あそこではこんなことをやっていた

と、揉めることになります。都市再生の関係者の

中でタウンセンターマネージメントの役割を合意

するというのが必要になってくると思われます。

　次に、タウンセンターマネージメントは一様で

はありません。ですから、地域ごとにカスタマイ

ズする必要があります。業務の種類も組織形態も、

町によって全く違うケースがあります。それぞれ

の都市で一番いい形を選択することが大切になっ

てくると思われます。

　次に、TCMの原則を確立する。TCMというの

は、都市再生のためのさまざまな利害関係者の調

整役を務める人です。私はこれがTCMの主要な

業務だと思います。タウンセンターの再生を考え

るときに様々な利害関係者がいるので、タウンセ

ンターマネージャーのような調整役が必ず必要に

なります。そして、この調整役というのが、新た

なプロフェッショナル（専門家）として認識され

なければならないと思います。英国政府は、再生

をする人をリジェネレーショナーと言っています

が、それを一つの専門家として確立させようと躍

起になっています。そのような専門家を確立する

上では、こんな図面が読めるとか、そのような次

元の話ではなく、ネゴシエーションスキルが必須

うになってきます。いろいろな人とネゴシエー

ションでき、一つのビジョンをつくっていくとい

う、このネゴシエーションスキルの重要性に気づ

き始めています。リジェネレーションのプロを育

てるような研修会を実施などを政府は推進してい

ます。

　つまり、一つの町には、SRBなどの都市再生プ

ログラムのチームがありますが、TCMがそのよ
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うなチームの一つではなく、TCMが各種チーム

