


団長あいさつ
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 19 年度市町村職員海外研修

団　長　　相　川　　匡

地方分権が実行の段階に入り、自治体を取り巻く環境は、人口減少 ･超高齢社会

の到来、グローバル化の進展など大きく変化しています。

こうした中で、市町村は自己決定、自己責任のもと、高度化、多様化する住民ニ

ーズに対応し、個性的で特色ある地域社会の実現と持続可能な地域経営を進めていく

ために、柔軟で斬新な発想とこれまで以上に効率的な行財政運営が求められています。

当協会では、このような時代の潮流に適切に対応できる人材の育成を図るため各

種の研修を実施しており、その一つとして昭和 63 年度から市町村職員海外研修を実

施しております。

この研修では、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併せ持

った人材を養成することを目的に行っているものです。

　今回は ｢持続可能な地域づくり｣をテーマに 9月 26 日から 10 月 4 日までの 9日間、

環境保護政策の先進国であるドイツのハム市 ･ミュンスター市とハンブルク市での現

地研修を行いました。

　現地での研修は、時間的にハードであったように感じましたが、団員の熱心で精力

的な取り組みと事前研修での十分な下準備によってスムーズに行うことができ、文献

等だけでは得られない様々なことを体感することが出来ました。

団員の皆さんには、今回の研修で得られた貴重な体験や知識を業務に活かし、個

性と活力に溢れたまちづくりと地域振興の推進役として、より一層ご活躍されること

を期待いたします。

　最後に、今回の研修に数多くの指導助言をいただきました花田眞理子先生（大阪産

業大学大学院　人間環境学研究科准教授）をはじめ、現地研修で熱心にご説明いただ

いた方々、また、事前 ･事後を含め 9ヶ月に亘る研修にこころよく送り出していただ

いた職場の皆様に厚くお礼申し上げまして、ご挨拶といたします。
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1．ミュンスター市

ミュンスター市は、ドイツ連邦共和国の中西部、ノルトライン＝ヴェストファーレン州の北部に位置す

る州都で人口約28万人、州の中ではケルンに次ぐ２番目に大きな都市である。人口の20％近くを学生が占

める大学都市でもある。

ミュンスター市は自転車の利用が盛んなまちで、まちの中心部では自動車交通が規制される区域が設け

られ、パークアンドライドシステム、駅前の地下大型駐輪場の整備などが進み、ドイツで最も自転車利用

が進んだ都市として有名である。

また、公共施設や住宅、民間企業における省エネの取り組み、廃棄物再資源化策などの積極的な環境施

策が評価され、1997年にはドイツ環境自治体コンテストで第１位となっており、行政の取り組みと市民の

行動とが見事に融合した例として学ぶべき点が多い。

2．ハム市

ハム市は、ミュンスター市と同じノルトライン＝ヴェストファーレン州に属しルール工業地帯の東端に

位置する人口約19万人の都市である。

かつては炭鉱のまちであったが、1970年代から石炭から石油への燃料の転換に伴い炭鉱の閉鎖が相次ぎ、

経済不振、失業者の増大のほか、土壌や河川の汚染という深刻な問題をも抱えていた。このような中、

1992年には州のモデルプロジェクト「未来エコロジー都市」に参加し専門家や各種団体、学校や市民をも

巻き込んで、環境保護をキーワードにまちの再生に取り組んだ。

この結果、1998年には、ドイツ環境自治体コンテストで第1位となるなど、住民と行政が一体となった

取り組みが着実に成果を上げている。

3．ハンブルク市

ハンブルク市は、ドイツの北西部に位置し一市単独で連邦州を形成する都市で、正式名称を「自由ハン

ザ都市ハンブルク」といい、人口約174万人を擁するドイツ連邦第２の都市である。公園や緑地が多く緑

にあふれた街並みで、バロック様式の聖ミヒャエル教会が町のシンボルとなっている。また、中世以来、

エルベ川の水運を利用した港湾都市でもあり、レンガ造りの倉庫群が独特の魅力的な景観を形成している。

ハンブルク市では、環境にやさしい企業づくりというコンセプトにのっとって、さまざまな政策が推進

されている。行政と民間企業との協働によって、電気や水道の使用量節約がコストの削減にダイレクトに

つながる仕組みを構築し、民間企業による環境保護への取り組みを効果的に促進しており、都市型の環境

政策のモデルとして注目すべき点が多い。

訪問先の都市について
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現地調査の概要
Ａ　班

平成19年９月27日（木）

ドイツ連邦共和国　ハム市

マキシミリアンパーク

炭鉱跡を活用した庭園施設

歴史による自然とまちの再生

炭鉱跡の活用が地域活性化に及ぼした効果はどのようなものであった

か。また、整備に関する住民の参画及び施設づくりのコンセプトにつ

いて学ぶ。

代替エネルギーの普及により、かつて繁栄していた炭鉱が廃鉱となり、

多くの炭鉱労働者が失業し、まちは活気を失っていった。そこで地域

活性化のため、跡地の活用が計画された。

ガーデンショーの開催に際しては、連邦や州から補助金を受け、鉄道

友の会・亀の愛好会・花の友の会等、各種団体の協力もあり成功を収

めた。そして炭鉱跡地の整備にあたり、近隣住民の意見を最大限尊重

する方法を採用した結果、炭鉱時代の物をそのまま残し、自然保護や

環境教育をテーマにした大規模公園に生まれ変わった。

施設の整備について当初住民は消極的であったが、今では炭鉱跡地の

代表的な活用事例として、地域の象徴的施設になっている。22haの敷

地を持つこの施設には、年間35万～40万人の入場者があり、ハム市の

住民が懐かしい思いを抱いて利用する、親しまれる施設となっている。

入場者数は天候によって左右されるので、今後室内施設の確保が必要

である。現在経営は安定しているが、管理運営に係わる人件費率が高

いことが想像され、毎年15万ユーロ（約2490万円）もの設備投資があ

るほか、新たな室内施設の整備に300～350万ユーロ（約４億9800～５

億8100万円）もの支出を予定しているので、地元住民が施設運営の一

部を担い、経費節減につなげる工夫も必要である。

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要

（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題

※１ユーロは166円で換算（本報告書において同じ）
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平成19年９月27日（木）

ドイツ連邦共和国　ミュンスター市

エムズホフ

農業体験型施設

持続可能な地域づくり

環境教育（農業等を活用した資源循環）

子どもの自然体験不足が深刻になりつつあったため、NGOグループ

によって農場を開設した。

当該施設において農作業や動物の世話等を行い、様々な体験学習を行

うものである。

当該施設による農作業の体験を通じて、食への関心、自然や動物とふ

れあう事により、さまざまな事項について学習することができ、環境

教育や情操教育の一貫に寄与する。

当該施設の運営に当たってのボランティアの確保、運営費用の捻出及

び子ども達への参画の呼びかけ。

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要

（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題
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平成19年９月28日（金）

ドイツ連邦共和国　ハム市

ハム市環境省とリッペ川

ハム市を流れるリッペ川は、ライン川の支流であり、その川べりは、

多くが湿地帯となっており、川は蛇行し、氾濫原となっていたことか

ら、その肥沃な土地を利用して、川べりは農地として利用されてきた。

自然再生に向けて

～リッペ氾濫原再生プロジェクト～

自然再生に関わる環境プロジェクトとその効果について

リッペ川に護岸用の石垣を築造したり、川べりの開発が進んだことに

より、野鳥等の動植物にとって、以前の生態系が崩され、生息地とし

て困難な状況となっていた。

リッペ川を元の自然の状態に戻すため、川に築造した石垣を取り除き、

川と川べりが一体となる、以前にあった氾濫原としての湿原を取り戻

す。また、川べり周辺を保護区に指定をし、市が土地を買い取ってい

く。

川べりに湿原が戻り、現在育成中であり、野鳥等の動植物も徐々にで

はあるが戻りつつある。

今後、川べりの湿原等をこのまま育成していき、動植物の生息地を取

り戻し、周辺ビオトープとのネットワークを促進する。また、市民も

事業の成果を共有できるよう、計画地域全体を、公園化することに取

り組む。

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要

（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題
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平成19年９月28日（金）

ドイツ連邦共和国　エッセン市

ルール工業地帯（ツォルフェライン炭坑群第12坑）

石炭採掘工場の跡地を歴史継承の拠点として整備し、集客施設として

運営している。

ルール工業地帯（ツォルフェライン炭坑群12坑）に見る地域再生術

ルール工業地帯の汚れたイメージをどのように改善しようとしている

のか。また、歴史的遺産をどのように地域づくりに活用しようとして

いるのかについて学ぶ。

1986年に閉鎖された石炭採掘工場を、産業発展の基礎を語り継ぐ施設

として整備。世界文化遺産としての指定と集客施設としての利便性確

保の狭間で多くの議論があった。

１億５千万ユーロ（約249億円）を投資し、文化遺産としての価値を

失わないように配慮する一方、新進芸術家の作品を敷地内に配置する

など、美術的な点にも工夫を凝らし、魅力的な集客施設としている。

ルール工業地帯に付きまとう悪いイメージを払拭するべく、各施設の

整備とともに、それらをつなぐルートを作成し、広く市の内外に対し

て啓発活動を行っている。

炭鉱のまちの悪いイメージが改善され、今ではルール地方のエッフェ

ル塔的存在としてまちの誇りとなっている。また、世界文化遺産指定

後には75万人もの来館者を数えるに至っている。

炭鉱を閉鎖した後のルール地方の持続的地域振興に大いに貢献してい

るが、現在では環境に配慮した施設整備や運営については特記すべき

事項が見出せなかった。施設整備はいまだ完成していないが、更に来

館者を増加させ、炭鉱・石炭に発する産業発展史の学習施設、または

環境保護の象徴的施設として定着するには更なる発展が望まれる。

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要

（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題
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2007年10月１日（月）

ドイツ連邦共和国　ハンブルク市

連邦風力発電協会、風力発電設備（民間所有）

連邦風力発電協会は、再生可能エネルギーの１つである風力発電の普

及・啓発を図るため活動をしている。

再生可能エネルギーについて

ドイツにおける取組みの成功例として、再生可能エネルギーの１つで

ある風力発電を取り上げ、その現状について調査を行うことにより、

今後、地方自治体で「持続可能な地域づくり」を行うにあたって何が

大切なのかを探ることを目的とする。

ドイツは2050年には全エネルギーの50パーセントを再生可能エネルギ

ーにすることを目標にしており、その割合は年々増加している。その

再生可能エネルギーの中で一番重要な地位を占めているのが風力発電

である。

風力発電設備の設置者は、電気を生産し、それを電力会社に売却する

とともに、自らも電気を使用することになるが、それら売却代金と使

用料の差額が設置者の利益となる。

なお、ドイツにおいて電力会社は生産量の一定割合について再生可能

エネルギーを購入しなければならないこととなっている。

・地球温暖化防止の観点から環境に配慮した発電方法として注目され
ている。

・風力発電設備の増加により新たな雇用が生まれた。
・経済活動の一環として利益を得る目的で風力発電設備を設置するよ
うになった。

・風力発電設備を見学に来る観光客が増えた。

風力発電に対しては、①プロペラの回転により、騒音が発生したり、

影が短い間隔でできたり消えたりする、②鳥が回転に巻き込まれて死

んでしまう、③設備設置には莫大な費用がかかる、④景観を悪くして

しまう、などの問題が指摘されていることから、これらの問題をいか

にクリアしていくかが重要となる。

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要

（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題
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平成19年10月２日（火）

ドイツ連邦共和国　ハンブルク市

ハンブルク市環境都市計画局

“環境にやさしい企業づくり”のための制度づくりと企業とのパート

ナーシップにより電気・ガス・水道などの倹約とCO2削減の実績を収

めている。

財政的インセンティブによる、環境問題解決。

企業に対する環境意識の動機付けのしくみや実績の調査。

多くの企業が経費節減の課題を抱えている現状。

企業が抱える経費節減の課題と環境を結びつけた施策を実施してい

る。

企業自らが環境に配慮した設備へ変更することで、経費の節減を図る

ことができるとともに、省エネ（CO2の削減）効果が得られる。

企業へのPR活動と設備変更費補助の財源確保。

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要

（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題
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平成19年10月２日（火）

ドイツ連邦共和国　ハンブルク市

ブラーム　ヴィッシュ　エコ住宅

エコロジー住宅プロジェクト。太陽熱集熱器、植物による排水自然浄

化槽、雨水貯水槽等さまざまなしくみを住環境の中に取り入れている。

人と地球にやさしい街づくり

ドイツにおいて、自治体主導のエコ住宅の取り組みが、持続可能なも

のであるのか、また、我が国で取り組むにあたっての課題等について

調査。

1993年、ハンブルク市が所有地に、ガス会社とタイアップし、環境に

配慮した住宅の建設を計画。

効率よく持続可能、かつ将来を見越した地域暖房供給システムの導入

により環境を保護する。

太陽熱利用効率は、当初の計画どおりではなかったが、ビオトープの

整備がされており、環境教育の場としても利用できる。

設備の老朽化が進み、維持管理費用の増大が見込まれる。また、他の

自然エネルギーの導入検討が必要である。

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要

（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題
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平成19年９月27日（木）

ドイツ連邦共和国　ハム市

エコ・センターNRW〔Öko Zentrum NRW〕

視察を行ったエコ・センターNRWは、州と14の企業が共同で設立し

た有限会社（第三セクター）を母体とする、ドイツ最大の環境建築に

おける教育研究センターである。

持続可能な地域づくりを目指した住環境の整備について

○エコ・センターNRWの整備と運営について

○エネルギー・パスポート制度を活用した建物の建築について

行政主導ではない環境マネジメントの拠点整備や制度運営を調査する

ことにより、持続可能な地域づくりにおける推進方策の検討材料とす

る。

90年代後半から、水や土壌、気候、動植物、景観、インフラなどを総

合的にとらえた都市計画が進められてきた。

また、産業構造の変化に伴い閉山された炭鉱とその周辺地域では、跡

地の再利用や環境整備が求められていた。

景観、インフラだけでなく環境保全までも総合的にとらえた都市設計

を推進する具体的な方策として、その拠点となるエコセンターを整備

するとともに、個々建物のエネルギー効率を表示することで、効果的

な環境維持を目指している。

生活の質を落とすことなく環境に配慮した街づくりが広がりを見せて

いる。これはドイツ国内だけでなく、EU諸国へも波及し、制度化が

進んでいる。

都市部と農村部での生活環境の違いや、理念と制度とのギャップが残

る。国民の意識の高まりと施策の浸透は、まだ緒についたところであ

る。

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要

（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題

Ｂ　班
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平成19年９月27日（木）

ドイツ連邦共和国　シュタインフルト町

ボルゴスト〔Borghorst〕住宅団地

人口28万人のミュンスター市の通勤圏に位置するシュタインフルト町

ボルゴスト住宅団地では、低所得者向け賃貸住宅の建設にあたり、新

しい形のソーラーシステムを導入し、エネルギーの効率化に成功して

いる。

持続可能な地域づくりを目指した住環境の整備について

自然エネルギーを最大限活用した省エネルギー建築のひとつであるソ

ーラー団地を視察し、そのシステムと課題についての調査を行なう。

シュタインフルト町では、近年人口が増加し住宅需要が高まっている。

そこで、同一行政管区であるミュンスター市と歩調を合わすように、

新しいソーラーシステムを用い、環境に配慮した住宅団地の建設を行

なった。

太陽光エネルギーを給湯と暖房のための熱源とする画期的なシステム

を導入した、42棟の低所得者向け賃貸住宅団地を建設した。

地球環境への配慮とともに、エネルギーコストを大幅に低減すること

ができた。

住宅のエネルギーコンサルタントを行なったKlumpel氏は、今度は低

所得者向きでない住宅を作りたいと言う。予想に反して、住民の一部

はソーラーシステムの意義を理解していない様子であった。

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要

（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題
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平成19年９月28日（金）

ドイツ連邦共和国　ミュンスター市

環境フォーラムミュンスター

環境問題に関する様々なテーマで活動している市民団体がサスティナ
ビリティーという共通するテーマのもとに、緩やかに連携し、各団体
の独自目標による活動を継続している。
また、市からの資金の支援を受けながらも、市民団体として自立した
活動を継続し、対等なパートナーとして市への提言や働きかけを行い
ながら、市と連携した活動も実施している。

環境フォーラムミュンスターの事例に学ぶ
環境団体の連携による持続可能な地域社会づくり

持続可能な地域社会は、行政のみで構築することは不可能である。ま
た、府内における市民が自主的に行う活動は多くの場合、特定の分野
に特化し、一般市民や行政の理解を得にくい状況にある。市民活動の
連携と行政とのより良い関係づくりに関して調査し、協働による持続
可能な地域社会づくりについて検討する。

自動車交通による大気汚染、果樹園の営農放棄による自然環境荒廃の
危機。環境問題に関する市民活動を個別に行い、行政との交渉を行っ
ていたが、16年前にサスティナビリティーという一致できる活動目的
のもとに結集し精力的に活動を展開している。

市による活動資金の援助、活動場所の提供
協働による自動車利用抑制、環境負荷のすくない自動車の普及に関す
る啓発
効率的なエネルギー利用に関する計画への参画
協働によるリンゴ農園の保全などの自然保護活動

自動車交通の抑制による市街地環境の改善、温暖化防止への貢献、
人々が集う活力ある中心市街地の形成、周辺農地の保全などによる自
然環境の維持などにより、環境首都コンテスト金賞を２回受賞し、暮
らしやすいまちコンテスト金賞にも輝いた。

持続可能な地域社会に関する事業者、市民団体、行政の考え方は、必
ずしも一致しておらず、まちづくりの方針に関してズレが生じつつあ
る。いかにまちの将来像を共有していくかが大きな課題である。
また、市民団体の活動は一部の意識の高い市民により展開されている
可能性があり、広範な市民の参加により、活動をいかに広げ継続する
かが課題である。

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要
（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題
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平成19年９月29日（土）

ドイツ連邦共和国　ミュンスター市

カーフリー団地自治会
エコロジー住宅住民会

カーフリー団地自治会は、公団建設のカーフリー団地において趣旨の
徹底、近隣コミュニティ活動、団地施設の管理業務の受託を行なって
いる。
エコロジー住宅住民会は、市からエコロジー住宅の管理に関する権限
の一部を委任され、自主的に環境に配慮した住宅の補修、環境に配慮
した暮らしを実践している。

持続可能な地域社会づくりを目指して
環境保全と地域コミュニティ構築に向けた住民団体の取り組み

持続可能な地域社会は、行政のみで構築することは不可能である。我
が国においては、地域社会における取り組みに関して、自治会に期待
する部分も大きいが、都市部においては地域コミュニティの再構築自
体も課題となっている。ドイツにおける地域団体の取り組みを調査する。

カーフリー団地は、州のプロジェクトとして計画され、その成功に向
けて、計画段階からの住民参加が図られた。これを契機に入居予定者
による組織が結成され、入居後は団地の管理業務の一部を受託または
受任している。
エコロジー団地は、中心市街地における居住の継続を求める住民が団
体を結成し、居住権を守るとともに、環境に配慮した住宅の改修、建
て替えを自主的に実施した。

カーフリー団地
住民によるコミュニティールームの開設（賃借料の減額）
管理事業の自治会への委託、委任
入居者選考における自治会の参加
エコ団地
省エネルギーに配慮した改修、建て替え
コージェネレーションの自主的導入、雨水の活用
管理事業の住民会への委任
入居者選考における住民会の参加

カーフリー団地
自動車に頼らない生活の普及に寄与している。コミュニティづくり
（隣人関係の構築）に寄与している。
エコロジー住宅
地球温暖化防止に寄与している。コミュニティづくり（隣人関係の
構築）に寄与している。

カーフリー団地
第２期入居者の参加が進まない。隠れ自動車所有もある。
エコ団地
市との保存契約は10年であり、存続保障がない。

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要
（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題
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平成19年９月28日（金）・29日（土）

ドイツ連邦共和国　ミュンスター市

（中心地）9/28

（市内地）9/29

ノルトライン・ヴェストファーレン州

面積 302.89

人口 28万人弱

自転車にやさしいまちづくり

自動車と自転車・歩行者の共存を考え、自動車を街から排除すること

なく、自転車や歩行者が安心できるまちづくりを第２次世界大戦直後

より進めてきたミュンスター市より学ぶ。

大戦により街が壊滅的に破壊されたが、18世紀の街並みを生かした復

興を計画し、クモの巣状に広がる道路を備えた。また1948年にすべて

の幹線道路に自転車の通る道をつけると決定し、現在は市内に254㎞

に及ぶ自転車道がある。

自転車道の設置や中央駅前に3300台の大型駐輪場の整備、建築基準に

駐輪場の設置を盛込むなどハード面の整備に伴い、交通規制などによ

り自転車にやさしい交通状況をつくり、市民に自転車や公共交通手段

の利用を促す。

自動車の利用も増えているが、自転車や公共交通機関の利用も他市と

比べると格段に多くなっている。自転車の利用が多いことによって地

元に対する経済効果が高くなることと、環境や健康にもよい。

ミュンスター市でも近年中に郊外に大規模小売店舗ができる予定があ

るが、自転車とどのように共存していくかなどの課題がある。

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要

（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題
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平成19年10月１日（月）

ドイツ連邦共和国　ハンブルク市

アルバート・ティア・ギムナジウム

〔Albrecht－Thaer－Gymnasium〕

ハンブルク市内にある中高一貫の公立学校であり、1994年からフィフ

ティ・フィフティ・プロジェクトを実践し、毎年大きな省エネ効果を

上げており、当学校は、ドイツにおける省エネコンテストでも優秀な

成績を収めている。

フィフティ・フィフティ・プロジェクトによる環境教育について

～子どもたちを通して見えるもの～

フィフティ・フィフティ・プロジェクトの実践による省エネ、また、

環境教育にどのように効果があるかを探るとともに、日本が参考とす

べき点について考察する。

「地球規模で考え、足元から行動する：ハンブルクの学校は節約路線

に変更します」というフレーズで、フィフティ・フィフティ・プロジ

ェクトを宣伝している。

フィフティ・フィフティ・プロジェクト

フィフティ・フィフティ・プロジェクトを推進しエネルギー消費量の

削減を図るとともに、市の効率的な財政運営に寄与した。また、子ど

もたちに対する環境意識の向上を促した。

学校全関係者に対する制度実施意識の高揚を高める。また、幼稚園

（低年齢層）などに対してフィフティ・フィフティ・プロジェクト実

施の拡大に取り組む。

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要

（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題
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平成19年10月１日（月）

ドイツ連邦共和国　ハンブルク市

ハンブルク都市清掃（SRH）

従業員は約2,500人、施設はハンブルク市所有の公設民営化された施

設。ごみ処理専門サービス業者で、一般的なごみ及び資源ごみの処理、

都市清掃を実施している。同社はこれらのサービスによって得られる

収入で、独立採算で運営されている。

ごみ減量と分別収集システムについて

持ち込まれたごみの分別方法と、分別された資源ごみの再利用につい

て調査する。

廃棄物埋立令に基づき、2005年６月以降、ドイツでは前処理をしてい

ない廃棄物の埋め立てが禁止された。埋め立ての前処理としては焼却

処理か、機械生物分解処理のどちらかを選択することになるが、ハン

ブルク市は焼却処理を選択している。

各家庭や市内のコンテナからのごみ収集を実施。また、リサイクリン

グセンターを市民に開放しており、ごみを持ち込めるようになってい

る。持ち込まれたごみは、以下のとおり分別されている。

①古着 ②古タイヤ ③一般家庭ごみ ④塗装した木材

⑤木・葉 ⑥粗大ごみ ⑦冷蔵庫 ⑧問題のあるごみ ⑨ダンボール ⑩グ

リューネプンクト ⑪廃材 ⑫通信音響電気製品 ⑬廃金属 ⑭ビン（緑、

透明、茶色に分別）

分別されたごみは、リユース、リサイクル、バイオマス発電への利用、

コンポスト処理、焼却処分などが行われる。

分別収集の結果、ごみの量は、ハンブルク市内の焼却施設で処分でき

る範囲内となっている。また、再利用できるごみの割合が増加してい

る。

ごみ収集車の改良、ごみ焼却場の空気清浄、ソーラー技術の導入等に

よる環境対策。引き続きハンブルク市と契約できるように、効率よく

質を高める業務を行う。

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要

（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題
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平成19年10月２日（火）

ドイツ連邦共和国　ハンブルク市

ハンブルク市都市計画環境省

ハンブルク市は、エルベ川の河口にある港湾都市で、ドイツ北部にお

ける経済の中心地。行政上では、ベルリン特別市と同様に、一市単独

で連邦州を構成する特別市。市内を貫くエルベ川は、旧東独やチェコ

とつながっているため、それらの地域からかなりの汚染物質が流れ込

んできており、その対策が求められている。ハンブルク市では、最近

機構改革があり、環境省と都市計画省が一つの部局になった。

ごみ減量と分別収集システムについて

デュアルシステムやデポジット制度導入後のハンブルク市内における

ごみの減量化と分別収集について調査する。

廃棄物埋立令に基づき、2005年６月以降、ドイツでは前処理をしてい

ない廃棄物の埋め立てが禁止された。ハンブルク市では、高性能の焼

却場を持っており、焼却処分されるごみは焼却時にエネルギー回収さ

れる。ハンブルク市では、リサイクルできるごみ量の割合が増えてき

ている。

○旧東独等から流れ込んでくる汚染物質等への環境対策

○集合コンテナや街中に設置されているごみ箱に入れられるごみの処

理や道路等の清掃（SRHに委託）

○ごみ収集や分別方法に関する市民への周知

○道路や堤防の建設などの都市計画

ごみの分別収集、デュアルシステム、デポジット制の導入により、焼

却場を１ヵ所閉鎖することができるぐらいのごみが減量された。今後

はエネルギー施策に取り組む

エルベ川の汚染問題。

ホームレスが出すごみや観光客が街を汚すことの対策。

路上に放置されたペットの糞の始末。

都市清掃に関する契約の問題。

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要

（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題
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平成19年10月２日（火）

ドイツ連邦共和国　ハンブルク市

アスクレピオス・ノルド病院

アスクレピオスはドイツを本拠とし、欧州全域と米国に合計95カ所の

病院やリハビリセンターを展開している総合医療グループ。アスクレ

ピオス・ノルド病院は、内科や産婦人科、神経科などを有する総合病

院。病床数は750床。

ごみ減量と分別収集システムについて

一般ごみの減量と分別だけでなく、産業廃棄物である医療廃棄物の減

量や分別システムについて先進事例を調査する。

医療廃棄物の分別については、専門の教育を受けた廃棄物担当者が各

スタッフを指導しており、廃棄物の分別収集が行われている。また、

廃棄物担当者と衛生士が中心となり、院内の消毒方法や診療材料の廃

棄方法などについて検討されている。

廃棄物は一般ごみ・資源ごみ（ビン、ガラス、紙）・特殊ごみに大別

されている。特に、細菌感染性・危険性の高い物、臓器、がん治療に

使用した物のような特殊ごみは黒いコンテナに密封され８℃で敷地内

に保管されており、特殊処理場へ搬送された後、1200℃で焼却処分さ

れる。その他に、化学薬品やボイラーで使用された廃油なども一般ご

みや資源ごみとは別に収集されている。

特に、医療廃棄物に関する問題は生じていない。廃棄物担当者や衛生

士を中心とした感染対策や医療廃棄物の分別が確立されており、新た

な事象にも対応できる。

安全性やコスト・効率を考えると、診療材料の再利用は難しく医療廃

棄物の減量化も困難な状況である。また、利便性や安全性からディス

ポーザブル製品やキット製品が開発され、その減量化と再利用につい

て、今後検討が必要である。

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要

（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題
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　　　◎環境にやさしい企業づくり 　

　　　◎人と地球にやさしい住まいづくり
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　経済活動と環境配慮の両立で一歩先を行くドイ
ツでは、限られた環境資源の中で、後世に大きな
負担をかけない経済・社会システム「持続可能な
地域づくり」の構築を目指す機運が高まっていま
す。我が国の自治体がおかれた状況もドイツと同
じであり、今後の取り組みが、まちの活力・魅力
の創出を大きく左右するものと思われます。
　1992 年にブラジルのリオデジャネイロ国連環
境開発会議で採択されたアジェンダ 21 をきっか
けに、「持続可能な地域づくり」が国際社会のキ
ーワードになりました。また、1997 年に京都議
定書が採択されたこともあり、我が国においても
環境首都コンテストや ISO14001 の普及など、環
境配慮の積極的な取り組みが進められ、家庭レベ
ルにおいても 1995 年（平成 7 年）制定の「容器
包装リサイクル法」に基づく製品表示によるゴミ
の分別回収が始まりました。
　今回の視察国、ドイツにおける環境配慮のきっ
かけは、ルール工業地帯の大気汚染（1960 年代）
でした。その後、アジェンダ 21 の採択により、「持
続可能な発展」の実現を目指した具体的な政策が
進められることになりました。

それは、「持続可能な発展」を支える、環境に
配慮した社会システムの構築、安定した経済成長、
充実した社会保障システムの構築を誰がどのよう
に進めるか明らかにしたものです。国は厳しい法
規制により環境政策を誘導し、産業界は、経済成
長と環境保護をリンクさせ、さらに地球環境を守
る技術を提供します。国民は、環境行動でサポー
トする役割を担っていくというものです。

我が国においても、企業が独自の工夫で、省エ
ネ等に取り組んできていますが、日本における
CO2 削減など、環境配慮の取り組みを推進するた
めには、企業と行政、そして国民とのパートナー
シップが不可欠であると考えます。
　私たちは事前研修において、ドイツの都市にお
ける「持続可能な地域づくり」を支えてきたもの
は何かを調査するため「環境教育・まちの再生・
自然再生・再生可能エネルギー・パートナーシッ
プ等」をテーマに、視察先を決定いたしました。

現地に赴き、特に感じたことは、ドイツ国民に
とって、日々の暮らしの中で環境に配慮すること
は、当然の義務であるという認識に立って、価値
判断を行っているということです。それは、現地
の研修において、説明いただいた方々の言葉から
実感したものです。ルール工業地帯の大気汚染を
反省に、また、アジェンダ 21 をきっかけに、国
ぐるみで取り組んできたことが、結実した証だと
感じました。

歴史や風土の違う我が国で、ドイツの成功例を
そっくりそのまま当てはめることは、難しいと思
いますが、「持続可能な地域づくり」の手がかり
について、班員で議論し以下の報告書として取り
まとめました。
　最後になりましたが、事前・事後研修において
ご指導いただいた花田眞理子准教授をはじめ、現
地でご説明くださった近江様、訪問先で説明くだ
さった関係者の皆様、通訳の佐藤様、そして私た
ちを支援してくださったマッセ OSAKA の皆様
に深く感謝いたします。

持続可能な地域づくり
〜ドイツの都市における環境配慮の取り組み〜

A　　班
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【視察日程等】
平成 19 年 9 月 27 日（木）
■マキシミリアンパーク〈ハム市〉《まちの再生》
■エムズホフ〈ミュンスター市〉《環境教育》
平成 19 年 9 月 28 日（金）
■ハム市環境省及びリッペ川〈ハム市〉《自然再生》
■ルール工業地帯〈エッセン市〉《まちの再生》
平成 19 年 9 月 29 日（土）〈ミュンスター市〉
■自転車による市街地調査（B 班報告）

平成 19 年 10 月１日（月）〈ハンブルク市〉
■連邦風力発電協会及び風力発電設備視察
《再生可能エネルギー》

平成 19 年 10 月 2 日（火）〈ハンブルク市〉
■ハンブルク市環境都市計画局
　《環境にやさしい企業づくり》
■ブラームヴィッシュ　エコ住宅
《人と地球にやさしい住まいづくり》

ミュンスター市街地 マキシミリアンパークにて ハンブルク市街地

■…ハンブルク市

■…ミュンスター市
■…ハム市

■…エッセン市
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１．はじめに
　20 世紀初頭の近代産業の発展を支えてきた燃
料は石炭である。製鉄を中心としたルール工業地
帯の発展も石炭抜きでは論じることはできない。
　ここハム市においても早くから石炭の採掘が計
画され、長い年月をかけ採掘のための施設整備を
行い、炭鉱として操業を始めたのであるが、大雨
による水害によってその短い炭鉱の歴史を閉じて
しまう。　
　その後、長い間この施設は放置されていたが、
やがて地元の団体などが立ちあがり、炭鉱跡と自
然環境を生かした大規模公園としてよみがえらせ
た。

今では市民の憩いの場としてすっかり定着し、
ハム市だけではなく、ルール工業地帯の象徴的な
施設として認知されるまでになった。
　このように、炭鉱施設であった歴史を巧みに織
り込むと同時に、地域の特性をも生かした施設づ
くりによってよみがえったマキシミリアンパーク
であるが、なぜ住民の身近な余暇施設として定着
するまでに至ったのか。私たちはその秘密を探る
べく、マキシミリアンパークを訪れた。

２．現地調査先の概要
（１）短かった炭鉱時代

　マキシミリアンパークは、ドイツ連邦共和国ノ
ルトライン・ヴェストファーレン州のハム市内に
位置する半民半官の庭園観光施設である。この地

は 20 世紀初頭石炭を採掘する炭鉱であった。
当時の製鉄技術は毎日膨大な量の石炭を必要と

しており、製鉄会社は石炭採掘会社からの石炭購
入に多額の資金を必要とし、石炭購入に係る経費
が製鉄会社の収支に大きく影響した。

そこで、コスト削減を目的とした製鉄会社がこ
の土地を買い取り、自前の炭鉱を建設した。しか
し、石炭採掘を始めるまでには相当の時間を必要
とし、製鉄会社が石炭を使用できるようにするた
めの施設整備、例えば鉄道の敷設や炭鉱労働者の
居住施設などを建設する、いわゆるインフラスト
ラクチャーづくりに概ね 10 年の歳月を要してい
る。その後石炭を採掘できるようになるまであと
２年要したが、この炭鉱は地下水がよく流出し、
そのため炭坑の中に水が流れ込む事故が相次ぎ、
死者を出すこともあり、採掘できる状態になるま
での２年間は非常に厳しい期間であった。

そして、ようやく 1912 年に初めて石炭の採掘
が開始され、初年度は約１万 5000 トンの採掘量
であった。その後炭鉱労働者も増え、２千人とな
り、やがて採掘量も 10 万トンを超えるまでにな
った。
　しかし、1914 年に降った大雨で地下施設すべ
てが水没するという壊滅的な被害を被った炭鉱
は、４週間の操業停止を経て、ついにはこの年の
うちに廃鉱となってしまう。
　その後、第二次世界大戦のさなかに、以前炭鉱
労働者の更衣室として使われていた建物が避難民
や捕虜の収容所として使用されるなどの例外的な
利用を除くと、施設はほとんど放置されたままに
なっていた。

（２）新たな活用の転機

主要産業であった炭鉱の相次ぐ閉鎖に伴い、多
くの失業者が生まれ、経済の沈滞・荒廃に襲われ
たハム市は、1960 年代から炭鉱跡地の整備を始
め、これらからの脱却・地域活性化を図るため、
1970 年にガーデンショーの開催が立案された。

そして、しばらくは具体的な進捗は見ることは
なかったが、1977 年ごろから約 7 年間の準備期

歴史による自然とまちの再生
〜マキシミリアンパーク〜
訪問日　2007 年９月 27 日（木）
説明者　マール氏
通訳者　佐藤公子氏
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間を経て、1984 年にノルトライン・ヴェストフ
ァーレン州のガーデンショーとして初の開催を見
たのである。

ガーデンショーの開催については、当初ハム市
民は必ずしも賛成していたわけではなかった。そ
れでも 1984 年のガーデンショーが成功したのは、
鉄道友の会や亀の愛好会（ドイツ人は亀好きが多
いらしい）、花の友の会などの各種団体がその開
催に強い意欲を示し、ガーデンショーの実現のた
めに奔走したからであった。

炭鉱時代にここで働いていた労働者はすでに高
齢となっており、このプロジェクトへの関与はほ
とんどなく、炭鉱には直接関係のない人々によっ
て推進されたものであったが、炭鉱の跡地周辺に
かつて居住していたり、そこで遊んだ経験を持つ
大人たちがハム市内に大勢残っていたことも、多
くの協力を得られた要因のひとつであろう。

そもそも、ドイツのガーデンショーには、連邦
で開催される格式のショーと、州単位の開催によ
るものとがあるが、どちらの場合であっても優秀
な賞を受賞すれば高額な賞金を受け取ることがで
きるので、各出展者は多額の費用をつぎ込んで趣
向をこらし競い合っていた。1984 年にこの炭鉱
跡地で開催されたガーデンショーにも約 1000 万
ユーロ（約 16 億 6000 万円）の経費がかけられた。
　このガーデンショーでの様々な企画や新しい設
備が非常に注目を集めたことがきっかけとなり、
当初この企画に消極的であった市民の理解も少し
ずつ得られるようになったばかりではなく、この
ような催しがないときにでも集客できる施設とな
った。

３．大規模公園マキシミリアンパークの誕生
ハム市は、1992 年から開始されたノルトライ

ン・ヴェストファーレン州の環境都市プロジェク
トに参加した。そのプログラムのひとつであった

「マキシミリアンパークの再生」には、市の都市
計画局にある未来エコロジカルシティー事務局を
中心に、各種団体・学校・一般市民等が協働し、

1993 年から構造基金を活用し、マキシミリアン
パークを環境をテーマにした大規模公園として生
まれ変わらせた。

マキシミリアンパークの造成にあたっては、周
辺の自然をそのまま維持していくというコンセプ
トに沿って進められた。例えば以前は丘になって
いたところは丘のままで残し、大きな樹木はその
まま残すといったものであった。

パーク内には、ハム市の象徴となっているガラ
ス張りの外観を持つ象の形をした展望台があり、
内部には、ヨーロッパでは通常見ることができな
い珍しい植物のほか、様々なオブジェなどの芸術
作品がレイアウトされている。しかも、これらの
芸術作品は、かつて炭鉱であったゆえか、機械構
造を上手く抽象化した作品となっており、自然環
境の保全と現代芸術の高次元の融合を指向してい
ることがうかがえる。このアートという観点は、
ドイツにおいては大変説得力を持っており、まち
おこしの成功要因となるようだ。

自然を生かした大規模公園

ガラスの像はマキシミリアンパークの象徴
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一方で、当時、炭鉱労働者が更衣室として使用
していた重厚な建造物を会議やイベントの開催場
所として使用しているほか、かつての炭鉱時代の
坑道入口の遺構をパーク内のモニュメントの一部
として生かすなど、この土地の歴史についても関
心を呼び起こす仕掛けがいたるところに設けられ
ている。

また、学生を対象とした環境教育も実施されて
おり、温暖化対策の一助としても貢献しているほ
か、ソーラー発電施設の整備に伴う電気料金節減
分の一部を世界の子どもたちのための募金に投じ
ている。

４．住民に受け入れられた理由
ドイツの地方都市の街並みや郊外のよく整備さ

れた畑などの景色を見ていると、ドイツの国民が
木々の緑などの自然環境をいかに大切にし、また
心豊かな生活の糧としているかがわかる。彼らは、
余暇を過ごす場所として庭園などの緑に包まれた
環境を好むのであるが、どちらかというと人工的
に整備されたイギリス風の庭園というよりも、自
然そのままの雰囲気を残した、いわゆる「近自然」
の庭園を好む傾向があるようである。

このようなドイツ人の国民性からか、廃坑後に
住民たちの散策路となっていた道や、犬の散歩道
のような小道もなるべくそのまま残し、また、周
辺の自然もそのまま残したことが、マキシミリア
ンパークが住民たちの愛着を得ることにつながっ
た大きな要因と考える。

今では、マキシミリアンパークを遊び場にして
いたかつての子どもたちが成長し、自分たちの子
どもをここに連れてくるようになっているらし
い。このことから、いかに市民の間に定着してい
るかがわかる。

現在では年間 35 万〜 40 万人が訪れる、この地
方有数の集客施設へと成長を遂げたのである。

５．経営形態の問題点
　マキシミリアンパークは、ハム市が 53％、地
域協会ルール地方（ルール地方に含まれる州、市
町村が資金を出し合って結成した団体）が 47％
の株式を所有する有限会社が運営している。
　年間予算は約 250 万ユーロ（約４億 1500 万円）
であり、運営経費の 45％は、ハム市と地域協会
ルール地方から交付され、残りの 55％は入場料
などの営業収入から賄うこととなっている。

ここで働く正社員は 25 名で、夏季には 100 人
のアルバイトを雇っている。また、植物の管理は
ガーデンカンパニー４社（20 〜 25 人）に分割し
て委託している。

マキシミリアンパークは、設立以来 20 年間黒
字決算が続いており、今後も赤字経営に陥ること
は想定していないとの説明があった。しかも、万
が一資金不足にいたった場合には、ハム市と地域
協会ルール地方が補填してくれるという認識もあ
るようだ。この点については、経営状態の詳細に
ついての資料を得たわけではないので、断定的な
ことは言えないが、我が国における第３セクター

炭鉱時代を彷彿させるモニュメント

炭鉱跡と自然のコラボレーション
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が抱える問題点と同じものを含んでいるように思
われた。

すなわち、経営に占める人件費の相対的な割合
の高さに加え、支援団体頼みの経営感覚である。
毎年の設備投資額は 15 万ユーロ（約 2490 万円）
に上るが、入場料収入が芳しくないときには、投
資を控えるという手段で赤字転落を回避する考え
方は、自治体などの財政運営の常套手段の域を出
ておらず、いささか残念な思いが残ったのも事実
である。
　入場料収入が大きく落ち込むのは、雨などの悪
天候の日である。収入を安定させるため、この有
限会社はスケートリンクやボーリング場を所有し
ているが、さらにその近隣に約 300 万ユーロ（約
４億 9800 万円）の経費をかけてスポーツ競技場
を建設する計画もあるという。

このような、ハード整備による収益バランス確
保の考え方には正直なところ少し意外な気がし
た。

６．おわりに
　私たち日本の地方公共団体も含めて、これから
の施設整備、施設運営の在り方を考えるとき、重
要となってくるのは住民のための施設は、何らか
の形で住民の参画を得て運営するという基本的な
姿勢ではないだろうか。
　マキシミリアンパークには、先にもふれた多く
の魅力に富んだ仕掛けがある。住民にとって懐か
しさを覚えるような造成方法、地域の歴史を感じ
ながらゆったりと楽しめる空間づくり、そしてま
ちの象徴として、いまや市民の誰もが親しむ象の
展望台や自然環境と新進芸術の融合など、どれも
マキシミリアンパークならではのものである。

このように、自然環境の保全、歴史環境の継承、
そして芸術的刺激の発信という３本の柱が、程良
い距離を保ちつつバランスをとってきたことが、
マキシミリアンパークの成功をもたらしたのだろ
う。　

このバランスに新たに追加するものとして、経

常的なメンテナンスを必要とする全天候型のレジ
ャー施設がいいのか、それとも植物の管理や自然
環境の保全など、現在委託している分野に住民ボ
ランティアなどの導入を図り、「住民参加」とい
う第四の柱を追加するほうがいいのか、大いに検
討すべきではないだろうか。

我が国では、大きな期待をもって建設された施
設が、行政や行政に似通った性格の第３セクター
の運営によって赤字経営となり、結果的に自治体
財政を圧迫している例も多い。

本来は、民間企業としての柔軟な経営手法を生
かす目的で設立された第３セクターも、事業資金
と人材を自治体に依存する体質では、十分な機能
を発揮することが難しい。

また、いったん施設の運営がスタートした後は、
その途中から、運営の一部に住民やボランティア
による無償の（あるいは無償に近い）労働力を取
り入れることは、第３セクター等の雇用の確保と
相いれない場合もあり、現実には困難な場合が多
い。

したがって、施設整備の企画を始める当初から、
あるいは、新たに発生する業務について住民参加
の道を確保しておくことが、コストの抑制と住民
ニーズに適合した施設づくりを両立させる鍵にな
ると考えられる。

マキシミリアンパークが、今後も自然環境と地
域への愛着を育む施設として住民に愛され続ける
ことを願う次第である。
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１．はじめに
　ドイツといえば、誰もが「環境先進国」として
認めている国である。「環境」とひとくくりにし
て言ってみても、そこに含まれる事項については、
例えばごみの分別、自然エネルギーの活用等、様々
な意味合いを含んでいる。

こういったドイツの環境への取組はルール工
業地帯における煤煙による大気汚染が発端である
と言われており、それを契機として自然環境の保
全についての議論が高まってきたのである。

また、1994 年ドイツ政府は国民に対し、国が「次
世代のために自然を守る責任がある」ことをドイ
ツ基本法（日本の憲法に相当）第 20 条 a におい
て「自然的な生活基盤を保護する」という条文を
加えた。それほど、ドイツと環境とは年齢に関係
なく深いつながりをもっている。
　そこで、そういった背景を踏まえ、今回、小さ
い時からの環境に関連する事項について学ぶこと
ができる農業型環境教育施設を見学し、子ども達
と環境との関わりについて報告を行いたい。

２．ミュンスター市の概要（注１）
ミュンスター（Münster）はドイツ連邦共和国

の都市。ノルトライン＝ヴェストファーレン州に
属する。ノルトライン＝ヴェストファーレン州 

（Land Nordrhein-Westfalen） は、ドイツの 16 あ
る連邦州のひとつである。州別の人口数は国内第
１位で、人口密度も都市州を除いてトップである。

ヨーロッパを代表する工業地帯であるルール地方
は州の南西部に位置し、これまでドイツ経済を牽
引してきた。ドイツ全体で 12 ある人口 50 万人以
上の都市の内、5 つがこの州に集まる。州都デュ
ッセルドルフをはじめ、ケルン、ドルトムント、
エッセン、デュースブルクがそれである。三十年
戦争の講和条約であるヴェストファーレン条約の
締結地として知られる。人口は約 28 万人の都市
である。

３．農業型環境教育施設について
　今回我々が訪問させていただいたのは、今から
20 年前にドイツで初めてできた、エムズホフと
呼ばれている農業型環境教育施設である。

1960 年にミュンスター市から引き受けた施設
であり、面積は約８ヘクタールある。その当時の
状態は、屋根は屋根と呼べるものではなく、施設
的にも一応、体を為しているという状況に近かっ
た。それをゆっくりではあるが、ここで学ぶ子ど
も達が、一つずつ手作業で修理を行い、その後大
工が直して今の状態まで仕上げたものである。現
在でもまだ、建物の一部に継ぎはぎっぽいところ
があるが、これは本施設が寄付等で運営されてお
り、お金があるときしか修理ができないためこの
ような状態になっている。

運営は、ミュンスター市から少額の補助金も
出ているので、それで事務費等をまかなっている。
しかし実際は一般市民からいただいた寄付や、ボ

エムズホフ遠景

農業型環境教育施設に
おける取り組みについて
訪問日　2007 年９月 27 日（木）
訪問先　エムズホフ
説明者　マール氏
通訳者　佐藤公子氏
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ランティアの方々の協力のもとに成り立っている
状況である。

（１）学ぶ人、働く人

　農業型環境教育施設では、２年生から７年生ま
でが授業の一環として学びに来ることが多い。

対象としては、小学校、幼稚園、若しくはそ
れらより少し大きい年代を対象としている。また、
農場の勉強や、自分でも働いてみたいという人が
ここを訪れる。

ジャガイモのように植えてから収穫の時に再
度訪れるパターンもあるし、羊などの世話の場合
は、その時だけのパターンもある。あと、教師の
方々も研修のために来ることがある。

１週間単位の人もいるので、そういう人はこ
こでテントをはって寝泊まりしている。よって、
夏の間だけとなる。寒さによって、そこに干し草
を敷いて寝たりする。

ちょうど、訪問した時は秋休みが始まった時
期なので、休みの期間１週間単位で子ども達を引
き受けていた。ただし、この季節はすでに寒いた
め、朝は８時 30 分に親が子ども達をつれてきて、
夕方お迎えに来るシステムになっていた。我々が
レクチャーを受けてる時も、子どものお迎えに親
が来たりしていた。

この施設は、１日に 26 人の子ども達を引き受
けることができる。そして、その子ども達の手助
けをしてくれる人が 12 名いてすべてボランティ
アで賄われている。

この施設の統括は、ヴィッケルハウスさんであ
る。彼女もボランティアであり、ここだけで 17
年もの間ボランティアしている。ちなみに、今回
別の日程で視察研修を行った「エコハウス」の住
人でもある。

さらに、学校の教師の方で、市から給料を得
ている方がいる。学校には３日勤務し、ここに２
日来ている方もいる。また午前中だけの人が１名
来ている。

それに、1 日１ユーロ（約 166 円）で働いてく
れる人、これは失業者の方で、１ユーロでもよい
から自分の意見にマッチしたところで働きたいと
いう人にも助けていただいている。週末だけお手
伝いにきてくれる保護者もいる。このように、た
くさんの方々によって運営がなされている。

（２）子ども達と農場

ここでは毎回子ども達を５つのグループに分
ける。そのうちの一つが豚の世話である。そのほ
かに鶏、羊、モルモット・うさぎ、それとクッキ
ングチームである。クッキングチームは、ここの
農場で採れた原材料を使用してパンを焼くのが班
の仕事である。

モルモット・うさぎは農業に属さないが、車
いすに乗っている子ども達にも動物とふれあう機
会を持ってもらおうとして、そういったこともで
きるようにモルモット・うさぎチームがある。

ここでの勉強としては、まずは自然と親しむ

ヴィッケルハウスさんからの説明を熱心に聞く班員

屋外で豚の世話をする子ども達
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こと、そして動物たちと触れ合うことを第一とし
ている。