の調整役として動く必要があるでしょう。TCM

が中心に位置し、市役所があって、地域開発局

があって、個人のデベロッパーなどいろいろな

ステーク・ホルダーが周りに存在するべきです。

TCMはタウンセンターの利害にかかわることす

べてに関して知っていなければいけないし、利害

関係者間の調整をするのがタウンセンターマネー

ジャーの役割だと私は思います。

■　英国と日本のタウンセンター再生の違い
　では、英国と日本のタウンセンター再生の違い

について、皆さんと考えてみたいと思います。こ

れはあくまで私の意見です。私は13年もこちらに

いて、日本ぼけになっているかもしれないので、

皆さんがどのように思われているか、ぜひご意見

を聞かせていただきたいです。

　まず、英国に比べ日本の都市はどう違うのか。

１番目、日本社会はクラス区分が英国ほどはっき

りしていない。しかし、私がいない間に随分日本

も変わったらしく、今や、勝ち組みとか負け組み

という言われ、格差社会などとといわれています

ね。英国とは違うけれども、格差が激しくなって

きているようですが。２番目に違うところは、都

市の境界が日本ははっきりしていない。イギリス

は道路（インナーリングロード）などがあったり

するため、タウンセンターを定義するのは簡単で

す。それが大きな違いではないかと思います。３

番目は地域性に乏しく、都市間の社会経済格差が

日本は少ない。日本も確かに地域格差はあります

が、英国ほどはないと私は思います。ロンドンと

北の方のマンチェスター辺りの貧困差に比べた

ら、日本の地域格差は私にとっては少ないような

気がします。

　では日本の都市はすべてタイプAか、タイプB

に属するのか。それとも、タイプCもたくさんあ

るのか。その辺のところを一度皆さんと考えてみ

たら楽しいだろうと思っています。

　次に、今、日本でTMOという動きがあります

ので、英国のTCMと日本のTMOの違いについて

考えてみました。英国のTCMは、都市再生プロ

グラムのビジョンに沿って活動します。日本の都

市再生ビジョン（TMO）はどんな関係にあるの

でしょうか。２番目に考えてみたいということは、

英国のTCMは中央政府からバックアップされて

います。先ほど説明した中に英国政府の政策があ

りました。その中でTCMは推進しなさいと、しっ

かりと書いてあります。では日本政府はTMOに

対して、イギリスほどのサポートを本当にしてい

るか。TCMは政府のサポートがないとなかなか

うまくいかないと思われます。３番目の項目とし

て、日本ではいまだに郊外型ショッピングセン

ターがどんどん建っていると私はお伺いしたので

すが、それを規制せずにTMOを推進するのは非

常に難しいと思うのです。かなり矛盾があるよう

な気がします。これは本当に、国の政策に影響さ

れるため、この辺のところは、国の役人などに分

かっていただきたい話です。

　最後になりましたが、TMOのあり方を検討す

る際に、経済的なことだけを考えると無理がある

と思います。日本では商工会議所の方がTMOを

リードしているというお話をよく聞くのですが、

私は英国でTCMの研究をした際にいろいろ考え

たのは、社会学的な配慮です。誰が住んでいるの

か。どういう人たちが町を使うのか。その人たち

の生活の質を高めたら、町の中心がどうなるか。

これは社会学の分野の話です。都市計画というよ

りは、社会学的な配慮もしないと、町の中心の再

生にはなかなかつながらないような気がします。

どういう人たちが町を使うのか。その人たちの生

活の質を高めたら、町の中心がどうなるか。これ

はあくまで本当に社会学の分野です。だから都市

計画というよりは、社会学的な配慮もしないと、

町の中心の再生にはなかなかつながらないような

気がします。ありがとうございました。
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１．目　　的
　諸外国の先進事例等について調査研究することにより施策反映の一助とするとともに、こ
れからの自治体職員にふさわしい国際的視野と識見を持った人材を養成する。

２．研修生の資格要件
　研修の目的を達成するに足りる能力を有する者として、市町村長から推薦された者で50歳
未満の職員とする。推薦は、１市町村１名とする。

３．研修生推薦市町村
　研修生の推薦は各市町村２年に１回とし、平成21年度は、別紙「市町村職員海外研修ブロッ
ク別研修生参加市町村」によるものとする。

４．研修テーマと内容
（1）研修テーマは「コンパクトなまちづくり」とする。

（2）現地調査（公式訪問）は、滞在都市を拠点に班毎に活動するものとする。
（3）自主研修に関するテーマは、事前研修等の中で研修生自身が設定し、調査研究を実施する。

５．研修生の班編成等
（1）研修生を２班に分けて（２班編成）、班単位で現地調査（公式訪問）を実施する。
（2）班分けは、参加市町村の研修生が決定後、当協会で行う。
（3）自主研修についても、原則として班単位で実施する。

６．調査訪問国及び滞在都市
（1）調査訪問国は、イギリスの１か国とする。
（2）滞在は２都市（バーミンガム・ロンドン）を拠点とし、現地調査、自主研修を行うもの

財団法人　大 阪 府 市 町 村 振 興 協 会
平成２１年度市町村職員海外研修実施要領

【内　容（参考）】

　英国では、1980 年代ごろから、大型ショッピングセンターが郊外に多数進出した。それにより、

密度の低い土地利用が広がり、環境破壊や農地の損失、市街地中心部でのにぎわいの喪失、行政の社

会資本整備費の増加などへ影響が拡大していくこととなった。

　それらの状況を克服するために、現在英国の各自治体では、実効性のある都市計画のコントロール

と持続可能な都市のモデルである「コンパクトなまちづくり」によるまちの再生を果たしており、そ

の先進的な取り組みは大阪府の自治体においても参考となるものである。
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とする。
（3）現地調査（公式訪問）は、原則として所定の視察先のうち、各班が協議の上選定し、訪

問するものとする。
（4）自主研修先は、調査内容に応じた訪問先（都市等）を研修生が選定する。

７．研修内容
（1）事前研修

　　　　研修効果を高めるため、研修先の情報収集・研修の予備知識を得ることを目的として
行う。

（2）班別研修
　　　　訪問国の諸制度及び研修テーマの調査研究を行い、あわせて視察先への質問書の作成

ならびに自主研修の調査事項の検討を行う。
（3）現地研修
　　　調査事項についてそれぞれ役割を分担し、主体的に行動する。

（4）事後研修
　　　現地研修後の総括を行い、現地調査及び自主研修テーマについて報告書を作成する。
（5）報告会
　　　現地調査事項についての調査結果を報告する。

（6）その他
　　　研修にあたっては、可能な限り大学教員等の指導助言を受けて進める。

８．研修期間
（1）事前研修　　平成21年６月～９月の間で、全体で４回程度、班別で３回程度
（2）現地研修　　平成21年９月30日（水）～ 10月８日（木）　９日間
（3）事後研修　　平成21年10月～平成22年２月の間で、全体で２回程度、班別で３回程度
（4）報　告　会　　平成22年２月
（5）旅　　費　　現地研修の旅費は、関西国際空港を起点とし、当協会の規定により支給する。
※なお、事前・事後研修及び班別研修については、追加実施する場合がある。
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市町村職員海外研修ブロック別研修生参加市町村