ヴィッケルハウスさんは言う。「ここは、農場
ということで、勉強することは限りなくあると思
う。例えば、数学を農場で教えると言うときは、
農場の面積、ヘクタールを計算するときは、場所
場所に子ども達を立たせて、距離を計算し面積を
算出するわけであるが、そうすることによって自
分の目でどのくらいの大きさかを把握させること
ができる。これはすばらしいことだと思う。

それから子ども達だけでジャガイモ５キロを
入れることのできる袋を持ってきて、一つ一つ入
れていくことによって、５キロってこんな感じな
んだということが体感できるわけである。だから、
数学も農場で勉強できるんですよ」と。

また、ここの農場はビオランドというところ
へ出荷しているが、そこへ出荷するためにはいろ
いろな決まり事があり、鶏や豚、羊も新鮮な空気
と接触があり、自由に歩き回れるようにしなけれ
ばならないという決まりがあるエコ農場である。
もちろん、そのためには子ども達の世話が必要と
なってくる。

ここの羊は、毎年５月に毛を刈り、それを糸
にして売ったりして、運営費の一部に充てている。

生き物の餌は、トウモロコシの実、貝殻等、子
ども達が自分たちで調合して配付する。もちろん、
その材料となるもののほとんどが、この農場内で
収穫できるものであることは言うまでもない。

　成る程、体験型と言うのはこういう事まで含ん
での体験型であったのかと感心した次第である。

（３）日本と比較してみて

　一方、日本ではこういった農業型環境教育施設
はどうなっているのであろうか。
　日本では、食育ということが今盛んに行われて
いる。これは、豊かな緑と水に恵まれた自然の下
で先人から育まれてきた、地域の多様性と豊かな
味覚や文化の香りあふれる日本の「食」が失われ
る危機にあることを認識し、こうした「食」をめ
ぐる環境の変化の中で、我々の「食」に関する考
え方を育て、健全な食生活を実現することが求め
られるとともに、都市と農山漁村の共生・対流を
進め、「食」に関する消費者と生産者との信頼関
係を構築して、地域社会の活性化、豊かな食文化
の継承及び発展、環境と調和のとれた食料の生産
及び消費の推進並びに食料自給率の向上に寄与す
ることを期待してのことである。体験型農場等に
ついては食育教育のひとつである。

（４）ここで学ぶ事の意義

　日本からドイツに向かうルフトハンザ航空の
飛行機内において「バルトの楽園」という映画
が上映されていた。この中で、「自然を愛しなさ
い、そして自然から愛されなさい」という台詞が
あり、そのセリフが非常に印象に残ったのである
が、日本でもドイツでも、自然の中で育った子ど
もは虫、動物を嫌わないが、都会の人は虫等を嫌

Bioland の看板を掲げている倉庫

羊たちの世話をする子ども達
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う傾向がある。動物などに冷たい人というのは、
結局自分たちがそういう恩恵を受けていないので
はないか。動物とふれあうことで、動物を愛した
り、動物から愛されたりという経験をするわけで
あり、そういったふれあいの少ない子どもという
のは、プレッシャーが掛かった際に、自分より弱
いものをはけ口の対象としてしまう傾向にあるの
ではないのかと推察される。また、日本では外に
遊びに行かずに、家の中でＴＶゲームをする子ど
もが多いが、これは日本だけではなく、ドイツに
おいてもそういった子どもは多い。

ここで自然とふれあいながら勉強するという
ことで、人としてのベースを提供することができ
るのではないだろうか。

５．今後の課題
ミュンスター市は環境に関連していろんな賞

を受賞しているが、子ども達を助けている活動を
余り認めていない。したがってそういった関係の
補助金等は少ない。このような活動の意義を市当
局にも、理解してもらえれば、さらなる活動費の
確保が可能となるため、今後も地道に周知活動等
を行っていくとのことである。

また、この施設は、幼〜低学年の子ども達の
研修がほとんどであり、中〜高学年の研修依頼が
少ないことから、今後どうやってそういった年代
の子ども達に来てもらえるかが課題である。よっ
て、いろんな方に、この施設をＰＲしていくため
にも、周知方法の検討が必要である。
　我々が研修のため、日本からこの施設を訪問し
たことについて、機関誌に載せていただけるとい
うことであった。日本の官公庁がわざわざこの施
設に研修に来てくれたこと自体が最高のＰＲであ
るとヴィッケルハウスさんは言ってくださった。

６．おわりに
こういった農業型体験施設だけでなく、近所

の野原や海、山において、自然、モノ、動物を愛
することを学ぶことができるので、子ども達の心

の成長のためにも、自ら進んで触れ合っていくこ
とが非常に大切である。

現に、ここで見た子ども達の目は生き生きと
輝いて見えた。視察時に初めて我々と会ったにも
かかわらず、懸命に動物たちの世話をしていると
ころを見せてくれた。

そういった気持ちを幼少の頃から心に思える
というのは、その子ども達が大人になったとき、
自分の子ども達へ自然な形で伝えていくことがで
きるため、次世代に繋がっていくことになるので
はないかと考える次第である。

［注釈］
（注１）　フリー百科事典
　　『ウィキペディア（Wikipedia）』より

事務所前にて集合写真
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１．はじめに

　ドイツは、現在、環境先進国として、様々な環
境保護政策を実行しているが、その契機となった
のは 1969 年から 1970 年にかけてのルール工業地
帯で発生した炭鉱施設等から出るばい煙による大
気汚染という人間が起こした自然破壊からであ
る。その後、国内に環境保護運動が広まり、「健
康で人間らしい生活をするために環境を守る」こ
と、「大気・土壌・水質・動植物の生態系を人間
の乱獲から守る」こと、そして「人間の乱獲によ
る破壊や損失を排除する」ことを「環境保護計画」
としてまとめ、環境保護政策を始めていくことに
なったのである。
　ドイツの環境政策のなかでも、初期のテーマで
あった、人間に最も身近な自然環境の保護または
保全というテーマについて取り上げることとし、
2005 年１月から 2010 年２月までの５年間の計画
事業「リッペ氾濫原再生プロジェクト」について、
ハム市を流れるリッペ川の氾濫原復元を通じた自
然再生への取り組みを考察する。

２．リッペ氾濫原再生プロジェクト
（１）リッペ川と氾濫原

　リッペ川はライン川の支流であり、ヴェストフ
ァーレン平野の南端に沿って流れている。ハム市
を流れるリッペ川の川べりは、その多くが低湿地
であり、草地とよどみと三日月湖、沖積層にでき

たくぼみ等を持つのが特徴であり、氾濫原となっ
ている。氾濫原とは、河川の流水が洪水時に川か
ら氾濫し、浸水する平野部をいい、河川の下流部
によく発達するものである。氾濫した川の水が運
んできた豊富な栄養により、この氾濫原は、肥沃
な草地となり、多くのところで農地として利用さ
れている。

また、氾濫原は、洪水時に増水した川の水を
一時的にも受け止め、そして溜めるという遊水地
の機能を持ち、洪水のエネルギーを緩める治水と
しての役割も果たしているといえる。

さらに、氾濫原として、湿地と川が一体化する
ことにより、湿地の植物がフィルター機能として、
川の水を浄化するという水質浄化としても役立っ
ているといえる。

（２）　ハム市のリッペ氾濫原開発の歴史

ハム市を流れるリッペ川の川べりは、過去に農
地として利用されてきたが、川の自然な状態は維
持されてきた。ところが、この 100 年の間に、収
益性の高い商業的な農地利用に転換されるにあた
り、農地が冠水しないよう川を制御する工事が幾
度となく実施されてきた。川は、区間ごとに直線
化され、土手のほとんどは、石垣で補強された。
このことにより、川底は深くなり、周辺の水位は
下がった。また、人工の堤防が出来たことにより、
川と氾濫原の分離という結果を生んだ。さらに、
氾濫原の地下水位を下げるために湿地内に設置さ
れた排水路や土壌改良事業は、リッペ川の水環境

リッペ川　蛇行の様子や三日月湖があることが分かる

自然再生に向けて
〜リッペ氾濫原再生プロジェクト〜
訪問日　2007 年９月 28 日（金）
訪問先　ハム市環境省
説明者　ハム市環境省職員

オリバー・シュミット・フォーマ
ン氏

通訳者　佐藤公子氏
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を広範囲に渡って変化させたのである。このよう
な状況から、渡り鳥や小動物の生態系がこわされ
ることになり、動植物の生息地やビオトープとし
ても機能しない河川となっていた。

（３）ヨーロッパにおける自然再生事業

　近年、ヨーロッパ各地で洪水の被害が数多く発
生しており、私たちがドイツに滞在中にも、ハン
ブルクにおいて大雨による洪水の被害がテレビで
報道されていた。その要因には、地球温暖化など
による気象条件の変化があるといわれているが、
他にも、河川の直線化、流域の遊水機能の低下な
ども大きな要因と考えられている。このため、各
国では、河川の再蛇行化や遊水機能としての氾濫
原の再生により治水対策を行い、それと同時に氾
濫原の生態系の回復を図っている。そしてそのほ
とんどの事業が、EU（欧州連合）の環境革新プ
ロジェクトの「LIFE」事業として資金供与を受
けている。なかでも「LIFE」プログラムの 1 つ
である、「LIFE －自然」事業は、鳥類保護と野
生動物生息地区に関する EU 指令の履行、特に後
者の生息地指令によって設置された生息地を保
全するネットワーク「ナトゥーラ 2000（Natura 
2000）」の履行に貢献することを目標とし、EU
の地域政策としても積極的に行われている。

（４）ハム市のリッペ氾濫原再生事業

ハム市は、川を自然な状態に戻すため、川周辺
の氾濫原でいくつかの地域を保護区に指定し、こ
れ以上の人の手による開発等を制限するため、地
権者から土地を買取ることにした。人工的に作ら
れた石垣は取り除かれ、直線化された川を自然な
状態で再蛇行させ、周辺川べりに水を呼び込みや
すくし、湿地を作ることにより、遊水地、水質浄
化、そして生態系の回復に取り組んだのである。

私たちは、事業地域のひとつの川べりへ視察に
行った。まだ事業の途中であるためか、わずかな
湿地しか見られなかったが、現在湿地を育成中と
のことであり、人と馬以外の侵入を禁止し、草地

を自然な状態で保全しているところであった。担
当者の話では、「馬の糞は、草地に肥料を与えるし、
時には牛を放すことにより、雑草を除草すること
も行なっている」とのことであった。また、視察
中には、数羽の渡り鳥が飛んでいくところも見ら
れ、徐々にではあるが、自然が戻りつつあること
がうかがわれた。

今後は、事業資金を間接的にも負担している、
ハム市の市民にもその事業効果を享受してもらう
ため、湿地の一部を公園化し、展望台等の設置を
予定している。他にもこの事業の進捗状況のパン
フレットを設置し、ここを訪れる市民に対し、広
く公開していた。
　このリッペ氾濫原再生事業は、「LIFE －自然」
事業としても承認され、財政支援が行われている

（P. 37 表参照）。ハム市は、この事業で EU 指定
の動植物の生息地の持続可能な保護とビオトープ
の促進を図り、さらに他のビオトープとのネット
ワークを築いていくことを期待している。

（５）リッペ氾濫原とビオトープ

　リッペ川とその川べりの氾濫原は、肥沃な湿地
であるため、植物、鳥や小動物の格好の住処とな
り、動植物の重要な生息地ともなっており、自然
の生態系を持つビオトープを形成していた。

また、この事業地域の一部は、ウズクライナ（鳥
類）、カワセミ、湿地チョウヒ（タカの一種）の
集団繁殖地となっており、EU が、EU 域内の自

リッペ氾濫原再生事業計画図
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然生息地、野生動植物の保護による生物多様性を
維持するための自然保護区のネットワーク「ナト
ゥーラ 2000（Natura 2000）」としても指定され
ていた。
　さらに、リッペ氾濫原は、西部にあるライン川
下流の自然の生態系を持つビオトープと東部にあ
るビオトープとを結ぶ役目も果たしていた。

３．日本における自然再生事業
（１）概要

　日本では、高度経済成長による生活水準や自然
災害に対する安全性が向上してきたが、その一方
で、自然資源の過度な利用や大量の廃棄物などに
より、自然環境が失われつつある。
　このような状況の中で、自然と共生する社会の
実現、自然環境の保全及び自然再生が持続可能な
社会を築く上での重要な課題となっている。
　そこで、これらの課題を実現可能なものにする
ため、平成 15 年 1 月 1 日自然再生推進法が施行
された。
　自然再生推進法（以下、推進法という）は、自
然再生に関する施策を総合的に推進し、生物の多
様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を
図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを
目的とし（第 1 条）、①自然再生についての基本
理念、②国、地方公共団体及び実施者の責務、③
自然再生基本方針の策定、その他自然再生を推進
するために必要な事項を定めている。

　また、推進法はこれまで述べてきた自然再生に
ついても「過去に損なわれた生態系や自然環境を
取り戻すことを目的として、関係行政機関、関係
地方公共団体、地域住民、NPO、専門家などが
参加し、自然環境を保全し、再生し、創出し、そ
の状態を維持管理することをいう」（第 2 条）と
定義している。
　つまり、自然再生を目的として実施される自然
再生事業は、開発等により損なわれる環境と同種
のものをその近くに創出する代償措置として行な
うものではなく、損なわれた自然環境を取り戻す
ことを目的とするものである。
　では、定義の中の「保全」「再生」「創出」「維
持管理」とはどういうことか。

「保全」とは、良好な自然環境が現存している場
所においてその状態を積極的に維持する行為。

「再生」とは、自然環境が損なわれた地域におい
て損なわれた自然環境を取り戻す行為。

「創出」とは、大都市など自然環境がほとんど失
われた地域において大規模な緑の空間の造成など
により、その地域の自然生態系を取り戻す行為。

「維持管理」とは、再生された自然環境の状況を
モニタリングし、その状態を長期間にわたって維
持するために必要な管理を行なう行為。
以上、これら４つの行為を自然再生事業という。
　この自然再生事業は、地域において実施者の発
意により自然再生協議会（以下、協議会という）
を組織し、協議会は全体構想・実施計画を策定す
る。そして、事業を実施することによって、自然
がどのように変化するかをモニタリングし、全体
構想や実施計画を適宜見直し、実状に応じたもの
とする事業となっている。

（２）自然環境の現状

　日本では、生物の生息環境に配慮を欠いた過度
の防災工事や堰・護岸などを築造する公共事業や
開発行為が依然として続いており、地形を含め、
河川や沿岸域の改変がもたらす影響は極めて大き
く、特に湿地や沿岸域の埋め立てにより動植物の

氾濫原　川べりに湿地帯を育成中である
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生息地が消失し、生物多様性が急速に衰退しつつ
あるため、動植物の保全のためには、河川域にお
ける氾濫原湿地の再生が急務である。
　しかし、ほとんどの河川はダムにより流量が管
理され、また、水の氾濫を防ぐための護岸工事が
行われている。そのため、氾濫が起きたとしても
河川域内に限定されており、動植物が生育できる
湿地環境はわずかにしか残されていない。
　以前の氾濫原は、水田として、また、河川敷の
運動公園やゴルフ場などとして利用されている。
　このような状況の中、川が持っている本来の特
性を再生するため、周辺の土地利用などを考慮し
ながら、川の自然回復力を活かす自然再生事業を
実施することが重要である。
　例えば、ハム市の例でもあるように、川の護岸
を取り除くことで、川自らがその地域にふさわし
い状態へと姿を変える。
　しかし、川の自然再生は、治水・利水上の弊害
を生む場合がある。それは、川の自然環境が回復
する一方で、川の流れなどが不安定となるなど、
治水・利水上の条件が自然再生の制限となること
が考えられ、いかにバランスをとるか、総合的な
取り組みが必要となる。
　また、土地利用の変更に伴い、川の拡幅などに
よって、氾濫原であった地域を復元することが可
能な場合は、湿地などの本来の自然環境が再生で
き、かつ遊水機能を確保し、治水安全性を向上さ
せることにもなる。
　ただし、現在の日本で実施されている自然再生
事業は、成功事例があるものの、取り組みの規模
や範囲からみても未だ発展途上の段階である。
　

（３）自然再生事業の実施について

自然再生事業は、基本的には、地域からの発意
に基づくとされており、地域の自主性を重んじる
内容となっている。

そこで重要なのは、地域にすむ住民やＮＰＯな
どの活動やそれを支援する関係機関がそれぞれの
責務を明確にし、うまく連携をとりながら、事業

を実施することが不可欠である。

４．おわりに
　以上のことから現在ハム市で取り組まれている
氾濫原再生事業は、生態系の回復や河川とビオト
ープとのネットワークをも考え、どちらかという
と治水よりも環境保護に重点をおいており、絶滅
の危機にある動植物や生物多様性の保護を行うこ
とにより地球全体の生態系が保たれ、自然環境に
配慮した持続可能な社会を築くことにつながると
考え、市だけではなく、国及びヨーロッパ全域で
の取り組みとして位置付けられており、非常に重
要な事業となっている。

しかし、日本においては、地域からの発意に基
づくため、全国的な観点からの必要性に基づく事
業の実施は想定されておらず、日本全般の現状を
見れば、全国的に計画された自然再生事業の推進
を検討することが望まれる。

また、推進法に沿った事業であるにもかかわら
ず、各省の個別法に基づく事業として実施される
以外には、事業費を確保する方法がなく、真の自
然再生事業の目的に最もふさわしい公共事業を実
施できるよう財政的な裏づけが必須であり、施行
から 5 年を迎える推進法の改正に期待する。
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１．はじめに
　ルール工業地帯はかつての旧西ドイツを代表す
る工業地帯であった。しかし、石炭から石油への
エネルギーの転換による世界的な産業構造の変化
に伴って次第に没落の道を辿り、大企業が撤退し
失業者が増大、都市部には炭鉱や製鉄所の廃墟だ
けが残され、すっかりまちの活気が失われてしま
った。1986 年には坑区が、1993 年にはコークス
炉が操業を停止し、石炭と鉄のまちから音が消え
た。
　このような中、ルール地方の再活性化とイメー
ジの改善のため、1983 年にルール工業地帯を流
れるエムシャー川流域で国際建築展（略称 IBA）
を開催する運動が始まる。1989 年には、その推
進役であるエムシャーパーク公社が設立され、こ
れまでに約 6000 億円の投資が行われ、環境と文
化の質を向上させる運動が推進された。そして今
では産業史的に重要なまちであるという住民たち
の誇りにもつながっている。
　私たちは、ルール工業地帯に今も残るある炭鉱
跡を訪ね、その都市再生への挑戦について検証を
試みた。

２．現地調査先の概要
　ルール工業地帯のエッセン郊外に位置するツォ
ルフェライン炭鉱群は、1847 年から採掘が行わ
れ、1932 年までに 12 の縦坑が整備された。私た
ちが現地調査に赴いたのは、そのうち第 12 坑と

呼ばれるエリアで、その正面入口の巨大機械跡は
ツォルフェライン地域の象徴となっており、説明
者の方の言葉を借りれば、今や「ルール地方のエ
ッフェル塔」のような存在だという。
　19 世紀末から 20 世紀半ばにかけて産業発達を
支えた燃料は石炭であり、この炭鉱がその中心的
な役割を担った時代があった。これらの施設を重
厚長大産業の記憶を後世に伝える歴史的な遺産と
して、機能主義的な視点から建造物群の美しさを
再認識し、例えば灼熱した石炭をイメージしたオ
レンジ色の階段を設けるなど、新たなるアートを
付加することによって単なる歴史遺産としてだけ
ではなく、新しいエンターテイメントのまちとし
て再生を図っている。

３．廃墟からの出発
　第 12 坑の建造物群は、耐用年数が短かかった
ため、他の用途に転用するには相当の補修工事が
必要であった。このため、1986 年に閉鎖された
後はしばらくの間放置されていた。
　その後、先述したエムシャーパーク運動の一環
として、１億 5000 万ユーロ（約 249 億円）が投
資され、炭鉱施設を歴史遺産として価値あるもの
とするための大掛かりな建設工事が開始された。
改修工事は私たちが訪問した時点でも継続されて
おり、観光客用ではない旧炭鉱時代の遺物である
石炭運搬通路の改修作業なども、職業訓練の一環
として行われているという。また、大がかりな改

アート性が高く評価された「ルール地方のエッフェル塔」
と呼ばれる巨大機械跡（正面入口）

ルール工業地帯（ツォルフェ
ライン炭坑群第 12 坑）に見る

地域再生術
訪問日　2007 年９月 28 日（金）
説明者　リッケンブロック氏
通訳者　佐藤公子氏
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修工事には多くの失業者が雇用されており、地域
経済の改善にも一役買っているので、この取り組
みにはサスティナブルディベロップメントの 3 要
素である、環境、経済、社会のうち、経済という
点にも密接な関連性を有していると言えそうであ
る。
　第 12 坑を含むツォルフェライン炭坑群は、
2001 年にユネスコの文化遺産に登録され、世界
的にその価値が認められた。指定後の見学者は、
75 万人に上っている。

４．見せ方の工夫
　さて、この取り組みに際してもっとも重要視さ
れた点は、ルール工業地帯を支えてきた炭鉱施設
という歴史の保存であった。耐用年数を経過した
建造物群もできるだけそのままの形で保存し、後
世作られた設備、例えばトイレなども全て隔壁の
向こう側に隠して設置することによって、見学者
が当時の設備をそのままの形で直接目にすること
ができるよう工夫を凝らしている。

一方、まったく新しい観点で見学者に効果的に
炭鉱の歴史を印象付ける工夫も試みられている。
それは、地上 24 メートルの高さまで、一気に見
学者を運ぶエスカレーターである。第 12 坑には、
かつて石炭を運搬するための貨物線の線路が縦横
無尽に引き込まれており、地上の見学者が歩いて
移動する動線をうまく確保することが非常に難し
い。ここでは地上 6 メートル以上の所からが建物

になっているのであるが、このエスカレーターは
見晴らしのいい光がよく通る、地上 24 メートル
の高さにあるフロアまで、96 秒を要しながら見
学者を運ぶのである。エスカレーター上から見下
ろす景色は、かつてそこを、今移動しつつある自
分たちと同じように大量の石炭が空中移動してい
た光景を彷彿させ、高度の上昇とともにかつての
炭鉱時代の喧噪を思い起こさせるとともに、広大
な廃墟全体が持つ圧倒的な存在感が見る者を無言
にさせる。

施設を見学者の利便に資するよう改修しようと
する段階で、ユネスコと大変な議論になったこと
もあった。それは、冬期のマイナス 10 度の気温
の中で見学者を快適に迎えるための断熱対策であ
った。操業時には建造物の内部で大きな機械が大
量の熱を発しながら運転されていたので、労働者
のための断熱対策は必要なかったが、機械が停止
している今は事情が異なる。断熱対策のため、外
観の一部変更を計画したところユネスコの大反対
にあったが、当時の建物の外観の変更を最小限に
とどめるため、元あった建物の内側にもう一つの
建物を建てるような状態を作り、実質的な二重窓
とすることで決着を見た。

歴史的建造物の保全と、見学者にとって 1 年を
通じて快適な環境を確保することの大変さがあっ
たようである。

第 12 坑の周辺のみならず、ルール工業地帯全
体を通じて行われているプロジェクトもある。そ

当時の施設を利用したカフェ

地上 24 メートルの高さまでつづくエスカレーター
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れは、工業地帯としての主要な歴史的建造物や有
名な施設を巡りながら、ルール地方の約 400 キロ
メートルのルートを一周するコースとして設定
し、観光客にアピールしていることである。地
上 24 メートルの地点から眺めるツォルフェライ
ン炭坑群を取り巻くこの地域には緑がたいへん多
く、今では汚いとか危険という炭鉱特有のイメー
ジを全く感じさせない。それは私たちだけではな
く、ここを訪れるすべての人々に共通する感想の
ようである。

５．アートとの融合によるまちおこし
　エムシャーパーク運動は、アートとデザイン、
建築とエンターテイメントの融合による地域再生
のプログラムである。ここツォルフェライン炭坑
群にもその観点は生かされている。
　時間的な制約から内部を見学することはできな
かったが、第 12 坑のエリア内には博物館があり、
また、巨大なボイラーが設置されたままのスペー
スを屋内ビアガーデンとして活用するなど、歴史
遺産と、くつろぎの空間を融合し、アートを生み
だそうとする試みが見られた。
　いまだ炭鉱として操業を行っていた 1969 年か
ら、クリスマスには施設のライトアップを実施し
ていたが、これが地元の住民たちに大いに人気が
あり、現在でも金曜日から日曜日まで夜間のライ
トアップを続けている。
　現在のライトアップは、光の芸術家として世界
的に名高いジョナサンパーク氏によるもので、い
ろいろな色彩の光が微妙な動きを見せる大変魅力
的な空間演出となっている。遠方からわざわざこ
れを見るためにやってくる観光客も多いという。
　1999 年に開催された国際建築展（略称 IBA）
のフィナーレでは、「月と太陽と星」というエネ
ルギーをテーマとした催し物が開催され、大盛況
のうちに終了することができたということであっ
た。
　第二次世界大戦前ヴァイマール（ワイマール）
で設立された建築学校バウハウスによる運動は、