ブロック名 平成21年度 平成22年度

北 摂 ブ ロ ッ ク 池　田　市
吹　田　市
茨　木　市
箕　面　市

豊　中　市
高　槻　市
摂　津　市

河 北 ブ ロ ッ ク 守　口　市
枚　方　市
寝　屋　川　市

大　東　市
門　真　市
四　條　畷　市
交　野　市

中 部 ブ ロ ッ ク 八　尾　市
富　田　林　市
河内長野市
松　原　市
柏　原　市

羽　曳　野　市
藤　井　寺　市
東　大　阪　市
大阪狭山市

泉 北 ブ ロ ッ ク 泉　大　津　市 和　泉　市
高　石　市

泉 南 ブ ロ ッ ク 岸　和　田　市
泉　佐　野　市
阪　南　市

貝　塚　市
泉　南　市

北　 摂　　（ 北 部 ） 豊　能　町 島　本　町
能　勢　町

南 河 内　　（ 東 部 ） 太　子　町 河　南　町
千早赤阪村

阪　 南　　（ 南 部 ） 忠　岡　町
熊　取　町

田　尻　町
岬　　　町

計 20　市　町 21　市　町　村
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平成２１年度市町村職員海外研修 研修日程

研　修　会 日　程 内　　　　　容

第１回事前研修 ６月11日（木）

○13:30 ～ 15:00　オリエンテーション

・自己紹介　・スケジュール等の説明　・班編成　
・班別研修日程調整、役割担当・報告書作成にあたって
○15：00 ～ 17：00　基調講演

・指導助言者による基調講義

第２回事前研修 ７月９日（木）

○13:00 ～ 14:00

・前年度研修生との意見交換
○14:00 ～ 17:00

・指導助言者との意見交換
・班別研修でのアドバイス（研究素材の検討）
・質問書作成にあたって・視察調査先担当班の決定・交流会

班　別　研　修 ６月上旬～　　　
８月上旬

※各班３回程度実施
・班毎での研究（研修テーマ、視察先の調査研究
・検討、日本の先進事例、その他の調査研究）
・視察先への質問事項の作成、提出　・自主研修の検討

第３回事前研修
第１回編集部会 ８月11日（火）

○10:00 ～ 12:00　第１回編集部会（各班編集委員のみ）

・報告書の基本構想、ルールづくり　・各班員への伝達
○13:00 ～ 16:00

・各班から質問内容の発表
・指導助言者からのコメント、アドバイス
・視察にあたっての心構え
○16：00 ～ 17：00

・日本旅行からのご案内（自主研修、保険、その他報告等）

第４回事前研修 ９月17日（木）

○14:00 ～ 17:00

・結団式　　　　　　　　　　・現地持参品の確認
・現地研修日程の最終確認　　・渡航中の注意事項
・新型インフルエンザの対応について　等

現　地　研　修
９月30日（水）

～
10月８日（木）

・現地調査（イギリス）

第１回事後研修
第２回編集部会 10月19日（月）

○11:00 ～ 12:00　第２回編集部会(各班編集委員のみ)

・報告書構想の決定　・表現等共通事項の確認
・報告書内容とスケジュールの確認
○13:00 ～ 16:00　

・各班から指導助言者への現地調査報告
・報告書作成にあたってのアドバイス
○16:00 ～ 17:00　

・報告書作成要領の確認、班別研修（前期）日程調整
・今後の予定について

班　別　研　修 10月中旬から
２月初旬まで

※各班４回程度実施（12月まで２回、１月以降２回程度）
・各種報告内容の作成　・成果報告会発表に向けて

第２回事後研修 12月７日（月）

○13:00 ～ 16:00

・現地報告書案の指導助言　・成果報告会でのアドバイス
○16:00 ～ 17:00　

・班別研修（後期）日程調整　・今後の予定について

プレゼンテーション研修 １月19日（火） ○10:00 ～ 17:00

・成果報告会に向けての事前研修と準備

第３回編集部会 １月 28 日（木） ○ 10:00 ～ 17:00　第３回編集部会（各班編集委員のみ）

・報告書の最終校正と確認作業

成 果 報 告 会 ２月 17 日（水） ○ 13:30 ～ 17:00

現地調査報告（班別）
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平成２１年度市町村職員海外研修
【班別活動記録書】