ナチスの手によって 14 年間の活動に終止符が打
たれた後も、世界中の建築家や芸術家、そして工
芸や工業製品の世界にまで大きな影響を与えてい
るが、エムシャーパーク運動を支える大きな思想
的背景にもなっている。
　ツォルフェライン炭坑群第 12 坑周辺には日本
の建築家が事務所を構え、運動に参加している。
しかし彼らの事務所はこの地区の歴史的な建造物
と紛れることがないように敢えて白い外観とされ
ている。それはある意味では当時の建物や景観を
そのまま残そうとする意識の表れではないだろう
か。アートと融合したまちおこしの中にも、歴史
という環境はそのまま残そうとする高い意識が感
じられる。

６．おわりに
　現地で説明をしてくれた担当者は、この投資は
あくまでも住民のための投資であったことを強調
していたが、正直その場ではその意味が呑み込め
なかった。しかし次第に説明が進むうちに、ここ
が単なる産業遺産にとどまらない価値を有してい
ることに気がついた。　　
　当時の建造物はもちろん、東西 1.5 キロメート
ル、南北 1 キロメートルに及ぶエリア全体、そし
てルール工業地帯全体が歴史的な遺産としてだけ
ではなく、機能主義的な建築美を核として新たな
芸術的刺激を内外に発信するまちに生まれ変わっ
たのである。まさにこの地域の住民のためにまち

白い外観の日本の建築家の事務所
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が活性化され、住民が誇りを取り戻し、まちの再
生と持続的な発展の基礎が作られていることが理
解できる。
　いま、東京、名古屋をはじめ我が国の大都市で
は好景気を背景に建築ラッシュが続いている。旧
国鉄の貨物ターミナルの跡地に大手家電メーカー
の社屋が移転し、近未来的なビル群が立ち並んだ
り、GM を抜いて世界一を目指す自動車メーカー
のビルが駅前に建ち、周辺部の開発が進んだりし
ている。しかし、これらの開発が本当に地域のア
イデンティティーの確立と持続的な発展につなが
るのだろうか。
　近年、中心市街地活性化という言葉をよく耳に
する。また、商店街における空き店舗等の他の目
的への利用を通じて行う商店街再活性化のような
取り組みもある。そこには、新たな商業施設の誘
致や、買い物客と子育て支援施設の共存共栄とい
った個別具体的な成功例は確かに存在する。しか
し一方で、その地域を過去から現在、そしてずっ
と未来にまでつなげていくような特徴的な価値観
や、地域の誇りやアイデンティティーといった精
神的な支柱は存在するのだろうか。ルール工業地
帯の人々は、炭鉱の歴史保全と同時に、残された
機械や建造物を、現代そして未来へと続くアート
として再評価した上でまちづくりに取り組み、成
功を収めている。
　我が国のすべての自治体や地域が、特徴的な歴
史や芸術性を売りにする必要はないとは思うが、
もう少し長い目でわがまちに誇りを持てる精神的
な支柱を見出して、まちづくりに取り組んでみて
はどうだろうか。

敷地内での集合写真
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１．はじめに
　ドイツは「環境先進国」と呼ばれ、持続可能な
社会づくりに取り組んでいる。そして社会の様々
な分野で環境に配慮したしくみづくりが進んでい
る。

今回、「持続可能な地域づくり」をテーマにド
イツを訪問したが、最大の関心事は、端的にいえ
ば、ドイツはどのようにして持続可能な社会づく
りへの取り組みを成功させたのかという点であっ
た。

そこで、ドイツにおける取り組みの成功例とし
て、再生可能エネルギーの 1 つである風力発電を
取り上げ、ドイツにおける風力発電の現状につい
て調査を行うことにより、今後、地方自治体で「持
続可能な地域づくり」を行うにあたって何が大切
なのかを探るべく、風力発電の普及・啓発を図る
ために活動している連邦風力発電協会技術担当者
のケルペ氏、風力発電設備所有者のベルマン氏か
ら話を伺った。

２．ドイツにおける再生可能エネルギー
ドイツでは全エネルギーの約３分の１が原子力

発電、約３分の２が火力発電であったが、地球温
暖化防止に向けて再生可能エネルギーが今注目を
浴びており、その割合は年々高まっている。再生
可能エネルギーには風力、水力、太陽光、バイオ
マスなどが含まれるが、ドイツでは全エネルギー
に占める再生可能エネルギーの割合を高めるため

に、まず国民の興味を呼び起こすため法律を制定
した。いわゆる「再生可能エネルギー法」である。
その基本的な内容は、電力会社は生産量の一定割
合について再生可能エネルギーを購入する義務を
負い、そして購入にあたっては再生可能エネルギ
ーの買取価格が予め決められている、というもの
であった。この法律の制定によりドイツの企業や
国民は再生可能エネルギーの生産を経済活動とし
て計画的に行うことができるようになった。

そして、この内容が非常に好評で現在スペイン、
フランスその他海外の国々でもこのシステムを取
り入れている。

また、再生可能エネルギーは環境にやさしい、
あるいは経済面で貢献しているだけではなく、再
生可能エネルギーに成功した結果として再生可能
エネルギー施設を見学に来る観光客が増え、観光
事業にとってもプラスになっている。

３．ドイツにおける風力発電
（１）風力発電大国ドイツ

ドイツは 2050 年には全エネルギーの 50 パーセ
ントを再生可能エネルギーにすることを目標にし
ており、その割合は年々増加しているが、その再
生可能エネルギーの中で一番重要な地位を占めて
いるのが風力発電であり、ドイツは世界有数の風
力発電大国である。

ドイツでは風力発電設備が 2006 年には約１万
7500 基だったのが、2007 年には約１万 8200 基に
増えている。特にドイツ北部では、自動車や列車

再生可能エネルギー
〜ドイツにおける風力発電〜

訪問日　2007 年 10 月１日（月）
訪問先　連邦風力発電協会
　　　　風力発電設備（民間所有）
説明者　連邦風力発電協会技術担当者
　　　　ケルペ氏
　　　　風力発電設備所有者
　　　　ベルマン氏
通訳者　佐藤公子氏

ケルペ氏の講義風景
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の中から田園風景を眺めていると風力発電設備を
よく目にする。

風力発電設備の設置者は、電気を生産し、それ
を電力会社に売却するとともに、自らも電気を使
用することになるが、それら売却代金と使用料の
差が設置者の利益になる。そして、設置にどれく
らい費用がかかり、何年で設置費用の支払いが済
み、その後何年間利益が出るかを予測し、計画的
に投資ができるようになっている。

（２）風力発電のメリット・デメリット

風力発電は、先にも述べたが、
①　地球温暖化防止の観点から環境に配慮した発

電方法として注目されている
②　風力発電設備の増加により新たな雇用が発生

した
③　経済活動の一環として利益を得る目的で風力

発電設備を設置するようになった
④　風力発電設備を見学に来る観光客が増えたな

どの効果があった
反面、風力発電によって、

①　プロペラの回転により、騒音が発生したり、
陰が短い間隔でできたり消えたりする

②　鳥がプロペラの回転に巻き込まれて死んでし
まう

③　設備設置に莫大な費用がかかる
④　景観を悪くしてしまう
などの問題点が指摘されている。

そして、問題点解消の方策として今後一層の発

展が期待されているのがオフショアの風力発電と
いうものである。これは、海上に風力発電設備を
設置するものであるが、ヨーロッパではかなり進
んでいて、日本も非常に大きな興味をもっている
とのことであった。オフショアの風力発電には大
型の風力発電設備が非常に適している。大型の風
力発電設備は発電能力が高くて、しかも小型の風
力発電設備よりも維持費が少なくて済み、そして
風の強い海上に設置するので非常に発電量の多い
設備である。ケルペ氏は、ドイツ全体の今の風力
発電による発電量は２万ＭＷだが、オフショアの
風力発電が今後ますます発展すればその２倍にし
たいと考えているとのことであった。

なお、設置費用に莫大な費用がかかるとの問題
点については、ケルぺ氏は、原子力発電では放射
性廃棄物の管理に莫大な費用がかかってしまう
し、火力発電では空気が汚染された場合にその対
策費としてやはり莫大な費用がかかってしまう
が、それらと比較したら決して風力発電設備の設
置費用は割高ではないとの意見であった。

４．風力発電設備設置者の話
（１）ローゼンガーデン風力発電パーク

ハンブルクの市街地から南西に向かって車で約
45 分走った田園地帯に説明者のベルマン氏はま
ず自分ひとりで小型の風力発電設備（出力：500
ＫＷ）１基を設置し、設置から約 12 年で設置費
用の支払いが済み利益が出るようになった。その
後、徐々に周辺の人々が彼の熱意に促されて、彼
の取り組みに参加するようになり、今では 100 人
が共同で「ローゼンガーデン風力発電パーク」を
つくった。100 人のオーナーで有限会社を設立し
て、会社形式で運営している。

ベルマン氏が設置した小型の風力発電設備に隣
接する大型の風力発電設備（出力：1.8 ＭＷ）４
基は 100 人が所有者である。発電能力は小型・大
型の風力発電設備で合計 7.7 ＭＷである。

これらの風力発電設備が設置されているロー
ゼンガーデンという地方自治体は人口が約１万

車窓から見た風力発電設備
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5000 人だが、この人数が必要とする電力をこれ
らの風力発電設備で生産している。

小型の風力発電設備の価格は 50 万ユーロ（約
8300 万円）、大型の風力発電設備４基の価格が
750 万ユーロ（約 12 億 4500 万円）である。

これら５基の風力発電設備は携帯電話用のアン
テナ基地にもなっており、携帯電話会社からはア
ンテナ設置に係る使用料が入ってくる。

風力発電設備のメンテナンスサービスは年に４
回あり、設備を止めてからメンテナンスに来ても
らう。ベルマン氏は修理費などには保険をかけて
おり、風力発電設備の工事を行った会社と契約し、
設備の維持費として毎年４万ユーロ（約 664 万円）
を支払っているが、その金額には修理代や部品代
が全部含まれているので、何かトラブルなどがあ
っても毎年４万ユーロ（約 664 万円）支払ってい
れば、それ以上の費用はかからない。

小型の風力発電設備のある土地はベルマンさん
が設備を設置するために購入した土地だが、大型
の風力発電設備４基がある土地は農地の所有者か
ら借りており、土地を所有者に返すときには設備
を解体して全部平地にしてじゃがいもが作れるよ
うにするという約束ができている。ベルマン氏は
設備をあと 10 年は使用できると考えているが撤
去には費用がかかるのでその費用を今から積み立

てているとのことであった。
（２）風力発電設備

大型の風力発電設備は地上から回転軸までの高
さが約 65 メートル、プロペラの直径は長さが約
70 メートルであり、基礎部分は直径 12 メートル、
コンクリートの厚み（深さ）が約２メートルで全
部地下に埋まっている。支柱の構造については、
大型の風力発電設備はスチール製、小型の風力発
電設備はコンクリート製である。プロペラの回転
は調整することができ、風速が毎秒 2.5 メートル
を超えると稼動しはじめ、風速が毎秒 25 メート
ルを超えると止まるようになっている。

風力発電設備を設置する場所は役所から法律に
従って指定される。それは風のよく通るところで、
しかも邪魔にならないところである。風力発電は
高さが非常に大事であるが、５基の風力発電設備
は場所によって海抜が若干異なり、高さによって
風のあたる率が違う。また、プロペラにはモータ
ーがついていて、一番有効な風向きになるように
動く。プロペラは１基ずつ動きが違う。

（３）再生可能エネルギーの今後の展望

ベルマン氏の風力発電設備は遠くに丘が見える
ぐらいでまわりは平地である。北ドイツは北海
にも近く南ドイツより風が強い。北ドイツでは
現在風力発電設備が１万 8000 基あるが、今から
200 年ほど前にはいわゆる風車が北ドイツに３万
5000 基あった。昔は発電するのではなく穀物の
殻をむいていた。北ドイツにはそういう伝統があ
る。

ベルマン氏の風力発電設備の周辺では、風力発
電のほかに、農家がバイオガスでエネルギー生産
を行い、それに太陽エネルギーも利用しているそ
うである。風力発電は風が吹いているかいないか、
太陽エネルギーも日が照るか照らないかが影響す
るが、バイオガスは土と関係があるので生産量が
安定する。そして、この３つをうまく結びつける
ことによってかなり再生可能エネルギーの割合が
北ドイツでは増えるのではないかと思っていると
今後の展望を語っていた。

ローゼンガーデン風力発電パークの風力発電設備
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５．おわりに
現時点では再生可能エネルギーを 1 つずつ見て

いくと規模が小さく発電量も少ないので、再生可
能エネルギーで人間が必要としているエネルギー
量すべてをいつか補うことができるかといえば疑
問符がつくが、自然が人間に与えてくれるエネル
ギーのすべてを活用することはできないとして
も、将来的にせめて半分でも活用できるようにな
れば、人間が必要とするエネルギーの数倍もの量
が利用できる。そういう意味では再生可能エネル
ギーは今後もますます発展していくものと考えら
れる。

一方、風はいつも吹いているわけではなく、太
陽もずっと照りつづけるわけではないので、生産
された再生可能エネルギーを蓄えておくことも重
要だが、風が吹かない、あるいは太陽が照らない
ときには、エネルギーの消費者が自分から電気を
無駄に使わない考えに至るように、例えば、今日
は風がないから電気を消しておこう、テレビは見
ないでおこうなどという形で電気の消費量を減ら
してもらう。しかし、それはシビアにするのでは
なく、つまり電気が必要な人の分の倹約を強制す
るということではなく、生活の質は落とさずに不
必要なところを倹約するということが必要となっ
てくる。

これらはケルペ氏の言葉であるが、再生可能エ
ネルギーが今後ますます成長・発展していく可能
性があるとしても、普段から私達一人ひとりが少

しでも環境への負荷がかからないように心掛ける
ということは、環境と経済との調和の観点からド
イツにおける持続可能性を考えるにあたっては、
大切な視点であると考える　　

そして、ドイツにおいて再生可能エネルギーに
関し持続可能な社会づくりへの取り組みに成功し
ている理由は、行政が環境に関する法律を制定す
るにあたっては、国民や企業の理解を得られる内
容で制度化しており、国民や企業も制度を積極的
に利用しているからである。そして、国民や企業
が制度を積極的に利用するのは、単に行政が環境
面での配慮・環境保護を国民や企業に求める、あ
るいは義務付けるだけでなく、配慮・保護の結果
として国民や企業にも経済面での利益、経済的な
発展が得られるようなシステムにしているからで
ある。

ドイツの再生可能エネルギーにおいては、経済
的な利益が、環境に配慮した取り組みへの国民や
企業の参加のきっかけになっているが、いかにし
て住民や企業に環境に配慮した取り組みに主体
的、積極的に参加し、その役割を担ってもらうか、
このことが日本における「持続可能な地域づくり」
に向けた課題であると考える。

今後、日本の地方自治体においても、規模の大
小を問わず施策の実施にあたっては環境との調
和・環境への配慮が必要不可欠になってくる。た
だ、必要不可欠だからといって行政が一方的に住
民や企業にそれらを押し付けるだけでは、実効性
はないに等しいものであり、住民や企業の主体的
な参加、積極的な協力が求められる。

理想的なのは、地方自治体が地域の地理的特性
や実情を踏まえた環境保護の目的・方向性をはっ
きりと示したうえで環境保護に関する条例を制定
して実効性ある施策を制度化し、住民や企業がそ
の目的や方向性を十分理解した上でその制度を利
用し活動していく、いわば地域の特性を活かした
地方自治体と住民や企業の協働が今後の地方公共
団体における「持続可能な地域づくり」を支えて
いくものと考える。

ベルマン氏の説明風景
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１．はじめに
温室効果ガスの増加による地球温暖化は、今

後さらに進むと予想されている。化石燃料などの
燃焼により発生する CO2 などの温室効果ガスの
増加が主な原因とされている。地球温暖化対策に
おいては、代替エネルギー開発の促進や交通、建
設、製造業等の分野における排出量削減の対策が
進められている。

このような状況において、企業の環境配慮へ
の取り組みは、社会的に注目されているが、費用
面で経営を圧迫する現状も聞き及ぶ。

そこで、持続可能な地域づくりを支える経済
活動と環境配慮を結びつけ、取り組むことが、相
乗効果をもたらし、成功プロジェクトとなる要因
を調査、分析することとした。

２．企業（経済）と環境を結びつけた取り組み事例
（１）ホリデイ・イン・ハンブルクホテル

　照明とバスルームにおける省エネの取り組みで

ある。照明については、従来型と比較して 30％
省エネの電球（消費電力を、75W から 45W に低減、
かつ従来型の約３倍長寿命なもの）を約 1000 個
交換。バスルームについては、洗面台の蛇口を１
分間に５リットル、シャワーについては、１分間
に８リットルしか出ない蛇口に交換したというこ
とである。
もちろん、サービスの低下がないように検討・工
夫した結果の取り組みである。

効 果 と し て、 １ 年 間 に 2462 ㎥ の 水 と ９ 万
6848kWh の電気、また、ガスの節約により２万
6828 ユーロ（約 445 万円）の倹約と 72.7 トンの
CO2 を削減できた。

この取り組みにおいて、ハンブルク市は、設
備投資の 27％を補助している。
　この成功により、2004 年から 2005 年にかけて、
市が、市域のホテルに電球交換（１個交換につき
１ユーロ補助）キャンペーンを働きかけたところ
反響が大きく、結果として電球の価格が下がり、
一般家庭にも普及するという、相乗効果をもたら
している。

（２）レストラン経営者

　レストランの経営者から、市に「助けてー！電
気泥棒がいる」と電話が入り、市が調査した結果、
このレストラン経費の内、約半分が冷蔵庫の電気
代だったということである。原因は、冷蔵庫が旧
式のものであったこと、仕入れを２週間分まとめ
て行っていた負荷がかかっていたためである。市
は、オーナーに省エネ型冷蔵庫への買い替えと仕
入れ期間を 3 日分にすることを指導した結果、冷
蔵庫の電気代を 70％削減でき、その他照明など
を交換することで、店全体で電気代 30％を倹約
することに成功している。

この取り組みにおいて、ハンブルク市は、設
備投資の 40％を補助している。一方、レストラ
ン経営者は、設備投資したものの、電気代の削減
効果で、４年間で収支をゼロにしている。

（３）マクドナルド

　男性用の小便器は、一定時間で水を流すタイプ

ハンブルク市環境都市計画局外観

環境にやさしい企業づくり

訪問日　2007 年 10 月 2 日（火）
訪問先　ハンブルグ市環境都市計画局
説明者　クリスティーネ　シャワー氏
通訳者　佐藤公子氏
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のものであったが、水のいらない小便器を考案し、
設置した結果、年間 351㎥使用していた水道代が
いらなくなり、年間 1422 ユーロ（約 24 万円）の
倹約ができたということである。この取り組みは、
一店舗のみの取り組みであっため、市内すべての
マクドナルドで実施されているわけではない、と
いうことである。

３．市の取り組み
　先述した事例は、市に相談等があって、取り組
みが行われた事例である。市は、これらの経験等
を踏まえ、キャンペーンやプロジェクトを展開し
ているということである。

（１）進行中のプロジェクト

①照明チェックアクション、2006 年 9 月 15 日か
ら 2008 年３月 15 日まで。企業が、照明関係のチ
ェック専門の会社に、どのようにしたら省エネに
なるか相談し、その指示にしたがって照明等を交
換すれば、50 ユーロをハンブルク市が補助する
というもの。
　このプロジェクトでは、倹約額に応じて補助金
の限度額が決められているとのこと。

②暖房チェックアクション（今年のはじめからの
事業）

事業主、ハンブルク市、電力会社、それぞれ
３分の１ずつ費用負担し、暖房のチェックをする。
倹約できた金額に応じて、整備コストの 19％か

ら 30％を市が補助する。
（２）取り組み成果

2001 年度から始まり 2007 年８月時点で、市に
相談に訪れた人は、948 人、場所にして 814 カ所
である。そのうち、675 カ所が進行し、504 カ所
が完成に至っている。

市は、これまでに 5900 万ユーロ（約 98 億円）
投資し、740 万ユーロ（約 12 億円）倹約している。

倹約になったエネルギー、電気 20 万 1450MWh、
水 55 万 4630㎡、化学薬品２万 5630 トン、CO2 
６万 2900 トン（すべて１年あたり）。

４．目標と課題
プロジェクトで補助金を得るためには、まず、

「自分のイニシアティブで投資したい」という意
思があること。これが重要で、実際どのプロジェ
クトも、設備投資は自己負担し、結果が出たら、
市が補助する形になっている。
　事業主から、連絡があると、数名のチームを組
み調査に行く。調査結果をもとに、改善指導を行
う。改善されたか、チェックし、補助金を支払う。

補助は、プロジェクトによって違い、電球だと、
15％〜 20％、小規模な事業には、最高 40％、ひ
とつのプロジェクトに最高５万ユーロ（約 830 万
円）までとなっており、調査において、技術的に
市で困難な場合、調査会社に依頼をする。調査費
用の半分を市が補助する。
　取り組みについて見ると、すべて同じ形である。
どの取り組みにも、課題を抱えており、試行錯誤
しながら進めているといった感じである。しかし、

「なぜ、省エネに取り組むのか？」との問いかけ
に、「企業の無駄は、みんなの無駄！」と答えが
返ってくるぐらい、取り組むための、「動機」は、
十分なようである。

（１）断熱材を用いて、環境にやさしく

ハンブルク市、手工業会議所、建築家による取り
組み。ハンブルク市には、エネルギーパスがある。
　建物を新築・改築する際、市が調査をし、「こ
こはこうできる」といった報告書を作成。この報

照明チェックアクションの説明



海外研修A班

48

告書自体がパスポート（エネルギーパス）である。
調査費用の 40％を市が補助する。改築などをし
たい場合、エネルギーパスをいきなり網羅するの
は難しいので、順番に取り組んでいく。

実際、改築などをする場合、１㎡当たり、４
〜 15 ユーロ、市が補助する。実行した結果、省
エネによって、経費が半分以下になった場合、補
助が倍、30 ユーロまでとなる。

（２）利用料金プラン変更のお手伝い

　ハンブルク市と市内の電気会社が協力して、年
間、電気の使用量が 10 万 kWh を超える会社の
電気チェック。1 日のうち、何時ごろ電気をよく
使って、何時ごろ使用量が減る、等のチェックを
する。例えば、夜６時になると社員が全員帰るが、
電気が使われている。それは何に使われているか
チェックする。
　電気代は、規模によって基本料を支払うしくみ
になっているが、それを、無駄な支払いがないよ
うに、アドバイスする。基本料を下げるだけでも
年間 1000 ユーロ（約 17 万円）も節約になる場合
もある。
　自分たちで、電気を節約したい場合、例えば、
小型のクリーニング店などが、節約したい場合に、
チェックする会社を紹介するためのホームページ
もある。

（３）太陽エネルギーを用いた温湯システム

ハンブルク市と連邦政府から、温湯システム
の設備を工事する企業に、補助金を出す。その企
業は、自ら、一般家庭や他の企業に温湯システム
設置について営業し、整備工事を行う。補助金は、
ハンブルク市が窓口となり、その企業に、１㎡あ
たり 160 ユーロ（約２万 7000 円）を支払う。そ
の補助金は、企業を経由して、施主に渡るしくみ
となっている。

（４）太陽エネルギーで電気をつくる

こちらも、ハンブルク市と州政府の両方が、補
助金を出している。１kWh 毎に 350 ユーロ（約
５万 8000 円）の補助金がでる。屋根を貸すものと、
設置して電気をつくるものと両方の補助金が存在
する。もちろん、自社ビルに設置して電気をつく
った場合、
両方の補助金がもらえる。つくる方が 200 ユーロ

（約３万 3000 円）、屋根を貸す方が、150 ユーロ（約
２万 5000 円）である。

屋根に価値があることをわかってもらうため、
補助金を分けている。その他、バイオチップな
どで、エネルギーをつくる。１kWh ごとに 90 〜
150 ユーロ（約１万 5000 〜２万 5000 円）の補助金。

（５）目標達成までの課題

　さまざまな取り組みに補助金を出し、環境政策
を推し進めているが、実際は、職員一人ひとりの
努力の賜物のようである。施工する業者から、省
エネになりそうな情報をもらう。セナート（大臣）

断熱材利用促進の補助制度の説明

チェック会社を紹介するためのホームページ



49

に記者会見で言ってもらう。電話を掛ける、いろ
いろなイベントに出かけて PR する。
　当たり前のような気もするが、「努力している
こと」をアピールできる、ということは、自分の
仕事に、誇りと責任を持ってやっているというこ
とであり、強い思いを感じとることができた。同
時に、企業・市民への周知不足、という点に、大
きな課題を抱えていることも、うかがい知ること
ができた。