Ａ　班
研修会名 第１回事前研修

日　　時 平成 21 年６月 11 日（木）13：30 ～ 17：00

活動内容
◦海道清信教授による基調講義「イギリスの都市再生とコンパクトシティ政策」
◦事務局より研修実施要領、研修日程等の説明
◦研修生、事務局職員の自己紹介
◦Ａ班における役割分担及び班別研修日程の決定

研修会名 第１回班別研修

日　　時 平成 21 年７月１日（水）13：30 ～ 17：00

活動内容 ◦現地調査先選別
◦現地調査先の資料収集

研修会名 第２回事前研修

日　　時 平成 21 年７月９日（木）13：00 ～ 17：00

活動内容 ◦海道教授による基調講演やコンパクトシティについての意見交換
◦前年度研修生との意見交換
◦Ａ班現地調査先の決定

研修会名 第２回班別研修

日　　時 平成 21 年７月 15 日（水）13：30 ～ 17：00

活動内容
◦質問書作成作業（ワークショップ形式）
◦現地調査先の資料収集
◦日英における制度の相違点研究
◦地域別担当者の選考

研修会名 第３回班別研修

日　　時 平成 21 年７月 29 日（水）13：30 ～ 17：00

活動内容 ◦質問書取りまとめ作業
◦自主研修訪問先の選考・資料収集

研修会名 第３回事前研修

日　　時 平成 21 年８月 11 日（木）13：00 ～ 17：00

活動内容 ◦質問書内容の発表
◦海道教授から視察にあたってのアドバイス
◦事務局より視察にあたっての心構え

研修会名 第４回班別研修

日　　時 平成 21 年８月 18 日（火）13：30 ～ 17：00

活動内容 ◦質問書作成最終作業
◦自主研修訪問先の決定
◦報告書作成時の注意事項伝達

研修会名 第４回事前研修

日　　時 平成 21 年９月 17 日（木）14：00 ～ 17：00

活動内容 ◦結団式
◦事務局より渡航前の最終確認
◦現地研修日程の最終確認
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研修会名 第１回事後研修

日　　時 平成 21 年 10 月 19 日（月）13：00 ～ 17：00

活動内容
◦海道教授への現地調査報告
◦海道教授より報告書作成にあたってのアドバイス
◦報告書作成要領の確認
◦班別活動の日程調整

研修会名 第１回班別事後研修

日　　時 平成 21 年 11 月２日（月）13：00 ～ 17：00

活動内容 ◦報告書原稿作成の日程調整
◦成果報告会テーマ作り（ワークショップ形式）

研修会名 第２回班別事後研修

日　　時 平成 21 年 11 月 17 日（火）13：00 ～ 17：00

活動内容 ◦報告書原稿提出の日程調整
◦現地報告書編集作業
◦原稿記述に関する注意点の作成

研修会名 第２回事後研修

日　　時 平成 21 年 12 月７日（月）13：00 ～ 17：00

活動内容
◦海道教授による現地報告書原稿案についての意見交換
◦成果報告会に向けてのアドバイス
◦班別研修の日程調整
◦Ａ班総括文・まとめの作成作業

研修会名 第３回班別事後研修

日　　時 平成 21 年 12 月 28 日（月）10：00 ～ 17：00

活動内容 ◦総括文・まとめの編集作業
◦成果報告会での発表内容の検討

研修会名 第４回班別事後研修

日　　時 平成 22 年１月７日（木）13：00 ～ 17：00

活動内容 ◦報告書原稿の最終編集作業
◦成果報告会での役割分担の検討
◦成果報告会発表用パワーポイント作成

研修会名 プレゼンテーション研修

日　　時 平成 22 年 1 月 19 日（火）10：00 ～ 17：00

活動内容 ◦プレゼンテーションの基礎説明・実習
◦成果報告会に向けてのグループワーク

研修会名 第５回班別事後研修

日　　時 平成 22 年２月３日（水）10：00 ～ 17：00

活動内容 ◦成果報告会での役割分担決定
◦成果報告会発表準備作業

研修会名 マッセ OSAKA 研修研究成果報告会

日　　時 平成 22 年２月 17 日（水）13：30 ～ 17：00

活動内容

◦現地調査報告
「英国都市再生戦略　～都市の持続可能性を考える～　」
会　場　おおさか市町村職員研修研究センター（マッセ OSAKA）
　　　　５階　映像研修広場
参加者　大阪府内市町村職員　約 200 名
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Ｂ　班
研修会名 第１回事前研修