５．我が国における取り組み
省エネ製品買換え促進事業（環境省）
　事業概要は、環境省と連携し「省エネ家電普及
促進フォーラム」を設立し、国とメーカー、流通
等が一体となった省エネ製品買換え促進キャンペ
ーンを地域特性も考慮しつつ展開し、それを通じ
て、廃棄する際の環境負荷を含めた省エネ製品へ
の買換えによる CO2 削減効果を消費者に分かり
やすく伝えることで、省エネ製品への買換えを促
進するもの。また、オフィスビルでの省エネ照明
への買換え促進も図り、家電部門並びに業務部門
での CO2 排出量の削減を図るものである。
　この事業における課題としては、省エネ効果の
呼びかけが販売促進のための売り文句としか認知
されないこと、旧式製品の利用がエネルギーの無
駄になっていること「本当にもったいない」の意
味が伝わっていないことなどがあるようだ。

６．おわりに
　今回、訪問したハンブルク市環境省都市計画局
の数々の取り組みは、徹底した省エネを追及しな
がら経済効果も向上させることで、更に裾野が広
がっていくだろうと感じた。我が国での取り組み
との違いは、企業等への補助のしくみがしっかり
と整備されている点であり、また、市民が環境配
慮に理解を示していることが大きなバックボーン
となっている点である。このような取り組みを成
功させるためには、まず、市民の合意形成を味方
にし、企業にインセンティブを与えるというしく
みづくりが必要不可欠である。

視察において、クリスティーネ氏に質問して
みた。環境配慮につながるものの、市が企業に対
し、補助することに市民の抵抗はないのかと。答
えは、全くないというものだった。なぜなら、ハ
ンブルク市民の意識は「緑は守るものでなく失い
たくないもの」、「緑は生活レベルを高めてくれる
もの」、そのための投資には反対意見は出ないと
いうことだった。さらに、環境に対する市民意識
の醸成は、幼少からの環境教育によるものかと期
待しながら問いかけてみた。その答えは「ドイツ
では幼稚園から小学校低学年まで、環境教育に力
を入れている、一助になっていると思う」という
ものだった。ミュンスター市で視察したエムズホ
フのような環境教育が結実した成果であると感じ
た。

ハンブルク市環境都市計画局でのレクチャー

市庁舎前、現在は州議会の議事堂
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１．はじめに
　地球温暖化は、世界共通の課題である。温室効
果ガスの一つである、CO2 削減の取り組みは、京
都議定書においても数値目標が定められている。

そんな中、日本における電力の供給は、原子力
と化石燃料による割合が約８割にも及び、地球温
暖化を加速させる要因になっている。

ブラームヴィッシュにおけるエコ住宅の取り組
みが、わが国で有効な取り組みとなり得るか、ま
た、個人のお宅にお邪魔し、日常生活での環境へ
の取り組みを調査するために現地視察を行った。

２．ブラームヴィッシュについて
　ハンブルクの郊外にある、ブラームヴィッシュ
のエコ住宅は、ドイツで最も注目される、エコロ
ジー住宅プロジェクトである。エネルギーと廃水
システムの分野において優れており、太陽集熱器
のほか、植物による廃水自然浄化槽等、ビオトー

プの整備なども行っている。
　市の土地に連邦政府の研究所とハンブルクガ
ス、ハンブルク市によるパイロット事業として
1996 年に建設された、124 戸の分譲住宅である。

３．太陽熱利用率を 50％に
最初に訪問した場所が、少し小高くなっている

野原、その下に、4500㎥もの熱を貯蔵するための、
貯湯槽が埋められている。補助熱源として、ガス
を使用するということである。

太陽熱集熱器は、各戸に設置されているが、一
度、貯湯槽に集め、暖房用の温水と風呂用温水と
して、再分配される。各戸の利用状況をカロリー
メーターで管理し、地域暖房代を支払うというし
くみである。

3000㎡の太陽熱集熱器を設置しているというこ
とであるが、なるほど、三角屋根ではなく、南側
の屋根の面積が広くなるよう、屋根にも工夫が見
られた。

当初、暖房と給湯に必要なエネルギーの 50％
を太陽熱で賄う計画をしていたが、実際は、30％
程度である。一戸建ての家で、自分の家だけを暖
房しようとすると、もっと効率が悪くなるという
ことである。
　計画値を下回った原因として、各戸と貯湯槽を
結ぶ配管の放熱が大きかったこと、複数の建築家
が建てたため、断熱構造に差があり、計画以上に
熱の使用量があったということである。また、年
間を通しては、５月から 10 月までは安定したエ屋根に設置された太陽集熱器

人と地球にやさしい
住まいづくり

訪問日　2007 年 10 月２日（火）
訪問先　ブラームヴィッシュ
説明者　シューベット氏
通訳者　佐藤公子氏
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ネルギーが得られるものの、11 月から４月まで
は日照時間が短いことから厳しい状況である。
入居時、太陽集熱器等の設備に 6000 ユーロ（約
100 万円）投資したのに、毎月、地域暖房代も払
わなければならず、住民の中には、せめて、割引
等をしてくれればいいが、と苦情も出ているよう
である。足りない熱エネルギーは、ガスで補って
いるが、そのガスをバイオガスにすることによっ
て、コストが下がるのではないかと、検討してい
るようである。

太陽熱集熱器は、ガス会社の所有で、2011 年
まで使い続ける計画である。そのために、住民は、
入居時、屋根を貸すという契約をしている。
　そして、その契約が切れたあと、ガス会社の保
守が、なくなってしまうため、2011 年以降、ど
う管理していくかが、課題となっているようであ
る。

４．葦による廃水自然浄化槽
　トイレ以外の汚水は、各家庭から、葦の生えて
いる近くまでパイプを通して流し、自然浄化した
あと、貯水池に水を貯めて、水を浄化する。

この方法だと、下水道代の支払いが不要。当初、
浄化された水をトイレの水に使用する計画があっ
たが、設備の投資にかなり費用がかかるので、断
念したようである。葦は、１世帯あたり、２㎡必
要であるので、都市部での実用は難しいが、地方
までの下水道施設整備が不必要なこともハンブル

グ市にとっては、メリットである。

５．カーシェアリング
　ハンブルグ市街地から西へ車で約 40 分の立地
条件のため公共交通機関はバスに頼るしかない
が、買い物などちょっと車が必要なときのために
カーシェアリングを行っていた。ここでも、ごく
自然なこととして、無駄を減らし、環境に配慮す
るしくみが定着していた。

６．家庭での取り組み
　幸いにして、現地案内者のお宅を拝見すること
ができ、各戸の環境への取り組みを知ることがで
きた。暖房は温水による床暖房であり、太陽光を
長時間採り入れるために、窓は西側に大きく開か
れており、太陽の出ている間は電気を使わず、読
書やお茶の楽しみも、太陽光で行っているとのこ
とだった。断熱材や壁も自然素材を使っており、
シックハウスへの配慮もされていた。
　夜になると電気が必要となるが、照明の仕方は
スポット的（調理するところ、本を読むところ、
食事をするところ）であり、更に電球の高さが日
本に比べ、かなり低い位置にあった。残念ながら
ハロゲン電球のため光効率は低いものだった。

７．おわりに
　今回、視察したブラームヴィッシュのエコ住宅
は、ハンブルク市がイニシアティブをとり、ガス

カーシェアリングで使用されている車

葦による廃水自然浄化槽
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会社と協力して建設されたものであるが、住民の
立場からすれば、まだまだ、解決すべき課題が山
積しているように感じられた。先述した、太陽熱
利用効率の低さによる他のエネルギーへの依存
や、環境にやさしい自然エネルギー使用に伴う使
用料金や分譲価格の低減はなく、住民にとっては
環境配慮に寄与している自負はあるものの、経済
的メリットに乏しいなど不満もあるようだ。しか
しながら同じようなエコ住宅の建設が、他の場所
でブラームヴィッシュのエコ住宅をモデルに改良
を加えながら進められているとのことだった。
　ブラームヴィッシュのようなエコ住宅は我が国
でも進められてきているが、ドイツとの決定的な
違いは、今回案内していただいたシューベットさ
んの誇らしげな態度ではなかったかと思う。初対
面の挨拶で「ここでの取り組みを日本に持ち帰っ
て活かしたい」と話すと、強く握手され熱い視線
が帰ってきた。それは、1971 年に連邦政府が各
州に対して小学生からの環境教育の実施を求め、
ハンブルクでもフィフティ・フィフティ省エネプ
ロジェクトを実施、成功されるなど、地球規模で
環境を考え、足元から行動する意識が確実に市民

（国民）に醸成されている証であると感じること
ができた。
　原油の高騰など化石エネルギー等に頼る時代
が、このまま続くわけはなく我が国においても、
今後更に、エコ住宅がクローズアップされるだろ
うが、再生可能エネルギーの更なる技術革新と併
せて、行政は、エコ住宅に取り組む住民に対する
インセンティブとして、補助金の交付や、税の軽
減などの制度作りが欠かせなくなってくると思わ
れる。また、環境教育にウエイトを置いた施策が
必要ではないだろうかと感じた。
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　　　◎持続可能な地域社会づくりを目指して

　　　　環境保全と地域コミュニティ構築に向けた住民団体の取り組み

　　　◎フィフティ・フィフティ・プロジェクトによる環境教育について
　　　　〜子どもたちを通して見えるもの〜

　　　◎ごみを出さないまちづくり
　　　　〜ドイツの廃棄物政策から〜

Ｂ　班
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みなさん、最近の地球、「何かおかしい」と思
いませんか？猛暑、暴風などの異常気象の実感、
北極や氷河の氷が減少しているなど地球温暖化現
象が急激に私たちの生活環境を脅かしていると思
いませんか？

1992 年にリオデジャネイロで開催された国連
環境開発会議で、21 世紀に向けて持続可能な発
展を実現するための具体的な行動計画である「ア
ジェンダ 21」が採択されて久しいですが、地球
温暖化による地球環境の変化が有識者やマスコミ
の発表により、私たちは、「何かおかしい」と思い、
地球環境の異常に気付かざるを得ない状況にあり
ます。また、今回の海外研修の事前研修において
花田眞理子先生から「私たちが死ぬまでは地球は
大丈夫だが、孫の代は保証できない」という言葉
を聞いて、「もう待ったなし、何か行動しなければ」
と強く感じました。

私たちは、「持続可能な地域づくり」を研修テ
ーマに、行政担当者として、また、個人的な今後
の「新たな行動」のヒントを求めて、環境先進国
であるドイツ連邦共和国を訪問しました。私たち
B 班９名の職場での業務は多岐にわたり共通点は
少ないですが、興味ある分野を中心に調整しなが
ら訪問候補地を調査し、訪問先を決定しました。

研修では、ドイツにおける次の取り組み
●住環境の整備における省エネに関する先進

的な事例であるエコセンター NRW、エネル
ギー・パスポート制度、ボルゴスト住宅団地

●日本ではまだ少ない NGO の連携組織「環境
フォーラムミュンスター」の活動

●自動車を持たないカーフリー団地および古い
労働者向け住宅を改築したエコロジー住宅に

おけるコミュニティ活動
●今後のまちづくりの参考となるミュンスター

市の「自転車にやさしいまちづくり」
●子どもたちに環境教育を通し、明日の持続可

能性につながることの意識づけを行う日本と
少し違う「フィフティ・フィフティ・プロジ
ェクト」

●ごみを出さないまちづくりのための「DSD、
飲料容器のデポジット制、行政の取り組み、
分別回収を行うハンブルク都市清掃（SRH）、
分別に取り組む病院」の事例

などについて現地で説明を受け、今後の私たちの
「新たな行動」のヒントを得ました。しかし、今
回の研修では、訪問先において質問する時間が少
なかったことと訪問先が急遽変更になったため、
より詳細な調査ができなかったことが少し残念で
す。

最後に、事前・事後研修においてご指導、ご助
言くださいました花田先生、ミュンスター市の自
転車にやさしいまちづくりを中心とした取り組み
のご講演、雨中の自転車ツアーの案内、そして、
帰国後、私たちの質問に対し快くご回答ください
ました近江まどか氏、現地で熱心にご説明してく
ださいました視察先のみなさん・通訳のみなさん、
私たちを側面から支援してくださいましたマッセ
OSAKA 事務局のみなさんに対しまして B 班一
同、心より感謝申し上げます。ありがとうござい
ました。

私たちが現地調査した内容につきましては、テ
ーマごとに訪問先の概要、活動内容などを別紙の
とおり報告書として取りまとめました。

環境政策推進による未来の創造
〜待ったなし！地球温暖化対策〜

B　　班
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現地調査日程
平成 19 年 9 月 27 日　　　　　　　　　　　　　
＜午前＞ハム市　エコセンター NRW　
＜午後＞シュタインフルト町　ボルゴスト住宅団地
平成 19 年 9 月 28 日　
＜終日＞ミュンスター市　

環境フォーラムミュンスターおよび市街
地調査

平成 19 年 9 月 29 日
＜終日＞ミュンスター市　

カーフリー団地、エコロジー住宅および
市街地調査　　　　　　　　　　　　　

平成 19 年 10 月 1 日
＜午前＞ハンブルク市　アルバート・ティア・ギ

ムナジウム（公立学校）
＜午後＞ハンブルク市　ハンブルク都市清掃
平成 19 年 10 月 2 日
＜午前＞ハンブルク市　ハンブルク市都市計画環境省
＜午後＞ハンブルク市　アスクレピオス・ノルド

病院　
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１．はじめに
ノルトライン＝ヴェストファーレン州南西部に

位置するルール地方は、東西 100km・南北 30km
の細長い帯状のエリアを指し、11 の都市と４つ
の郡から構成されている。ここを西流するエムシ
ャー川流域は、19 世紀の炭鉱採掘開始以来、製
鉄を中心としたヨーロッパを代表する重工業地帯
であり、国内総生産はドイツ全体の GDP の 22.3
％を占めるなど、これまでドイツ経済を牽引する
役割を果たしてきた。

しかし、1970 年代以降、炭鉱の閉鎖や産業構
造の転換によって、それまでこの地域を支えてい
た重工業が衰退するとともに経済活動は低迷し、
人口も減少した。その結果、汚染された自然環境
や破壊された景観が、負の遺産として残された。

今回調査地のひとつとなったハム市をはじめ
その周辺地域も、このルール地方の東端に位置す
る。

訪問先のひとつであるエコセンター NRW（注
１）も、A 班が訪問したマキシミリアンパーク（26
ページ参照）と同じく、閉鎖された炭鉱の再利用
であり、未来のエコロジカル都市モデル事業に基
づくエコロジー建築の研究センターでもある。

そこで、持続可能な地域づくりを目指して、ド
イツではどのような住環境整備がなされているか
を知ることが、今後わが国においても非常に重要
になると考え、エコセンター NRW の整備や運営
について調査するとともに、エコロジーに配慮し

た住宅の整備に関して州内のいくつかの実例につ
いて訪問を行なった。

２．エコセンター NRW
ドイツ国内にはいくつかのエコセンターがある

が、エコセンター NRW は、1985 年前後に整備
計画の策定が始まり 93 年に開設された。用地は
1912 年から 76 年まで採掘が行なわれたザクセン
炭鉱の跡地であり、面積は約 50ha と非常に広大
なものである。また、設立当初は州と市からの支
援を受けていたが、これは 2005 年には終わり、
現在は全く独立した経営となっている。

現在のスタッフは、今回の訪問で案内していた
だいたエコセンター NRW 代表のラウシェン氏を
はじめ子会社を含めて 30 人であり、この少人数
で、情報の発信と教育、商工業パーク（商工業集
合地区）の運営といった 2 つの業務を行っている。

前者の業務としては、エコ住宅の普及促進のた
めの建築専門家を対象とした通信教育（エコバウ
24）やセミナーの開催、建築材料の環境評価、エ
コ建築のモデルとなる建物の公開などがある。

また、後者の業務としては、環境関係の企業を
誘致した産業団地の整備が進められているが、現
在社屋の増築を行なっている「hotel.de」社では、

エコセンター NRW 内の hotel.de 社

持続可能な地域づくりを
目指した住環境の整備について

訪問日　2007 年９月 27 日（木）
訪問先　エコセンター NRW、
　　　　ボルゴスト住宅団地
説明者　Manfred Rauschen 氏、
　　　　Berthold Kr ümpel 氏
通訳者　KAIT 関氏
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木材を多用した構造となっており、これは熱効率
が良いという点と、資材加工時に要するエネルギ
ーが少ないことから採用しているという説明であ
った。

また、エリア内で営業を行っている OBI はド
イツ最大のホームセンターであり、全国に約 400
店の店舗を展開している。

特にエコロジカルなセルフビルドの住宅の販売
も行っており、また取り扱っている商品の一部は
エコセンターが環境にやさしく健康な暮らしに役
立つと評価がされたものである。

エコセンターの中心である事務所棟は、以前こ
こから 100km 離れた場所に建てられていた 17 世
紀の農家の木造建築を移築再生したものである。
　また、隣接してアルフレッドフィッシャーホー
ルと名付けられた石炭火力発電所の建物を記念建
造物として残している。なお、このような古い建
築物の再利用はドイツ人の気質によるものか他に
も比較的よく見られることであるが、多量の建築
部材を使用することなく、かつ建築廃棄物も排出
しないという点で非常に重要なことであると感じ
た。

また、子会社「BAUM コンサルト有限会社」
を設立し、エコプロフィット事業も推進している。
エコプロフィット事業とは、環境保護と光熱費な
ど経費の削減を両立することを目的にした環境マ
ネジメントシステムであり、これまで 600 社以上
の企業にコンサルティングを行なっている。

わが国でも、札幌市や宝塚市で事業が始められ
ている。

３．エネルギー・パスポート制度
ヨーロッパの建築物は一般的に数十年単位で修

理や修繕を繰り返し、100 年から 200 年使用する
のが標準であるとされているが、エネルギー・パ
スポート制度はこれら古い建築物に関してエネル
ギー効率の高い改築を推進してゆくことを狙いと
している。エコセンター NRW でもこの制度に基
づく評価について長年研究を続けてきたことか

ら、併せて聞き取り調査を行なった。
具体的には、建築物に関する情報の他に個々の

建物のエネルギー効率（暖房の需要量、エネルギ
ー消費量、CO2 排出量など）を、色のついたステ
ッカーで表すもので、これを個々の建築物ごとに
表示し、物件の購入予定者の目安としてもらうも
のである。

なお、その算出は各国の実情に合わせて定めら
れるが、ドイツでは過去 3 年間のエネルギー費用
か、もしくは建物の構造から計算される。エコセ
ンターでは、その算出方法についての研究ととも
に、制度を担う人材の育成にも大きく関わってい
る。

1950 から 60 年代の建物の場合で年平均 230kw
／㎡、新築では 70 kw ／㎡が基準的なエネルギ
ー消費量であるが、これを 35 から 40kw ／㎡ま
で削減することが目標である。
　この制度によって、立地条件や建物構造のほか
にエネルギー効率の良し悪しによっても建物の評
価が変化することから、当初は不動産業界からの
反発もあったが、現在はそれもほとんど聞かれな
いそうである。

政府の働きかけにより EU でも統一基準を作成
し 2006 年をめどに各国で制度化が進められ、新
改築、売却、賃貸といったときに提示することが

エネルギーパスポートの表示ステッカー
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義務づけられた。ドイツでは法制化が遅れていた
が、ようやく省エネ法が改正され、2008 年から
適用されることになっている。これにより、築
40 年以上の住居建築物はエネルギーパスが義務
付けられ、2020 年までに最大 40％の温室効果ガ
ス削減が目標となっている。

４．ボルゴスト住宅団地
　ノルトライン＝ヴェストファーレン州政府で
は、1997 年に「50 の太陽エネルギー団地」建設
の計画が始められた。この計画には、「パッシブ
ハウスのエネルギー消費量を 15kw ／㎡までとす
ること」「エネルギー需要の 60％以上を太陽エネ
ルギーで供給する給湯装置を設置すること」「住
宅 1 棟につき１kWp の発電量のソーラーパネル
を設置すること」とする要件を設け、これらのう
ち 2 つ以上を備えた団地を「太陽エネルギー団地」
とし、補助金を出してきた。

現在では、50 近くの計画が認定を受け、その
うち 41 の団地が既に建設されている。今回その
中の一つであるボルゴスト住宅団地を訪問し、設
計担当者である、クルンペル氏より概要及び特徴
の説明を受けた。

ボルゴスト住宅団地はミュンスター市に隣接
し、その通勤圏といえるシュタインフルト郡に位
置する新興の住宅団地であり、所得階層が比較的
低位にある住民を対象とした賃貸住宅である。

概要としては、3800㎡の敷地の中に 42 棟の住

宅が建設されている。この団地は、低所得者層
に向けての賃貸住宅となっている。全部で 11 あ
る専用庭を持った長屋形態のテラスハウスでは、
年間平均で 15kwh ／㎡のエネルギー消費量と
なっている。また、それ以外の住宅でも最大で
50 kwh ／㎡のエネルギー消費量までとなってお
り、ドイツの平均的な住宅での消費量である約
100kwh ／㎡のエネルギー消費量と比べても、非
常に効率のよいものであることが分かる。
　さらに技術的特徴としては、太陽エネルギーの
集中管理を行い、また長期にわたって太陽から得
た熱を蓄えるために、敷地の地下に蓄熱装置を持
っているということである。長屋住宅やまたその
他の住宅の屋根に備えられた太陽熱パネルにより
温められた水は、各住戸より、一度集中管理を行
なう建物へと集められ、そこから地下にある蓄熱
槽に送られる。蓄熱槽自体は容量が 1500㎥あり、
断熱効果の高い砂利などで蓄熱される。
　実際に各住戸が暖房熱や温水を利用する場合
は、蓄熱槽より届く温水が必要な温度に届いてい
る場合は、そのままで、また冬などの場合で温度
が足りない場合にはボイラーでさらに加熱を行っ
た後に、各住戸に送られる。資料では、ボルゴス
ト住宅団地では５月から 9 月までは、太陽エネル
ギーによる熱量だけで、ほとんどガスを使用する
ことなく生活を行うことができている。
　また、長屋住宅の中の一軒を見学させていただ
くことができたが、2 階建てで、延べ面積として

ソーラーシステムのしくみボルゴスト住宅団地の外観
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は 90㎡程度で、間取りはほぼ３LDK のような形
態の住戸であった。所得が比較的低位にある住民
を対象とした賃貸住宅との説明であったが、リビ
ングの上は吹き抜けとなっており、その吹き抜け
部分に面して２階部分にはフリースペースが設け
られ、今回訪問した住戸ではそのフリースペース
を書斎のようなしつらえとして利用されており、
住環境としてゆとりある空間が多く全体的に日本
より質が高い事がうかがえるものであった。

５．まとめ
短い期間であったが、ドイツの省エネルギーに

関する理想的な取り組みを駆け足で巡った。
エコセンターは、その設置のきっかけは廃坑の

活用という、直接的に環境問題に根ざしたもので
はなかったかも知れないが、いくつかの困難を乗
り越えながらもサスティナブルを支える重要な機
関として活動している。

また、その運営にあたるのは当初行政の支援が
あったとはいえ、民間が主体となる体制であった
ことは、わが国においても環境のこれからの持続
可能性を考える上で、非常に示唆を与えるのでは
ないだろうか。

しかし、このプロジェクトは州レベル、わが国
で言えば都道府県レベルでの事業であり、われわ
れの所属する市町村レベルをはるかに超える事業
規模である。

現実的に、市町村レベルの自治体が果たすべき
役割は、エコセンターのような大規模プロジェク
トやそれらが行う活動に対する直接的な支援より
も、市民が環境政策に関心を持ってくれるような
普及啓発活動が主となるであろう。

地球環境という国レベル、世界規模の問題を解
決するためにはスケールメリットが必要であり、
地方分権とはある意味逆行するかもしれないが、
国、都道府県、市区町村が互いに連携をはかる必
要があるだろう。その上で、行政と民間の協働、
情報交換がスムーズに行われてこそ、このような
センターの存在が生かされ、今後のあるべき低エ

ネルギー社会の実現が可能となる。まさに、エコ
センター NRW はその象徴として私たちの目に映
った。
　また、市民が暮らす一般住宅においても、さま
ざまな取り組みを見ることができた。

本文で詳しく紹介できなかったが、この 2 日後
に縁あって訪問したミュンスター市内のエコ住宅
でも、古い労働者向け住宅を改築する際、地下室
にコージェネレーションを設置する、壁や窓の断
熱改修を行うといった効率の良いエネルギー利用
を促進している。

また、同じ日に訪れたカーフリー団地でも、時
間が経過すれば自動的に消灯する電灯を設置する
など、細かな工夫を見ることができ、短期間では
あるが、ドイツでの住宅の低エネルギー化が進ん
でいることが実見できた。

しかし、このような取り組みは先進的な事例と
して紹介されたものだと想像される。

たとえば、おそらく数千万戸にのぼるであろう
既存建築物の対策はどの程度進んでいるのであろ
うか。すべての住宅や事業所の消費エネルギーを
低減していくためには、どれほどの時間と労力、
財源が必要なのであろうか。これは重要な課題で
あり、国全体で考えても温暖化防止を左右する問
題である。

2007 年 8 月にメルケル首相はエネルギー・環
境プログラムは、これまでの事業所を中心とした
対策から、一般住居も対象とするプログラムに拡
大することを発表した。

ドイツすべての国民がサスティナブルを志向す
るのにはまだ時間がかかるのかも知れないが、そ
の思想は着実に浸透しつつある。

［注釈］
　（注１）ノルトライン・ヴェストファーレン州の略



海外研修B班

60

１．はじめに
　持続可能な地域社会を、行政のみで実現するこ
とは不可能である。特に、地球温暖化対策をはじ
めとする環境問題の解決のためには、市民、事業
者、行政がパートナーシップを確立して取り組む
ことが重要である。大阪府内でも、豊中市や箕面
市などで、環境問題に取り組む NPO 法人（注１）
が設立され、アジェンダの推進にむけて努力して
いる。高槻市や岸和田市においても市民環境会議
を設立し、地域環境の創造に取り組んでいる。

しかし、府内において、環境団体の相互連携の
取り組みや行政との協働は緒に就いたばかりであ
り、各団体が暗中模索の中で、相互に牽制しなが
ら、環境保全活動を展開しているものと推察され
る。

環境先進国といわれるドイツにおいて、環境団
体相互の連携はどのように実現され、行政とどの
ような関係を築いているかを調査するため、環境
フォーラムミュンスター（以下「環境フォーラム」
という）を訪問した。

２．環境フォーラムの概要
　ドイツでは、税制の優遇措置、裁判所に収納さ
れた罰金や保釈金による補助、若者が兵役の代替
として社会奉仕活動を選択できるなど公益団体を
支える制度が整えられている。連邦レベルの環境
NGO は、本部をベルリンに設置し、国会や連邦
政府への働きかけを行なっている。大きな環境団
体は、優れた人材をもち、専門に働く職員や多く
のボランティア、活動に必要な会費や寄付金を払
ってくれる多くの支持者がいる。しかし、会費収
入のほとんどは本部レベルの活動で使用され、地
方支部は経費的に厳しい状況にあり、自主財源を
確保することは非常に重要な課題である。

環境フォーラムは、1991 年ドイツ自然保護連
盟（NABU）ミュンスター支部（以下 ｢NABU｣
という）の呼びかけにより、結成された Verein

（（フェアアイン）「協会」と訳される）（注 2）で
ある。ミュンスター市の環境団体が、環境にと
って重要なプロジェクト実施のための助成金を、
個々の環境団体の持つ影響力に左右されること無
く、公正に配分することを市に要求したことが契
機となっている。現在は、サスティナブル（持続
可能）な社会の実現を活動目的として、16 の団
体が加盟し、約 7000 人の会員（加盟団体の会員）
を有する。　　　
　また、結成から 16 年が経過し、市から建物を
借り受けて（環境フォーラムでは「環境の家」と
名づけている）11 年を迎える。2 名の職員が週
38 時間の労働時間をワークシェアリングして、
事務や事業に従事している。

主な活動は、プロジェクト助成要求の取りま
とめ、市との交渉や、団体間の情報交換、橋渡し
や共同事業の展開であり、活動資金は主に会費収
入（加盟団体の分担金）を持って運営されている。
ミュンスター市から助成金や活動場所の提供を受
けているが、行政、議会、政党、経済界には依存
せず独立した活動を行っている。

「環境の家」の前にて

環境フォーラムミュンスターの
事例に学ぶ環境団体の連携による
持続可能な地域社会づくり

訪問日　2007 年９月 28 日（金）
訪問先　環境フォーラムミュンスター
説明者　Wolfgang Wiemers 氏
通訳者　近江まどか氏
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３．環境フォーラムの活動事例
　環境フォーラムは、各団体の活動のコーディネ
ートを主に担っている。資金がある場合は再生紙
のキャンペーン（再生紙ノートの製作販売）など
の自主事業も展開してきた。行政への提言や行政
との共同事業にも取り組んでいる。対等なパート
ナーとして、行政に対して環境フォーラムの考え
方もしっかりと主張する。石炭火力発電所の反対
運動に関わり、ミュンスター都市開発公社が行な
った、コージェネレーション（天然ガスを利用し
た蒸気タービン発電）開発プロジェクトに参画し
て廃熱利用などの方策についても提言してきた。

加盟団体は、環境フォーラムの取り組みに参加
する一方で、各団体の目的達成に向けた独自の活
動も展開している。NABU では、ミュンスター
郊外の生態系の保全ために、プランテーション農
業の影響で経営放棄された果樹園において、農家
から所有権を移転された市と委託契約を締結し、
規格化されていないリンゴ（野生種）の栽培を行
い、アレルギー対策にも配慮したジュースをつく
って販売している。この事業では 1 名の雇用が創
出されている。

自動車問題をテーマとした団体としては、ド
イツ交通クラブ（VCD）とドイツ自転車連盟

（ADFC）があり、各ミュンスター支部が、徒歩・
自転車での移動の促進、環境負荷の少ない自動車
の普及啓発などに取り組み、自転車のまちミュン
スター（P65 自転車にやさしいまちづくり－ミュ
ンスター市の取り組み－において詳しく紹介）の
発展に貢献している。また、SNOW という団体

では、送迎時の交通事故の削減、子どもの肥満対
策などを目的に、基礎学校（注 3）の 1 年生の保
護者、教師を対象として、徒歩・自転車を利用し
た児童の自力登校の普及啓発に取り組んでいる。

４．環境フォーラムに参加していない団体と
の関係

　ミュンスター市には、環境フォーラムには加盟
していない、環境をテーマとする大小さまざまな
団体が存在する。環境フォーラムは、必要に応じ
てこれらの団体とも連携し行動をともにしてい
る。例えば、原子力発電所に反対する団体（この
団体は完全な独立をモットーに活動している）と
一緒にデモを実施したり、海外援助に関係する団
体が結成するフォーラム「ひとつの世界」と共催
で、発展途上国における気候変動対策をテーマと
する市民会議を開催している。

　

５．行政や事業者との関わり
　環境フォーラムは市から５万 7000 ユーロ（946
万円）の資金、環境の家の家賃減免１万ユーロ（166
万円）、事業補助 8000 ユーロ（133 万円）を調達
する以外は、各団体が負担する会費で運営されて
いる。ミュンスター市は、環境首都コンテストで
金賞を 2 回受賞し、暮らしやすいまちコンテスト
においても金賞に輝いたことについて、環境フォ
ーラムが貢献していることを認識し、その活動を
評価している。ミュンスター市では、赤字経営が
続いており、2 年前に経営健全化に関する調査を

Wolfgang 氏によるレクチャー

図１　環境の家イメージ図
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市から委託されたコンサルタントが、環境団体へ
の支援の廃止を提案した。しかし、環境フォーラ
ムの政党への働きかけと、市長が環境フォーラム
の活動が市民の環境活動に重要な役割を果たして
いることを理解していたため、減額はされたもの
の資金提供（助成）自体は継続されることとなっ
た。
　事業者との関係においても、環境フォーラムが
取り組む地球温暖化の課題は、断熱材の利用など
住宅の省エネルギー対策のための改修を促進し、
省エネルギー・ソーラーエネルギーのＰＲは市内
の手工業者の事業振興にも寄与している。古い建
築物の改修を希望する市民に対して市が助成金を
出すということで、2002 年 12 月時点で 838 件の
申請があった。このプログラムを通じて、平均
30％以上の省エネルギーが達成され、356 人分の
雇用も創出されている。しかし、その一方で、経
済界、産業界にとっては経済の成長が最大の関心
事であり、環境政策やまちづくり方針についての
対立は常にあるという。

　

その一例として、市内における駐車場整備に関
して説明を受けた。環境フォーラムは中心市街地
の土曜日の駐車場利用状況（ドイツでは日曜日は
商店が休みであるため買い物は土曜日が多い）を
調査し、飽和状態には達していないことを証明し
て新たな駐車場の建設に反対している。市は、自
らが事業主体となって中心市街地には駐車場を整
備しない意向を表明しているが、民間の駐車場整
備を積極的に規制することは考えていない。商業

者達は、自動車で来店する人は自転車で来店する
人に比べて購買量が多いと主張し、新たな駐車場
の建設を要望するなど意見の隔たりが見られる。

６．継続されてきた環境団体の連携
　環境フォーラムは、結成以来、加盟団体の解散
による脱退や新たな団体の結成による新規の加盟
は見られるが、活動方針への反発による脱退や分
裂の危機は経験していない。加盟団体の中で、環
境フォーラムへの加盟を疑問視する意見があれ
ば、環境フォーラムの理事が加盟団体の会合に参
加して、存在意義を説明するなど、地道な説得活
動に努めているという。また、各環境団体も、長
い活動の歴史の中で、貴重種（固有種）の保全か
ら生態系の保全へと活動が発展し、生態系の保全
のためには大気や水などの環境保全が必要である
ことを認識し、その実現を目指す団体と連携する
など、その活動が視野を広げて発展している。
　現在、環境フォーラムの約 7000 人の会員のう
ち、積極的な活動を展開しているのは 200 人程度
であり、中堅層（子育て世代）は休会状態の人も
多い。ただし、退会はせずに会費を負担すること
で環境フォーラムの活動を支えている。残念なが
ら、将来の担い手の育成に関する質問には、明快
な回答を得ることができなかった。

７．まちの将来に対する不安
　歴史と都市計画にも明るい Wolfgang 氏は、環
境首都コンテスト金賞 2 回、暮らしやすいまちコ
ンテスト金賞受賞、自転車のまちとして賞賛され
るミュンスター市のまちづくりも、平坦な道のり
ではなかったと振り返る。
　1700 年代に直径６km 圏内に 20 万市民が居住
していたまちも、1975 年の行政改革の際に、周
辺の約 10 の小さな郡部を統合し、まちは郊外へ
と拡大していった。中心市街地は、市の政策もあ
り、自転車による移動に適していた（P65 自転車
にやさしいまちづくり―ミュンスター市の取り組
み―を参照）が、中心から５km の住宅地から、

市街地に整備された駐車場
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放射線状に整備された道路を利用して中心市街地
を通過して、さらに５km 郊外の工業地帯に通勤
するなど、自転車で移動できる距離ではなくなり
自動車交通量が増加した。ディーゼル車を中心と
する自動車の流入で、まちは排気物質による汚染
がすすみ、ヨーロッパ平均よりひどい大気汚染問
題を引き起こした。中心市街地に再建された歴史
的街並みの白い壁面には、今もはっきりと黒い汚
れが残されている。その後、周辺で全ての用事を
済ませることが可能な地域（市街地の中心）では
自転車を活用すべきとの考えに基づいてまちづく
りが行なわれてきたという（詳しくは P129 近江
氏講演記録参照）。

また、バラ色の将来が約束されているわけでは
ないと語った。10 〜 11 年前に温暖化対策に関す
る提言書が出され、車社会への対策が提唱された
が、自動車の規制に対する提言には市議会の多数
が反対を表明した。

今また新たに、郊外への大規模商業施設の出店
計画が持ち上がっている。環境団体の立場からは、
中心市街地の活気ある商店街は衰退の危機に見舞
われ、自転車中心のまちづくりに影響を及ぼすと
懸念を表明している。「人々はやがて老いていく、
老人が短い距離を移動して、生活できることが理
想像である」、「雇用の場の創造は重要な問題であ
るが、郊外から中心市街地にアクセスできる放射
線状に発達したバス路線を有効に活用して、中心
地に仕事を創造するべきである」と語った。（P116
青木氏自己研修レポート：コンパクトシティーの
可能性参照）。

地域経済の持続的な成長と環境に配慮した持
続可能なまちづくり、環境団体、事業者、行政が
どのようなまちの将来像を共有していくのか、新
たな課題との取り組みが始まっている。

７．おわりに
ミュンスター市の人口は約 28 万人、雇用者は

約 15 万 1000 人で、そのうち約６万人が他都市か
ら通勤している。主な産業として、銀行、保険会

社、または学術研究機関などがたくさんある。８
つの大学が存在し、5 万人の大学生（人口の１/
５）が居住し、失業率もドイツ全土 11％（2006 年）
に比べ、７％と低い状況にあり、市民の生活は環
境問題に取り組む余裕があると言える。行政との
協働において、ホワイトカラー（知識）層などに
よる偏りが見られるのではないかと懸念される。
　今回の調査では、担当職員が長期の秋休みを取
得中で市役所を訪問することができず、市からみ
た協働の評価は確認できていない。またローカル
アジェンダの策定と推進過程における行政と環境
団体の具体的な取り組みについて充分調査するこ
とができていない。やや偏った評価になる恐れが
あるが、調査のまとめを行いたい。

ミュンスター市では、NPO の自主独立と行政
との対等なパートナーとしての関係が実現されて
いると考える。NPO と行政の協働において、お
互いが対等な立場で、相互理解を深め、適度な緊
張関係を保ちながら、協力関係を維持することが
重要であることを再認識した。
　また、環境団体同士の良好な関係を維持する秘
訣について尋ねたところ、サスティナブルな社会
の実現という、みんなが共有できる目的に対して、
緩やかに連携し、相互に補完し、話し合いによっ
て合意に達したことはみんなで行なうことを原則
としてきたと説明を受けた。また、Wolfgang 氏
自身は政党では緑の党に所属しているが、NGO

図２　ミュンスター市の土地利用
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で活動する限り、政治的には中立の立場で活動を
続け、保守系の環境団体とも協議の場を持ち続け
ると明言していた。さらに、長期のプロジェクト
には専門知識を持った人材が必要であり、ボラン
ティアをコーディネートできる人材が必要である
と強調された。

府内において、現代の社会的な課題を解決し、
持続可能な地域社会を築くうえで、協働をコーデ
ィネートできる人材の確保は非常に重要であり、
その育成のための施策を積極的に展開する必要が
ある。

府内では、環境団体の連携促進とこれをコーデ
ィネートする NPO（NPO の活動支援団体）の存
在は少なく、自主的な結成が進まない状況では、
その設立を支援することが重要であると強く感じ
た。当面の支援策としては、出会いの場や活動の
場の提供、情報の提供、NPO が経済的に自立で
きる制度の創設などが考えられる。

府内における NPO 活動支援において、多くの
場合、行政からの資金援助を受けた場合は反対意
見が述べにくく、行政の側も行政への反対意見を
主張する団体を敬遠する傾向にある。また、経
営的に重要な活動である行政からの事業受託は、
NPO の下請化を招いているとも指摘されている。
今後、府内での NPO 活動支援に際しては、ミュ
ンスターの取り組みを充分参考にする必要であ
る。

また、府内における今後の NPO 活動において、
Wolfgang 氏が語った連携の秘訣は充分参考にし
ていただきたい内容である。

［注釈］
（注１）　NPO（非営利団体）は「継続的、自発的

に社会貢献活動を行う、営利を目的としない
団体」。日本においては同一の団体・組織であ
っても国内の法人格は NPO、国際的な通称と
しては NGO（非政府組織）を標榜すことが多
い。

（注２）　Vereinは個人または法人の連合体である。
法人化しない場合は２名以上の構成員で規約
を必要とせず、法人化する場合は７名以上の
構成員で、理事の権限等を記載した規約が必
要である。公益活動を行なうものから、趣味
やスポーツに関するものまで幅広い分野で結
成されている。公益性の認証を得ると公共補
助金や税制上の優遇措置が受けられる。

（注３）　基礎学校は、日本の小学校１年生から４
年生に該当する子どもたちが教育を受けてい
る。その後２年間のオリエンテーション段階

（日本の小学校５年、６年）を経て、実課学校、
ギムナジウムなどのコース別の教育機関へと
進む。

［参考文献」
「ドイツを変えた 10 人の環境パイオニア」　
　　今泉みね子　白水社 1997 年

「ドイツの代表的な NPO である｢協会｣とはなにか」
　　日本政策投資銀行　2004 年

［出典」
図１　環境の家イメージ図
　　「15 Jahre Umweltforum Münster」
図２　ミュンスター市の土地利用
　　近江まどか氏提供
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１．はじめに
わが国では、戦後復興を進める上で、国土の均

衡ある発展を指向したまちづくりが進められてき
た。また、経済成長とあいまってモータリゼーシ
ョンが進展し、現在では、自動車の登録台数は
7900 万台（平成 17 年度末）に達し、世界有数の
自動車大国という状況にある。このような発展の
裏側では、慢性的な交通渋滞や交通事故の発生の
ほか、排気ガス（温室効果ガス）による大気汚染
や温暖化問題など、環境問題が大きな課題となっ
ている。

今回訪問したミュンスター市では、戦後復興を
進める上で、わが国とは対照的に、自転車や歩行
者を中心とするまちづくりに積極的に取り組むこ
とにより、美しい街並みを再現しつつ環境保護に
成果を上げている。その結果、環境首都（1997 年）
への選出をはじめ、街中に到達しやすい街コンテ
ント優勝（2001 年）、自転車首都（2004 年）など、

数々の環境に関する賞を受賞している。
本稿では、環境や自転車にやさしいまちづくり

についてのミュンスター市の取り組みを紹介する
とともに、わが国のまちづくりを進める上で参考
とすべき点について考察してみたい。

２．ミュンスター市の概要
ミュンスター市は、第２次大戦時にナチスの州

本部が設置されていたことも要因し、市街地は壊
滅的な被害を被った。戦後復興に取り組む中で、
ドイツの他都市が大きな自動車道路や近代建築を
中心としたまちづくりを進めるなか、ミュンスタ
ー市では、自転車道の整備を中心に 18 世紀の趣
のある街並みの復元に取り組んだ。このため、ミ
ュンスター市を上空から見ると、中世のドイツが
そのまま再現されたような美しい景観が望める。

また、市の中心部から郊外に向かって市街地の
間に緑地帯を放射状に残し風の抜け道を作ってい
るため、新鮮な空気が常に市の中心部へ流れ込む
ことができる。

３．ミュンスター市における交通政策の歴史
ミュンスター市が戦後のまちづくりを検討する

上で、当初、自転車の無秩序な走行が自動車交通
の妨げとなっていたため、1946 年に市が発表し
た都市開発・交通開発委員会の提言書において「自
転車利用者のため、道路に別途レーンを設置すべ

城壁跡の環状の並木道（※）

18 世紀の趣を残した街並み

自転車にやさしいまちづくり
〜ミュンスター市の取り組み〜
訪問日　2007 年９月 28 日（金）
説明者　Wolfgang Wiemers 氏
通訳者　近江まどか氏
訪問日　2007 年９月 29 日（土）
説明者　近江まどか氏
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き」とされた。その後、1960 年代になってから、
ミュンスター市は自転車を中心とするまちづくり
への明確な転換を図っている。当時の市の総合交
通計画において、「1990 年代半ばには街が自動車
で溢れる」と指摘し、公共交通機関への転換や自
転車を中心とするまちづくりを積極的に推進して
いく方針が決定された。その結果、自転車の利用
促進に向けた様々な施策が実施され、1984 年に
は市街地の自転車の台数は、1972 年の約４倍に
増加するなど、自転車への転換が明確となった。

４．ミュンスター市の自転車の概況
ミュンスター市では、現在、総延長 254km の

自転車道が整備され、自転車専用の道路標識は
172 カ所に設置されている。また、1700 年代まで
市の外周部分には、外敵の侵入を防ぐための城壁
が設けられていたが、現在では、この城壁の跡地
を利用して 4.5km にわたる自動車を通行止めと

した環状の並木道として整備されている。この道
路は、市街地へも郊外へも移動が便利であること
や、散歩やジョギングにも適しているため、多く
の市民に利用されている。

現在、ミュンスター市民の自転車保有台数は、
人口約 28 万人に対して約 50 万台に及び、自転車
を所有していない市民はわずか７％に止まってい
る。

５．市民の反応と意識啓発
ミュンスター市では、戦後の市街地のまちづく

りに取り組むなかで、バスやタクシーなどの公共
交通機関等を除き、市役所周辺や商店が立ち並ぶ
市の中心地への自動車の乗り入れを原則禁止とし
た。このため、買い物には自動車が必要であると
考える市街地の商店主たちから、売り上げの減少
を懸念する声が上がった。しかし、実際には、自
動車で郊外へ出かけていた買い物客を市内へ回帰
させたほか、商店街のいたる所に駐輪場が整備さ
れたため、商店に市民が立ち寄りやすくなり、結
果的に、市内での買い物客は増加し、商店主たち
からは歓迎されることとなった。

市民への意識啓発・誘導策としては「自転車で
の移動が便利であることや環境に対し無害である
こと」を伝える PR パンフレットの作成・配布や、
小学校に入学後すぐに交通マナーを正しく教える
など、転入してくる市民や子供に対しても積極的
に行っている。

自動車の進入を規制した並木道

自転車の進入も規制した商店街

昼間の自転車の乗り入れも規制している標識
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また、ミュンスター市では、自動車の所有を放
棄することを条件に入居が認められるカーフリー
団地という市営住宅がある。この住宅団地では自
動車での進入を禁止しているため、交通手段は自
転車が基本となっている。しかしながら、自動車
を全く利用しないことは事実上困難であるため、
一部の住民たちはカーシェアリングという自動車
の共有制度を利用し、数台の自動車を住宅団地の
入口付近に所有している。

６． 施設整備について
ミュンスター市では、戦後の極めて早い時期か

ら合理的で調和のとれた自転車にやさしいまちづ
くりに取り組んできた。この結果、魅力的な自転
車道路網が郊外から市街地まで張り巡らされ、市
街地の主要道路では、自転車・歩行者専用道路が
設けられている。また、歩行者が安全に買い物で
きるように設けられた歩行者専用道路では、商店
の開いている午前９時から午後８時の間は、自動
車だけではなく自転車も乗り入れを禁止してい
る。

歩道と共に自転車用道路の整備がされている場
所では、自転車用のレーンが赤い色で施され、歩
行者の安全を確保している。自転車道の整備がさ
れていない場所では、自転車が車道を安全に走行
できるように２つの工夫が施されている。一つは、
自転車の停止線を自動車のものより前に設け、自
動車の運転手に視覚的に確認され信号待機ができ

ること。もう一つは、自転車専用信号を設置し、
自動車信号との間に時差を設けることにより、自
動車より先に発進できるよう配慮されていること
である。

次に、駐輪場の整備では、市内に多くの無料駐
輪場が整備されているほか、中央駅前には、3300
台の大型駐輪場が整備されている。これは屋内施
設で管理人が常駐し、洗浄機や修理場も設置され、
預けている間にメンテナンスに対応してくれるほ
か、盗難の被害に遭うことも少ない。また料金体
系もかなり低く抑えられているため、稼働率は非
常に高くなっている。

また、ミュンスター市では、商業ビルを新・改
築する場合、駐輪場の付置を義務付けていること
から、市外地の商業ビルでは、建物の一部を利用
して有料駐輪場を整備しているものもある。

地下に整備された屋内駐輪場（※）

歩道内に整備された自転車道

自転車専用の信号
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７．公共交通機関の整備について
自動車の利用を抑制し、自転車の利用を推進す

るまちづくりを進めるためには、公共交通機関の
整備・充実が不可欠であるため、ミュンスター市
では、市内一円を網羅する充実したバス路線を設
置している。運行時刻も、平日は午前２時まで、
週末は午前５時までと充実させている。料金の設
定にも、１日乗り放題や夜間乗り放題、団体券な
ど、利用者のニーズに応じてさまざまなものが用
意されている。

８．ミュンスター市の今後の課題について
ミュンスター市では、市の中心から郊外にかけ

て、自転車道や公共交通機関を充実して配置する
ことにより、18 世紀の美しい街並みを再現した
魅力的なまちづくりが行われてきた。

しかしながら、最近、郊外に自動車利用を前提
とした大型ショッピングセンターの設置が計画さ
れるなど、自動車の利用が増えてくることとなる。
今後、このようなまちづくりに対しても、自転車
での移動を推進できるような政策を打ち出してい
くことが必要となってくる。

９．おわりに
これまで述べてきたように、ミュンスター市で

は、わが国とは対照的に戦後の早い時期から「自
転車にやさしいまちづくり」に取り組み、大きな
成果を上げてきた。このことは、今後のわが国の
まちづくりにとって参考にするべきところが多く
ある。

われわれ大阪府内の市町村では、多くの都市が
戦後の高度経済成長を背景に、無秩序に都市化が
進展した。このため、市街地では、自転車・歩行
者道の整備が十分でない狭小道路が多く見られ
る。

しかし、ミュンスター市のように、いきなり市
街地で自動車の進入を厳しく規制することは、市
民の権利関係の整理をはじめ、様々な課題があり、
現実的ではない。そこで、まずはソフト面からの