日　　時 平成 21 年 6 月 11 日（木）13：30 ～ 17：00

活動内容

◦海道清信教授による基調講義
　「イギリスの都市再生とコンパクトシティ政策」
◦事務局より研修実施要領、研修日程等の説明
◦研修生、事務局職員の自己紹介
◦ B 班における役割分担及び班別研修日程の決定

研修会名 第１回班別研修

日　　時 平成 21 年 6 月 17 日（水）13：00 ～ 17：00

活動内容 ◦現地調査先の都市概要及び調査目的を情報共有
◦現地調査先の選定及び資料収集

研修会名 第２回事前研修

日　　時 平成 21 年 7 月 9 日（木）13：00 ～ 17：00

活動内容 ◦海道教授による基調講演やコンパクトシティについての意見交換
◦前年度研修生との意見交換
◦ B 班現地調査先の決定

研修会名 第２回班別研修

日　　時 平成 21 年 7 月 22 日（水）14：00 ～ 17：00

活動内容
◦調査目的及び調査概要の再確認
◦調査先別担当者の決定
◦質問書作成作業
◦現地調査先の資料収集

研修会名 第３回班別研修

日　　時 平成 21 年 7 月 27 日（月）14：00 ～ 17：00

活動内容 ◦質問書取りまとめ作業
◦現地調査先の資料収集

研修会名 第３回事前研修

日　　時 平成 21 年 8 月 11 日（木）13：00 ～ 17：00

活動内容 ◦質問書内容の発表
◦海道教授から視察にあたってのアドバイス
◦事務局より視察にあたっての心構え

研修会名 第４回事前研修

日　　時 平成 21 年 9 月 17 日（木）14：00 ～ 17：00

活動内容 ◦結団式
◦事務局より渡航前の最終確認
◦現地研修日程の最終確認

研修会名 第１回事後研修

日　　時 平成 21 年 10 月 19 日（月）13：00 ～ 17：00

活動内容
◦海道教授への現地調査報告
◦海道教授より報告書作成にあたってのアドバイス
◦報告書作成要領の確認
◦班別活動の日程調整
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研修会名 第１回班別事後研修

日　　時 平成 21 年 10 月 27 日（火）14：00 ～ 17：00

活動内容 ◦報告書原稿作成の日程調整
◦成果報告会のテーマ検討

研修会名 第２回班別事後研修

日　　時 平成 21 年 11 月 19 日（木）14：00 ～ 17：00

活動内容 ◦報告書原稿内容の確認及び作成作業（調査先別）
◦原稿記述による注意点の確認
◦報告書原稿提出の日程調整

研修会名 第２回事後研修

日　　時 平成 21 年 12 月 7 日（月）13：00 ～ 17：00

活動内容
◦海道教授による現地報告書原稿案についての意見交換
◦成果報告会に向けてのアドバイス
◦班別研修の日程調整
◦Ｂ班総括文・まとめの作成作業

研修会名 第３回班別事後研修

日　　時 平成 22 年１月７日（木）13：00 ～ 17：00

活動内容 ◦報告書原稿の最終編集作業
◦成果報告会での役割分担決定
◦成果報告会発表用パワーポイント作成

研修会名 プレゼンテーション研修

日　　時 平成 22 年１月 19 日（火）10：00 ～ 17：00

活動内容 ◦プレゼンテーションの基礎説明・実習
◦成果報告会に向けてのグループワーク

研修会名 第４回班別事後研修

日　　時 平成 22 年２月４日（水）14：00 ～ 17：00

活動内容 ◦成果報告会発表用レジュメ作成
◦成果報告会発表準備作業

研修会名 マッセ OSAKA 研修研究成果報告会

日　　時 平成 22 年２月 17 日（水）13：30 ～ 17：00

活動内容

◦現地調査報告　B 班
「豊かさが実感できる都市構造と都市経営」
会　場　おおさか市町村職員研修研究センター（マッセ OSAKA）
　　　　５階　映像研修広場
参加者　大阪府内市町村職員　約 200 名