アプローチが現実的となる。例えば、商業施設を
設置する場合に、建物の中に駐輪場の整備を義務
付けるなど、法令等の整備により、民間誘導して
いくことも、有効な策の一つである。

また、日本では、自転車が道路交通法上の車両
でありながら、自転車道が整備されていない歩道
でも走行が認められることや、道路交通法を学ぶ
機会が少なく、道路交通法に対して認識不足にな
りがちなため、自転車の位置づけが曖昧なものと
なっている。このため、自転車利用者が道路交通
法を熟知できるような機会を設けるなど、歩行者
や自転車同士の安全面を良くすることも自転車の
利用を促進すると考えられる。

一方、ハード面では、駅前の放置自転車が問題
となる例が多く、駐輪場の整備が課題であるが、
整備にあたっては、単なる駐輪スペースの提供に
止まらず、施策の持続発展性を高めることが必要
である。そのためには、メンテナンスなどの付加
価値を与えつつ、低料金で提供することによって、
利用しやすい環境整備を図ることや、または運営
を民間に委ねることにより、採算性のある経営体
制を目指すことなどが考えられる。

［写真提供］
（※）の写真は近江まどか氏・ミュンスター市自転

車課より提供

子供を乗せるカートを牽く自転車
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１．はじめに
　市民と行政の協働による持続可能な地域社会づ
くりにおいて、町内会や自治会の活動がしっかり
展開されている地域では、その活動に依拠すると
ころが大きい。環境フォーラムミュンスターの事
例では NPO（P64（注 1）参照）に類するテーマ
型の住民運動の事例を調査したが、もうひとつの
重要な担い手である地域型の住民運動の現状につ
いて調査し、府下における今後の地域型の住民運
動の課題について考察したい。
　ドイツにおける市民活動は Verein（P64（注２）
参照）によって取り組まれており、残念ながら日
本の ｢町内会｣、「自治会」に該当する組織は存在
しない。今回は、近隣住民のコミュニティの構築

（近隣住民の絆づくり）をテーマのひとつとして
活動する、カーフリー団地の Verein（住民は自
治会と呼んでいる。以下「カーフリー団地自治会」
という）と住民主導のエコロジー住宅（以下「エ
コロジー住宅」という）の Verein（住民は住民
会と呼んでいる。以下「エコロジー住宅住民会」）
の 2 つの組織を訪問し、その取り組みを調査した。

２．カーフリー団地の概要
　カーフリー団地は、1996 年にノルトライン・
ヴェストファーレン州のプロジェクトとして計画
され、ミュンスター市の公団によって建設された
社会福祉団地である。街の中心部から２km 程度
の距離に位置し、周辺には教育施設やスーパーマ

ーケット、病院なども立地している。中央駅から
もバスで 10 分、深夜には市内を循環する夜間バ
スの停留所もあり、自転車でも 10 分程度で中心
市街地に行くことができる。

第 1 期工事、第 2 期工事に分けて建設され、
2001 年の第 1 期竣工時には約 70 世帯が入居し、
現在では約 200 世帯、400 人ほどが暮らしている。
入居には所得制限のほか自動車（エンジンを付け
ている乗り物）を所有していないことが条件とな
る。自動車に関しては、所有していないことが条
件であり、必ずしも「自動車に頼らない生活」、「環
境保護」という理念への賛同を条件とはしていな
い。入居理由として、広い緑地（敷地内に駐車ス
ペースが必要ないため）を有し、車が進入しない
ため子どもたちは安心して遊ぶことができ、騒音
や排気ガスの影響も少ないなど、自分や家族の生
活の質の向上を第一にあげている。

カーフリー団地の建物と児童広場

持続可能な地域社会づくりを目指して
環境保全と地域コミュニティ構築に

向けた住民団体の取り組み
訪問日　2007 年９月 29 日（土）
訪問先　ミュンスター市
　　　　カーフリー団地・エコロジー住宅
説明者　ゲオルク・ハインリッヒ氏
　　　　泊知子氏
通訳者　近江まどか氏

図１　カーフリー団地とエコロジー住宅の位置
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３．カーフリー団地自治会の概要
カーフリー団地自治会の設立は、1997 年に行

政が事業の成功にむけて、計画段階からの市民参
加を図ったことが契機となり、その後、2001 年
に入居予定者によって Verein が結成された。会
の目的はカーフリーの徹底や近隣住民のお世話

（コミュニティづくり）が記載されているため自
治会と訳されているが、会員は必ずしも住民には
限定されていない。カーフリー団地の主旨に賛同
し、活動を支援する住民以外の人々、ドイツ交通
クラブという団体や政党である社会民主党も会員
となっている。会費は月額 7 ユーロ（1200 円）、
公的な助成は、集会室（後述）の借料について
650 ユーロ（10 万 8000 円）を 550 ユーロ（９万
1000 円）に減額している程度で、他は団地の管
理料（後述）として 100 ユーロ（１万 7000 円）
が支払われている。
　自治会への加入は、全入居世帯の 1/4 程度であ
る。ドイツに自治会制度がないため、単純に比較
することはできないが、岸和田市における公営住
宅自治会の加入率（自治会の申告に基づく数値）
が 78％から 100％に達しているのに比べるとかな
り低い状況にある。カーフリー団地自治会への加
入が進まない理由としては、社会福祉を目的とし
た団地の入居者（所得水準が高くない）にとって、
会費の負担が大変であることや、外国人労働者の
比率が高いことなどに加えて、カーフリー団地自
治会の主旨が入居者に理解されていないことがあ
げられていた。第 2 期工事では計画段階からの市
民参加が行なわれなかった。その結果として、第
2 期工事で完成した棟に入居した人々のカーフリ
ー団地自治会への加入が少なくなっている。

４．自治会の取り組み
　ドイツの社会福祉住宅においては、「隣人の顔
の見えない暮らし」が多いといわれ、近隣関係が
良くない傾向にある。カーフリー団地自治会では
団地内の良好な隣人関係を構築するため、会費で
団地内の一室を借り上げ、「こころゆたかな」と

ネーミングして集会室として活用している。ここ
では、ワーキンググループのミーティングのほか、
クリスマス会やフリーマーケットの開催、週 2 回
の住民カフェも行なっており、誕生会や結婚披露
宴にも使用され、住民の絆を深めるのに役立って
いる。会員は 1 回 15 ユーロ（2500 円）で利用で
きるが、会員以外からは 50 ユーロ（8300 円）の
負担を求めている。
　カーフリー団地自治会は、団地内のカーフリー
の徹底も活動目的にしている。病気などの理由で
自動車の所有が必要な場合は、申し出てカーフリ
ー団地自治会の役員と話し合いを行なう。車を持
たないことを誓約して入居しているが、隠れて離
れた場所に自動車を所有する住民が発見された場
合もカーフリー団地自治会の役員と話し合うこと
になり、それでも手放さない場合は退去すること
となる。また、団地内には来客や身体障害者用に
駐車場が設けられているほか、20 名程度の会員

カーシェアリング用の自動車

カーフリー団地内部とレクチャー風景
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でカーシェアリング用の自動車が４台確保されて
おり、車が必要なときはこれを利用する（注１）。

他にも、雨水の利用の提案を行なったり、公団
から受託して団地内の緑地や児童公園の管理も行
なっている。ただし、管理業務は第 1 期入居分に
限定されており、第 2 期入居分は公団が民間業者
に管理を委託している。自治会活動を通して住民
が顔なじみになることは、団地内に侵入する不審
者の発見など防犯にも役立っているという（夜警
などの組織的な防犯活動は行われていない）。

現地調査で関心を持ったのは、カーフリー団地
自治会が入居者の選定に一定関与できることであ
る。入居申込者の情報が提供され、カーフリー団
地自治会が団地の主旨に合った人を推薦するしく
みとなっており、その結果カーフリー団地自治会
への加入者もわずかではあるが、増加傾向にある
との説明であった。

５．住民主導のエコロジー住宅の概要
　住民主導のエコロジー住宅は、1878 年に建設
された中心市街地に近接した低家賃住宅で、1989
年に地上げ行為が行なわれた。住民が家主を相手
取り居住の継続を求めて訴訟を提起した。住民は、
学生団体や政党の支援を受けてたたかい、1997
年にミュンスター市が住宅を買い上げて、その改
修を公約することとなり、現在はミュンスター市
所有の社会福祉住宅である。住宅は、１棟が改修、
１棟が建て替えられたが、その建て替えの際にも
エコロジーとコミュニティに対する住民の意向が
尊重された。

エコロジー住宅では、住民たちが自主的に環境
に配慮した暮らしを実践している。エネルギー効
率の悪い電気の利用を抑制し、天然ガスを中心に
生活している。ガスは全世帯で 1 つのメータを使
用し、料金は人数割りで負担することで検針コス
トを軽減している。トイレの排水には、飲料水と
して使用可能な上水道水は使用せず、自費で設置
したタンクに溜めた雨水を活用している。電気は、
送電によるエネルギー損失が環境に与える負荷を

考慮して、小型のコージェネレーションシステム
を設置している。同システムでは廃熱も有効に活
用し、エネルギー効率は 90％であると紹介され
た。10 年前に設備費として借り入れた 2 万ドイ
ツマルクの返済もすでに終わっているという。景
観上の制約で、ソーラーシステムの導入は実現で
きなかったが、断熱には発泡スチロールの活用や、
二重窓の導入などの工夫を凝らし、1880 年代当
時の樫の木の柱や梁などの古い建材も有効に活用
している。住宅の補修は、経年劣化によるものは
市の責任、小さな補修は入居者が負担する。これ
らの取り組みが評価され、住宅の博覧会で賞を受
けた。その後は行政も住民会の取り組みを評価し
ている。

　　　　　　

６．エコロジー住宅住民会の成り立ちと取り
組み

エコロジー住宅住民会は、1990 年に住居確保
と同じ境遇におかれた他の住宅住民との連帯を図
ることを目的に組織され、月額 5 ドイツマルクの
会費で裁判費用の捻出を図ったのが始まりであ
る。市が所有した後は、住民たちが、月 40 時間
のボランティア活動を行い、建物の断熱、コージ
ェネレーションの導入、雨水の利用に取り組んで
きた。現在は、住宅の維持、他の団地との相互支
援、エコロジー住宅内の相互扶助とコミュニティ
づくりに取り組んでいる。居住者は高学歴の人も
多く、自主性が高く、政治への関心も強い。現在
は、全世帯である 30 世帯がエコロジー住宅住民

エコロジー住宅の外観
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会に加入し、管理人を置かずに自主的な管理運営
が行われている。エコロジー住宅住民会に対して、
市からの助成や管理費の支払いは行われていない
が、管理権が認められている。

エコロジー住宅においても、エコロジー住宅住
民会による入居者選考を認めている。選考方法は、
入居希望者リストに記載された人の中から候補者
を抽出し、面接を行って、人柄重視で入居者を決
定する。その結果、隣人との対話も促進され、住
民同士のトラブルも少ないという。

しかし、住民は、エコロジー住宅での永住が保
障されているわけではない。新築部分に関する保
存契約は 10 年間である。市は、将来的にはこの
場所に、中心市街地に近い立地条件を生かした高
級分譲住宅の建設を望んでいるため、契約満了時
の住宅の存続が新たな課題となっている。

　

７．おわりに
今回の調査で、ミュンスター市において、環

境保全と地域コミュニティの構築を目的とする団
体の活動の一端を垣間見ることができた。カーフ
リー団地では、カーフリーという共通の目的達成
に向けて行政と自治会が良好な関係を構築してい
る。カーフリーの思想は自動車社会であるドイツ
において、周辺住民はもとより、カーフリー団地
の居住者に対してもその考え方を浸透させること
が難しいという現実がある。また、社会福祉住宅
における外国人労働者と地域コミュニティの問題

が存在していることも明らかとなった。
ドイツ各地においても、街の郊外に社会福祉住

宅が建設され、所得階層による住み分けが、特定
地域における貧困の再生産と街のスラム化を誘発
することが懸念されている。ミュンスター市も例
外ではなく、この問題を回避するためカーフリー
団地では、良好な隣人関係の構築（コミュニティ
づくり）を目的とした Verien が結成され、新た
な取り組みとしてその成果が期待されている。

また、カーフリー団地の例に見られるように、
計画段階からの居住予定市民の参加は、開発後の
地域コミュニティの構築に一定の効果を挙げてい
る。ドイツ国内で整備された他のカーフリー団地
の例を見ても、市民が計画に参加する中での市民、
事業者、行政のお互いの学習は、駐車場フリー（注
２）とカーフリーの組合せなどの新たな考え方を
生み出し、事業の成功に貢献している。

府内での持続可能な地域社会の構築に向けて
は、地域型の活動組織である町内会・自治会とテ
ーマ型の活動団体である NPO の融合的な連携と
行政との協働が不可欠であると思われるが、ミュ
ンスター市においても地域型の住民運動と行政の
協働はいまだ発展途上にある。

エコロジー住宅では、住民の環境に配慮した住
宅づくりの取り組みが行政から評価されている一
方、エコロジー住宅の継続利用について住民と行
政の意見の隔たりが見られる。今後、相反する思
惑の調整に多くの時間を割かなければならないだ
ろう。

また、ミュンスター市のカーフリー団地自治
会、エコロジー住宅住民会では、地域の親睦と広
範な地域課題をテーマとして活動する日本の自治
会とは異なるかたちで、明確な活動テーマをもっ
て、活発な自主事業が積極的に展開されていた。

地域コミュニティの構築を目標とする団体に
対する行政の育成施策は、場所の提供や管理業務
の委託、管理権の移譲に限定されており、府内に
おけるコミュニティ振興施策の方が手厚いのでは
ないだろうか。

エコロジー住宅におけるレクチャー風景
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公的住宅における入居者選考へのカーフリー
団地自治会、エコロジー住宅住民会の関与は、主
義主張による入居者の排除にもつながりかねず、
お互いが異なる考え方を受け入れ、共存するとい
う民主主義の成熟を待たなければ、地域間の対立
を誘発する恐れがあり、慎重な取り組みが必要で
あると感じた。
　府内においても、今後は外国人労働者の割合は
増加を続けるものと推測され、このことが町内会・
自治会の組織率と活動にどのような影響を与える
のか、また、ミュンスター市の地域コミュニティ
形成の苦悩に見られるように、文化や生活習慣の
異なる隣人をどのように受け入れていくのかが大
きな課題となることが予測される。　

最後に、大阪府内において平成 17 年度の世帯
数は約 365 万世帯、自家用自動車車両数約 251 万
台（それぞれ平成 18 年度大阪府統計年鑑）であ
るので、自動車を持たない世帯は 114 万世帯以上
ある。1 世帯で 2 台以上の所有も存在することを
加味すれば、自動車を所有しない世帯数は更に多
いと見込まれる。また、自動車中心のまちづくり
は高齢者をはじめとする移動手段の少ない交通弱
者にとっては不便である。無秩序な郊外への市街
地拡張は環境保護、持続可能性の視点からは課題
を残し、基盤整備の進んだ市街地の空洞化と郊外
化に対応した新たな基盤整備は公共投資の効率を
悪くし、大きな財政負担となっている。国土交
通省・経済産業省もコンパクトシティ（P116 青
木氏自主研修に詳しい）を目指して政策転換し、
2006 年には、都市計画法と中心市街地活性化法
が改正された。

中心市街地の活性化、環境負荷の少ない移動手
段中心の生活の実現に向けて、公共交通機関が整
備され、公共施設、商業施設に近接した地域にお
いて、多様な所得層が居住するカーフリー団地の
モデル地区を住民参加で建設することは有意義で
はないかと思われる。

［注釈］
（注１）　カーフリー団地のカーシェアリング

ミュンスターカーシェアリング社（ミュンス
ター市内の企業）が提供するしくみを利用し
ており、自動車の利用は同社の会員であるこ
とが前提条件である。団地内にタイプの異な
る４台の自動車を配置し、団地内に居住する
同社の会員と近隣に居住する同社の会員が共
同で利用している。この自動車の利用には、
カーフリー団地に居住する必要も無く、カー
フリー団地の自治会の会員である必要もない。

（注２）　駐車場フリー
フライブルク市（ドイツ）のヴォバーンの例
では、身近な生活環境から可能な限り車を排
除する目的で、車を自宅ではなく集合駐車場
に置くこととした。同地区ではこの方法と車
を所有しないカーフリーを組み合わせて実施
している。

［参考文献」
「学びながら計画したフライブルクの拡大住民参加
―フォーラム・ヴォバーンの奇跡―　」

阿部成治、小浦久子、神吉紀世子　日本建築
学会大会学術講演梗概集　2005 年９月

［出典」
図１　カーフリー団地とエコロジー住宅の位置
　　近江まどか氏提供
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１．はじめに

先進諸国では、2005 年の「京都議定書」の発
効を受け、2012 年までに CO2 などの温室効果ガ
スの排出量を 5.2％削減（1990 年比）することが
求められている。また、2007 年には、アメリカ
元副大統領のアル・ゴア氏による「不都合な真実」
という著作が映画化され、地球環境問題が世界中
でセンセーショナルに取り上げられている。

このように、深刻化する地球環境問題に対す
る関心は、わが国はもとより、世界的に高まりを
見せているが、温室効果ガスの削減に向けた具体
的な取り組みは進んでおらず、議定書の目標達成
は厳しい状況であると言われている。地球環境問
題は、文字どおり世界的規模での取り組みがなけ
れば、克服できない課題であるが、行政、企業、
学校などの様々な組織体はもとより、住民一人ひ
とりが日常生活レベルにおいて、足元からライフ
スタイルを見つめ直し、意識的に取り組み、行動
することが、何より大切であると考えられる。

わが国をはじめ、先進諸国が思うように成果
を上げられない中、ドイツでは、温室効果ガスを
2020 年までに 40％削減（1990 年比）するという
大きな目標を掲げ、環境問題に対する様々な取り
組みを展開している。

その中で、ドイツでは、持続可能な社会の形
成にとって、環境教育が重要な役割を担うと考え
られ、各州の憲法において、「民主主義」や「人

間の尊厳」などと並んで、「環境教育」が重要な
法的概念に位置づけられている。

このため、学校における環境教育の取り組みと
しては、「教科の枠を越えた授業」において、複
数の教科の共通テーマとして環境問題を学習し、
省エネの推進など、環境への影響を考え、行動で
きる教育に取り組んでいる。

本稿では、ハンブルク市の公立学校での省エ
ネ活動を通じた環境保護への取り組み、環境教育
の実践について紹介しつつ、わが国が参考とすべ
き点について、若干の考察を加えてみたい。

２．ハンブルク市の取り組み
ハンブルク市では、「地球規模で考え、足元か

ら行動する：ハンブルクの学校は節約路線に変更
します」というキャッチフレーズのもと、「フィ
フティ・フィフティ・プロジェクト」という学校
省エネ活動に取り組み、大きな成果を上げている。
　ハンブルク市では、1994 年から本プロジェク
トに取り組んでおり、現在 480 校で実施され、各
学校への制度の普及・推進を図るため、4 人の担
当者が配置されている。

３．フィフティ・フィフティ・プロジェクトとは
フィフティ・フィフティ・プロジェクトは、学

校での電気消費量、水道使用料、暖房に係る燃料
消費量などを節約し、ごみの減量化やリサイクル
などの取り組みを通して節約できた費用を市と学
校が 50%ずつ分け合う制度である。学校が受け

子どもたちによる分別の取り組み

フィフティ・フィフティ・プロジェクト
による環境教育について

〜子どもたちを通して見えるもの〜
訪問日　2007 年 10 月１日（月）
訪問先　Albrecht-Thaer-Gymnasium
　　　　（ハンブルク市）
説明者　Bjorn v ön Kleist 氏
通訳者　Noriko Haensgen 氏



75

取る配分金については、使途に制限がなく、保護
者や生徒の意見を基に、学校の教材や施設の充実、
子どもたちのレクリエーション運営などに充てら
れている。このため、子どもたちは、省エネ活動
に積極的に取り組むことにより、環境問題に対す
る理解を深め、日常生活において、環境への意識
をもって行動できるようになる。その結果、CO2

の発生量の抑制にもつながり、市は学校運営にか
かる予算を毎年節減できることから、言わば、環
境教育、自治体の公費削減、温暖化防止（CO2 削
減）という「三位一体型のプロジェクト」と評価
できる。

　

　次に本プロジェクトの実際の運用方法を簡単に
説明したい。まず、学校の運営にかかる必要コス
トについて、市の担当セクションが生徒数などの
学校の規模を基に、コンピュータシステムによっ

て自動的に算定する。ただし、施設の改修などに
よって消費電力が削減された場合や、逆に、コン
ピューター教材の導入など、新たな電力需要要因
が生じた場合は、それらの増減分を補正して各学
校に予算配当する。

すなわち、施設の状況に変化がない限り、前
年度の削減実績に関わらず、毎年の配当予算は変
わらない。このため、節約によって次年度の配当
予算が削減されるわけではないので、子どもたち
の省エネ活動へのモチベーションが維持され、本
プロジェクトの制度としての持続性を担保してい
る。

４．「Albert-Thaer-Gymnasium（アルバー
ト・ティア・ギムナジウム）」での事例

今回訪問した学校は、ハンブルク市にあるア
ルバート・ティア・ギムナジウム（以下「アルバ
ート校」と呼ぶ）という 12 歳から 19 歳の生徒が
通う学校で全校生徒は約 450 名である。

「ギムナジウム」とは、日本の中高一貫教育に
近いシステムの進学校である。アルバート校では、
ハンブルク市が「フィフティ・フィフティ・プロ
ジェクト」を導入した初年度（1994 年）からプ
ロジェクトに取り組んでおり、既に 14 年目を迎
えている。アルバート校には、先述のハンブルク
市全体のプロジェクト推進を担う 4 人の担当者の
一人である Bjorn 氏が配置されている。彼は教諭

（物理と体育）と市職員を兼務し、授業を担当し

Bjorn v̈on Kleist 氏によるレクチャー

省エネ対象エネルギー

アルバート・ティア・ギムナジウム
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ない日（週 3 日）は、市役所に勤務し、市全体の
プロジェクトの運営・管理業務を担当している。

また、現在のハンブルク市の財政状況は厳し
いことから、当初、学校に配分されていた 50％
の配分金のうち、10％を本プロジェクトの推進経
費に充当することとなり、Bjorn 氏ら 4 人の担当
者の給与もそこから捻出されている。

一方、子どもたちの省エネに対するモチベー
ションを保つための取り組みとしては、学校やク
ラス対抗の省エネ競争があり、大きな成果を挙げ
た学校やクラスを表彰し、賞金が授与されるもの
もある。

また、アルバート校では、ローリング・スト
ーンプログラムといって、上級生が下級生を指導
するシステムを取り入れており、子どもたちによ
る世代間の継承が図られている。

こうした結果、2006 年度におけるハンブルク
市の省エネ効果としては、公立学校 480 校トータ
ルで 450 万ユーロ、約 7 億 4700 万円の巨額の経
費削減をもたらしている。

５．思わぬサプライズ
　余談ではあるが、Bjorn 氏からの聞き取り調査
が終了した後、思わぬサプライズがあった。当初
の調査予定にはなかったが、日本について学習し
ている 13 歳の生徒のクラスが私たちの訪問を歓
迎してくれるというのである。早速、教室へ向か
ったところ、黒板には漢字で『珍客』と大書して

あった。日本語の表現は別として、私達を歓迎し
ようというドイツの子どもたちの温かい気持ちに
触れ、心から感動を覚えた。子どもたちからは、
日本の文化や学校の状況をはじめ、日本の学校で
の環境問題への取り組みや日本人とドイツ人の環
境意識の違いなど、熱心に質問を受けた。また、
彼らは、本プロジェクトで得られたお金を使って
みんなで「不都合な真実」の映画鑑賞にも行った
と聞き、環境教育への取り組み、意識が浸透して
いる印象を受けた。

そして、別れ際には、子どもたちからパンを
入れるケースをプレゼントされた。これは、学校
に昼食用のパンを持参するための入れ物で、繰り
返し使うことができる。以前は、包装紙に包んで
持ってきていたので、包み紙がごみとなっていた
ことから、本プロジェクトの取り組みによって導
入したそうだ。思わぬプレゼントに最高の思い出
が残せ、アルバート校の子どもたちには大変感謝
している。

各年度の電気消費量省エネの実績

各クラスでの省エネ成果

生徒たちとともに
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６．おわりに
これまで見てきたように、ドイツでは、地球

環境問題というグローバルな課題に対し、一人ひ
とりが自分の足元の日常生活を見つめ直し、地道
に行動していくことの大切さについて実践を通し
て教育している。また、子どもたちは、フィフテ
ィ・フィフティ・プロジェクトを通じて、省エネ
活動が明日の持続可能性へとつながっていくこと
を体験し、環境への意識をもって行動できるよう
になる。