建設環境部
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建設環境部
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平成２１年度　市町村職員海外研修生名簿

Ａ班

Ｂ班

指導助言者

事務局

氏　　名 所属市町村等 所　属　課　等
団　　長 伊　東　俊　明 （財）大阪府市町村振興協会 研 修 課
Ａ班班長 上　畑　光　明 豊 能 町 建 設 環 境 部 農 林 商 工 課
Ｂ班班長 松　井　　　靖 太 子 町 住 民 部 地 域 振 興 防 災 室

氏　　名 所属市町村 所　　属　　課
上　畑　光　明 豊 能 町 建 設 環 境 部 農 林 商 工 課
田　邊　武　志 茨 木 市 都 市 整 備 部 建 築 指 導 課
奥　村　裕　宣 忠 岡 町 事 業 部 建 設 課 都 市 計 画 係
宮　本　貴　代 松 原 市 保 健 福 祉 部 福 祉 総 務 課 福 祉 係
森　貞　孝　一 阪 南 市 保 健 福 祉 部 保 険 年 金 課
道　井　　　渉 泉 佐 野 市 総 務 部 総 務 課 文 書 法 規 係
石　井　秀　和 岸 和 田 市 ま ち づ く り 推 進 部 都 市 計 画 課 交 通 政 策 担 当
中　野　篤　志 河 内 長 野 市 都 市 建 設 部 道 路 交 通 室 交 通 政 策 課
水　越　由　季 池 田 市 総 務 部 税 務 課 市 民 税 係

氏　　名 所属市町村 所　　属　　課
松　井　　　靖 太 子 町 住 民 部 地 域 振 興 防 災 室
真　田　　　洋 八 尾 市 建 築 都 市 部 都 市 整 備 課
下　中　昭　三 熊 取 町 事 業 部 ま ち づ く り 計 画 課
関　根　慎　吾 泉 大 津 市 都 市 整 備 部 ま ち づ く り 政 策 課 開 発 指 導 係
荒　木　和　美 寝 屋 川 市 ま ち 政 策 部 都 市 計 画 室
西　倉　優　子 枚 方 市 都 市 整 備 部 都 市 計 画 課
平　田　有　児 柏 原 市 健 康 福 祉 部 高 齢 介 護 課
杉　本　智　子 守 口 市 福 祉 部 生 活 福 祉 課
高　橋　京　司 富 田 林 市 ま ち づ く り 政 策 部 道 路 交 通 課 管 理 係

氏　　名 所　　属 役　職　名

海　道　清　信 名城大学都市情報学部都市情報学科 教　　　授

氏　　名 所　　属 役　職　名
伊 東　 俊 明 （財）大阪府市町村振興協会　研修課 課　　　長
檜 　 光 優 （財）大阪府市町村振興協会　研究課 主　　　幹
畑 中　 英 章 （財）大阪府市町村振興協会　振興課 主　　　査
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編 集 後 記

平成２１年度大阪府市町村職員海外研修

報 告 書 編 集 部 会

宮　本　貴　代
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♢　我が国では、昨年の政権交代を受けて、コンクリートから人へと大きく政策のかじを
切ろうとしています。今回、英国で見てきたことは、まさに、環境に配慮し、人を最優
先するまちづくりそのものでした。また、訪問先では多くの人々と出会い、説明をお聞
きしましたが、どの担当者の方も非常に郷土愛が強く、情熱を持ってまちづくりに取り
組んでおられました。この熱い思いを少しでも伝えることができればと報告書をまとめ
ました。この報告書が、我が国のこれからのまちづくりの一助になればと切に願ってい
ます。最後になりましたが、完成まで多くの方々にお力添えをいただき、厚くお礼を申
し上げます。ありがとうございました。

♢　英国で様々な規模のまちを視察しましたが、どの地域も平日にも関らず、買い物、ベ
ンチでの読書、道端での演奏等、思い思いの時間を過ごしている人で溢れていました。
また、花や緑は空間に彩りを添え、鳥や小動物たちは癒しを与えていました。そこに研
修生の誰もが「豊かさ」を感じていました。まちづくりには利便性や費用対効果だけで
なく、生活の中で「豊かさ」を感じられる仕組み作りも新たな視点として加わりました。
まちづくりをする前に、自分自身がわがまちに愛着や誇りを持って業務に携わりたいと
思います。
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