このように、持続発展可能な社会を形成する
ためには、環境問題への取り組みを絶え間なく、
次代を担う子どもたちへ伝えていくことが大切で
ある。

わが国においても、フィフティ・フィフティ・
プロジェクトを実施している自治体が見られる
が、中には、前年度節約できた予算を翌年度の予
算配当から削減するため、年々予算が先細りとな
って継続性がないという例を耳にする。ドイツで
は、先述のとおり、節約した予算を次年度の配当
予算から削減することは行っていない。

このように、同じような取り組みであっても、
ドイツと日本では似て非なるものといえる。この
ような違いが生じる理由は、その目的とするとこ
ろに大きな違いがあるためではないだろうか。日
本のケースでは、行革、財政削減に軸足が置かれ
ているのに対し、ドイツでは、子どもたちの意識
改革、環境教育を目的としていると感じる。大切
なのは、このような環境保護の取り組みが世代を
超えて未来に向かって営々脈々と持続していくこ
とである。ややもすれば、ドイツでの大きな財政
削減効果ばかりに目を奪われがちであるが、本プ
ロジェクトの導入に際しては、目的を精査し、継
続性に留意した制度設計が望まれると感じる。

啓発ポスター
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１．はじめに
　20 世紀後半の高度経済成長によって、私たち
の生活は大変豊かになった。その一方で、大量生
産、大量消費、大量廃棄という社会の仕組みは、
資源の無駄遣いや環境汚染、温室効果ガスの排出
による地球温暖化といった地球規模の問題を引き
起こしてきた。また、自治体レベルでも、最終処
分場の不足や多大な廃棄物処理費用が財政を圧迫
していることなど、ごみを取り巻くさまざまな問
題が存在する。
　こうした状況にあって、ごみ処理やリサイクル
の分野においてはいかに環境に負荷を与えない資
源循環型の社会システムを築いていくかが求めら
れている。
　ドイツは、世界でも有数の環境先進国として知
られている。その理由の一つが、容器包装等の回
収、再利用を通して、ごみ減量を成功させたこと
である。
　今回私たちは、ドイツにおける成功例を学び、
今後の廃棄物行政に生かすため、ハンブルク市都
市計画環境省、ハンブルク都市清掃、アスクレピ
オス・ノルド病院を訪れ、ドイツにおけるごみの
減量・リサイクルがどのように進んでいるのかを
調査した。

２．ハンブルク市の概要

　

　ハンブルク市は古くから、エルベ川の河口の港
湾都市として発展してきた。このエルベ川は、チ
ェコ、旧東ドイツを流れ、ハンブルクから北海へ
流れ込む大河である。旧東ドイツでは、産業排水
が処理されずに流されていたため、エルベ川の水
は水銀、カドミニウム、鉛などの物質により汚染
されており、川底にこれらの重金属を含んだ汚泥
が堆積している。この汚泥の処理はハンブルク市
の大きな課題の一つで、そのためにヨーロッパで
最初にごみの焼却場を作り、汚泥を焼却により処
理するという対策をとってきた。
　廃棄物埋立令に基づき、2005 年６月以降、ド
イツでは前処理をしていない廃棄物の埋め立てが
禁止された。埋め立ての前処理としては焼却処理
か、機械生物分解処理（注１）のどちらかを選択
することになるが、ハンブルク市は焼却処理を選
択している。その理由は、エルベ川の汚泥を処理
するため、焼却をする必要があったからであると
思われる。ちなみに、研修前半に訪れたミュンス
ター市では、「焼却場から出る有害物質の問題が
ある」、「廃棄物は資源であり再利用すべきである」
との考えのもと、焼却場の建設が禁止されており、
埋め立ての前処理として機械生物分解処理を選択
している。

３．ドイツの廃棄物政策
　資源循環型社会システムの形成で、リデュー

ごみを出さないまちづくり
〜ドイツの廃棄物政策から〜

訪問日　2007 年 10 月１日（月）・２日（火）
訪問先　①ハンブルク都市清掃（１日）

②ハンブルク市都市計画環境省（２日）
③アスクレピオス・ノルド病院（２日）

説明者　① Rolf-Michael Preugschat 氏
② Michael Kuhl 氏
③ Gabriele Ackermann 氏

通訳者　Ms.Noriko Haensgen 氏
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ス（ごみの減量）、リユース（再使用）、リサイク
ルの頭文字をとった３R という言葉がよく使われ
る。日本はリサイクルが優先されがちで、ドイツ
ではリデュースを最優先している。これは、生産
者責任の原理で、循環型社会を作るためには、廃
棄物の流れで言えば川下となる消費者でなく、上
流の生産者に対策を講じさせるものである。

（１）デュアルシステム・ドイチュランド

ドイツでは、「生産者に製品のライフサイクル
における責任を課すことで、製品から発生する環
境負荷の低減をはかる」という「拡大生産者責任」
の考え方のもと、循環型社会が構築されている。
この考え方を具現化したのが 1991 年に施行され
た包装廃棄物政令である。政令では、包装廃棄物
は生産者と流通業者の責任として、回収・リサイ
クル義務を課している。しかし、各企業が別々に
回収し、再資源化するのは非効率といえる。この
政令では、それを第三者に委託できることを認め
ていた。そして誕生したのが、DSD（デュアル
システム・ドイチュランド）社である。

DSD 社は政令で定められたメーカーや販売店
の回収・再利用義務を代行するために 1990 年に
設立された。なお、デュアル（二元）という言葉
には、自治体が行う廃棄物処分とは別に二つ目の
措置のある事を意味している。つまり包装材のリ
サイクルは企業（DSD が代行）、ごみの最終処分
は自治体が責任を負うという意味である。

DSD 社の資金は、加入企業がグリューネプン
クト（緑のマーク）という商標の使用に関して支
払うライセンス料によってまかなわれている。こ
のライセンス料は再生・再資源化のしやすさによ

って決まっていて、例
えば、再生・資源化し
にくいプラスチックは
高く、逆にガラスは安
く設定されている。そ
のため、企業はライセ
ンス料を少しでも減ら

そうと、環境にやさしい素材へ切り替え、包装材
の削減を目指すこととなる。このようにして不要
な包装材の削減に大きく寄与している。

また、家庭からごみを出す場合、グリューネプ
ンクトが付いているようなプラスチックや軽量簡
易包装材はゲルベザック（黄色い袋）に入れ分別
する。家庭ごみの回収は有料で量によって料金が
設定されるので、包装材は無料で回収されるゲル
ベザックに入れないと自分が損をすることとなる。

ドイツ滞在中、スーパーマーケットなどを訪
れたが、レジ袋などはほとんど渡さず、客が自ら
買い物袋を持参していた。また、商品のほとんど
が簡易包装で、包装材にはこのグリューネプンク
トがついていた。野菜・果物は包装されておらず
はかり売りされており、1 回買い物をしたらたく
さんのごみを一緒に買ってしまうことになる日本
との違いを痛感した。

（２）飲料容器のデポジット制

　増え続ける飲料包装廃棄物のリサイクル率を高
めるため、ドイツ政府は 2003 年に包装廃棄物政
令を改正し、使い捨て容器の比率が特に高くなっ
てきたビールやミネラルウォーター、炭酸入り清
涼飲料水などに対して強制的にデポジット料金を
課すことを決定した。これらの飲料の価格には事
前にデポジット料として８セント〜 50 セント（13
円〜 83 円）が含まれており、店に容器を返すと、
その料金が返ってくるシステムになっている。デ

ドイツのスーパーマーケット。野菜などの個別包装はあ
まり見られない。

グリューネプンクト



海外研修B班

80

ポジット料金は、容器の大きさや、再利用のしや
すさによって異なっている。
　ペットボトルにも、何度も使えるリターナブル
容器があり、ワンウェイ容器と比べて分厚い材質
となっている。リターナブル容器には、底のほう
に使用回数が印字されている。デポジット料金は
15 セントでワンウェイ容器（25 セント、42 円）
と比べて安い金額が設定されている。
　

　デポジットが義務化されてから半年で、再利用
可能容器の使用量は９％伸びた。また、使い捨て
容器がポイ捨てされなくなり、公園や緑地もきれ
いになった。さらに再利用可能容器業界では、新
しい雇用が生まれ、デポジット制度は労働市場に
も良い影響を与えている。

４．ハンブルク市のごみ収集システム
　ハンブルク市では、ごみの収集運搬は独立採算
の企業（ハンブルク都市清掃：以下 SRH）が行
っている。ごみ収集は有料で、各家庭には大き
なごみ箱があり、収集日に家の前に出しておく
と、SRH が来てごみを収集してくれるシステム
になっている。収集回数はおおむね週１回。料金
は、ごみ箱の大きさにより異なっており、市民は
SRH と直接契約を結んでいる。ハンブルク市で
は、ごみの収集日や出し方などについて市民へ知
らせるパンフレットを、年に１回各家庭へ配布し
ている。
　どの家庭にもあるごみ箱は次のとおり。

○緑のごみ箱…生ごみ、野菜くずなど
○灰色のごみ箱…一般のごみ
○黄色のごみ箱…容器包装材（グリューネプンク
トのついているもの）
　このうち、緑と灰色のごみ箱は SRH が収集し
ており、黄色のごみ箱は DSD 社から委託された
業者が無料で回収している。
　また、街中にはビンや古紙などの資源回収用の
コンテナが設置されている。こちらの収集につい
ては、市が SRH と契約を結び、収集を実施して
いる。
　大型ごみの定期収集は行っておらず、自分でリ
サイクル施設に持ち込むか、SRH に臨時収集を
依頼している（臨時収集は有料）。
　ごみの減量においては、先に述べたようなごみ
の分別・リサイクルの徹底によって、焼却場１つ
分が閉鎖できるほどの効果があったそうである。
市としては、減量については目標を達成し、現状
を維持することで十分と考えている。今後の課題
としては、EU の法律によりごみ収集運搬の委託
先を競争入札しなければならなくなったため、人
件費の安い外国の企業が入ることで、サービスの
質の低下や、失業問題が予想されることをあげて
いる。

５．SRH について
　SRH は、ハンブルク市内でごみ収集や道路・
公園などの清掃を実施する企業である。市の廃棄
物処理部門が民営化されたものであるが、現在は
市の補助金等はもらっておらず、約 2500 人の社
員を有する民間企業として、独立採算で運営され
ている。
　同社の経営は、主に各家庭からのごみの収集料
金、ハンブルク市との契約（道路清掃や街中のコ
ンテナからの収集）、事業者との契約（事業者が
出すごみや敷地内の清掃）によってまかなわれて
いる。現在約 91 万軒の家庭と約 10 万軒の事業者
からのごみ収集、移動、処分を行っている。この
ほかに、ごみの処理に関する相談業（ホットライ
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ンの開設や企業へのコンサルタント業）、ごみの
なかから再使用可能なものを取り出して販売する
事業も行っている。
　SRH では４つのごみ焼却場を有している。そ
のうちの１つであるステリング・モーアのごみ
焼却場では年間 13 万トンのごみを処理している
が、焼却時の熱を利用して、5500 万 kwh の電気
と、5800 万 kwh の遠隔暖房の熱をハンブルク市
の１万 2000 軒の家庭に供給している。
　今回私たちが見学したのは、収集したごみを再
生工場や焼却場へ送るために分別を行う施設であ
る。ここは、一般市民にも開放されており、市民
は無料でごみを持ち込むことができる。そして次
のように分けられたコンテナに各自で分別し投入
している。

【分別の種類】
①古着　②古タイヤ　③一般家庭ごみ　④塗装し
た木材　⑤木・葉　⑥粗大ごみ　⑦冷蔵庫　⑧問
題のあるごみ　⑨ダンボール　⑩グリューネプン
クト　⑪廃材　⑫通信音響電気製品　⑬廃金属　
⑭ビン（緑、透明、茶色に分別）
　同社では、2002 年から 2006 年までの間に人員
を 80 人削減するなどの効率化を達成している。
また、単なるごみ処理にとどまらず、コンサルタ
ント業や再利用を通した販売業などへの挑戦を行
っている。こうした努力の成果で、業績は非常に
好調であるが、今後はソーラー技術の導入など、

さらに環境に配慮したごみ処理を行っていきたい
とのことであった。
　日本でもごみ収集の委託化が進むなか、廃棄物
処理部門を完全に民営化させているハンブルク市
の取り組みは、大変興味深かった。安定したサー
ビスの提供という面では問題も多いが、業務の効
率化、廃棄物を利用した新たなビジネスの展開、
処理の際のエネルギー回収など、参考になる点が
多かった。

６．病院での医療廃棄物の処理について
　ここまでは主に市民の出すごみ処理について述
べてきたが、事業者の出すごみの分別の事例とし
て、ハンブルク市内の病院を訪れる機会があった
ので紹介する。

包装材の分別および回収について、一番困難
であり複雑であるのが病院である。病院は一般家
庭と違い、感染性廃棄物があり、また、取り扱い
に注意を要するものが多い。
　私たちが訪れたアスクレピオス・ノルド病院で
は、医療廃棄物の分別について、専門の教育を受
けた廃棄物担当者が各スタッフを指導しており、
廃棄物の分別収集が行われていた。また、廃棄物
担当者と衛生士が中心となり、院内の消毒方法や
診療材料の廃棄方法などについて検討されてい
る。
　廃棄物は一般ごみ・資源ごみ（ビン、ガラス、紙）・
特殊ごみに大別されている。特に、細菌感染性・

持ち込んだごみをコンテナに投入する市民

ごみ収集車の前で。ごみ収集車にもごみ出しマナーにつ
いてのイラストや言葉を掲載し、啓発のツールとして活
用している
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危険性の高い物、臓器、がん治療に使用した物の
ような特殊ごみは黒いコンテナに密封され８℃で
敷地内に保管されており、特殊処理場へ搬送され
た後、1200℃で焼却処分される。その他に、化学
薬品やボイラーで使用された廃油なども一般ごみ
や資源ごみとは別に収集されている。こうした院
内での教育の成果により、医療廃棄物に関する問
題は生じていない。また、カテーテルや注射器に
ついては、日本の病院と同様に、１回の使用で使
い捨てられている。この点についても、使い捨て
を当たり前と考えているのではなく、再使用の可
能性について、廃棄物担当者や衛生士を中心に院
内で十分に検討を重ねた結果コストなどの面でど
うしても折り合いがつかなかったため、現在のと
ころは再利用を行っていないとのことであった。

７．おわりに
　循環型社会の実現には、市民、事業者、自治
体、国の各主体がお互いに協力することが必要で
ある。ドイツでは、拡大生産者責任の考え方に基
づき、事業者と自治体がそれぞれの役割を担って
いる。こうしたごみ行政は、企業はごみになるよ
うな過剰包装の製品をどんどん生産し、そのごみ
処理の大部分を自治体が担っている状況の日本に
とって、これから参考になることである。

また、各家庭のごみ収集が、税金でまかなわ
れることが多い日本と違い、有料で実施されてい
ることもごみに対する意識の違いにつながってい
ると感じた。最近は日本でも各自治体において、
ごみ収集を一部有料化する動きが出ており、現在
では全国で過半数の自治体が有料制を導入してい
る。有料制の趣旨は、「ごみをいくら出してもた
だ」（本当は税で負担しているが、ごみとお金の
関係が目に見えない）という状態から、「減らす
努力をしなければお金がかかる」（ごみとお金の
関係が目に見える）という制度へと変え、それま
でごみの減量に関心のなかった人も含め、みんな
が工夫してごみを減らそうという気持ちになって
もらおうというものである。この制度が定着すれ
ば、市民の側にもごみに対する責任の意識が芽生
えるだろう。

一方、生産者に対して、現在の日本ではドイ
ツの包装廃棄物政令のような強力な排出抑制策は
とられていない。そのため、自治体レベルでは、
有料制の導入やねばり強い啓発によって、環境に
やさしい商品や簡易包装などを望む機運を高め、
その機運を生産者へ伝えることが必要とされてい
るのではないだろうか。

［注釈］
（注１）　ごみの中の有価物を機械的に取り除いた

あと、嫌気性発酵処理を行って処理する方法。

［参考文献］
「改訂版環境先進国ドイツ」

大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館発行

電池の分別

注射針を廃棄すると
きの容器

特殊ごみの一時保管場所
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１．はじめに
今回の研修先であるドイツにおける最初の環境

汚染は、ルール工業地帯での煤煙であった。一時
期は晴れた日でも青空が見えない状況であった
が、“ルールに青空を”の選挙スローガンを掲げ
た政党が 1968 年に政権に就き、この頃からドイ
ツ国民の環境意識が高まってきたと言われてい
る。その頃、我が国では、高度経済成長のつけと
して環境破壊が起こり、様々な化学物質が公害の
原因であることが、大きな社会問題となってきた
時代である。

今回の研修テーマである“持続可能な地域づく
り”をドイツでは、行政、企業、国民の協働によ
り推進し、京都議定書で掲げた目標を着実に達
成してきている状況である。我が国においても、
2008 年から京都議定書に掲げた CO2 削減目標に
むかって努力しなければならない。今日まで、企
業努力で進められてきた省エネなどの取り組み
を、国ぐるみで取り組まなければ、目標達成は難
しい状況であると言われている。

そこで、ドイツにおける持続可能な社会の構築
は、どのようなしくみで進められてきているのか
を今回の研修を通じて考察してみた。

２．ドイツで持続可能な社会を支えているもの
　今回の研修で、ミュンスター市、ハム市、ハン
ブルク市を訪問したが、ドイツにおける持続可能
な発展を支えているものは、ドイツ国民の高い環
境意識と法整備であることが分かった。

まず、国民の環境意識であるが、1971 年、ド
イツ連邦政府は各州に対し、小学生からの環境教
育の実施を求めた「環境教育計画」という通達を
出し、州単位で、環境についての基本的な知識づ
くりと環境に配慮した社会づくりへの積極的な参
加を進めてきた。今日、環境行政を推進するため
には、国民のコンセンサスが必要であり、ドイツ
における環境政策の成功は、環境教育による国民
意識の醸成があったからだと感じた。

ハンブルク市の視察において、講師のシャワー
氏に「環境配慮に税金を投じることに対する、市
民からの反対意見はないのか」と質問したところ

「緑は守るものでなく失いたくないもの、緑は生
活レベルを高めてくれるものである。よって、環
境配慮に税金を投入することに反対する市民はい
ない」と回答があったことや、ブラームヴィッシ
ュエコロジー住宅の視察において、自宅を案内し
てくれたシューベット氏が「太陽の光で読書や紅
茶を楽しむのが日常であり、無駄に電気を使うこ
とはない」と語ってくれたことからも、ドイツ国
民の高い環境意識が推察できた。

次に、環境配慮を支える法的なバックアップの
例であるが、エネルギー施策における自然エネル
ギーの供給割合をドイツにおいては、2030 年ま
でに約 45％（現在約 12％）まで引き上げる目標
を掲げている。風力発電の現場を視察したのだが、
一基あたりの建設費が約３億円という多額の投資
を行っても、ビジネスとして十分に成立する法整
備がなされていた。そのしくみは、電力会社が、
風力発電で作られる総ての電力を生産コストより
も高い価格で購入する義務を負っているというも
の。今後、一定の資金があれば、国民参加の発電
ビジネスが、法的な援助の下、進められていくこ
とになる。当然、電気を利用する国民の負担は増
えることになる。

我が国における風力発電の現状は、安定した電
力が得られない等の課題はあるが、国が、電力会
社に自然エネルギーの購入を義務付けている限度
枠が、総エネルギーの１％と設定されており、多

持続可能な社会を
構築するために
〜ドイツの事例から〜

寝屋川市　大　坪　信　幸
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額な設備投資により生産したエネルギー総てを、
買い取ってもらえないというリスクがあることか
ら、ビジネスとして成立できない状況である。ド
イツのような法整備が急がれるが、そのためには
電力消費者である国民の同意が欠かせないものと
なり、国民の環境意識の醸成が必至となる。

３．ドイツの道路事情
少し横道にそれるが、私自身、道路行政に携わ

っている関係上、ドイツの歴史的な建造物が残る
街並みや道路構造に大変興味を持った。ミュンス
ター市では自転車に乗って街中を移動する経験も
させてもらった。あいにく雨天だったので快適と
まではいかなかったが、自転車道の整備や自転車
優先の交通規制は、中心市街地に車を乗り入れ
ない施策として有効であり、渋滞緩和による CO2

削減に十分寄与するものだった。さらに、ミュン
スター駅前やバス停、商店街などに駐輪場が完備
されていた。目的地まで自転車に乗っていける利
便性から、中心市街地に人が集まり、賑わいの
創出に一役買っていた。ただ、我が国のようにバ
リアフリー配慮の点字ブロックは設置されておら
ず、冬場の凍結対策ということで、車道に石畳舗
装が多く見られた。

最も興味深かったのは、どこの道路にも横断防
止柵が無かったことである。我が国の道路では、
交通量の多い大部分の道路に設置され、無い場所
で事故が起きた場合、道路管理者の責任を問われ
るケースもある。訪問先への移動中、多くの人が
横断歩道のない場所で、しばしば横断していた。
また、休暇を利用して訪問したキールの街では、
幅員が 20 ｍを超えた道路にもかかわらず横断歩
道は無く、多くのバス利用者が車道を横断して移
動していた。このことからも、ドイツ国民は自己
責任の意識が強く、環境行動においても自らが関
わり、自らの行動に責任を負ってきたのであろう
と考えさせられた。

４．おわりに
京都議定書に掲げた CO2 削減の数値目標に向

けた本格的な取り組みが、我が国でも進められる
ことになるが、経済成長を維持しながら環境配慮
を実施し、かつ社会貢献も実現することは決して
容易なことではない。景気回復に向かっていると
は言え、企業は環境配慮のための設備投資が必要
となり、大手企業は協力会社に対し環境配慮を義
務付けなければならず、景気にブレーキがかかる
ことも懸念されている。

我が国が、持続可能な社会を構築するためには、
まず、行政が、企業に対し十分なコミュニケーシ
ョンを求め、今までの取り組みを効果的に継続さ
せながら、環境配慮や自然エネルギーの開発を法
的なインセンティブによりバックアップする必要
があるのではないかと考える。

また、国民の環境配慮に対する理解を得るため
には、国民が環境配慮に参加することで、成果を
実感できるような環境教育を推進することが重要
であり、我々行政の役割であると考える。

中央分離帯に歩行者横断用の階段を設置

エムズホフ農業体験型の環境教育
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１．歴史的背景
ドイツは第二次世界大戦末の無条件降伏の後には、

統治権と共に将来に関する決定も米国、ソ連、イギ

リス、フランスの４占領軍の手に委ねられた。1945

年以降占領地区では自由選挙で州議会が選ばれ、49

年にはドイツ基本法が生まれたのである。同年にソ

連占領地区と東ベルリンを合わせて「ドイツ民主共

和国」が建国されて以来東西の２つのドイツが存在

したが、ソ連内部の民主主義の気運が高まるにつれ、

東ドイツでも市民権運動が高まり、遂に 89 年にはベ

ルリンの壁が崩壊したのである。そして、その翌年

にドイツはベルリンと全ドイツに対する責任を負っ

ていた４カ国が、２＋４条約によってドイツの統一

の外交と安全保障政策上の条件に合意し、再統一を

成したのである。

２．社会の様相
　ドイツは現在的で開放的な社会と言われている。

生活水準も高く自由をもって生きているが、その中

で家族中心の生活が営まれている。

しかしながら、日本と同様に低下する出生率と伸び

続ける平均寿命による高齢化が大きな社会問題とな

っている。

また、複数の人数で構成されている世帯の人数はお

よそ 6800 万人であるが、その 20％にもあたる 1400

万人が単身で暮らしており、単身家庭の増加も社会

的課題とされている。

３．ドイツの家族支援
ドイツでは家族を支援する施策が重要視されている。

子供を持つことに対して、男女とも再び前向きな

気持ちになれるよう、「両親のための手当」が、2007

年から所得に応じて支給されている。

これは、親が育児のために休職した場合、どちら

か一方の親に対して年間、従前の手取りの 67％を、

1800 ユーロ（約 30 万円）を限度として支給するも

のである。ただし、この手当を全期間受給するため

には、父親も最低 2 ヶ月間は家にいなければならな

いという。

また、保育制度も充実されており、現在満 3 歳か

ら就学までの子どもすべてが、幼稚園に就園出来る

よう保障されている。

また、３歳未満の子どもにも 2010 年までに、23

万人分の保育の場が新設されるようになっており、

仕事と育児の両立が容易になると期待されている。

４．ドイツの医療保健制度
ドイツは、病院、個人医院、医療施設など医療機

関の数や種類が豊富で、誰もが医療サービスを受け

られる保障がある。その医療が最大の雇用の場でもある。

また、国内総生産の 11.1％が医療のために費やさ

れている。しかし、現在はいわゆる経費抑制法によ

り、ドイツにおける国民一人当たりの医療費の上昇

は OECD の中で最も低く抑えられている。

これは予防医療制度が定着している証拠であると

いえよう。

５．ドイツの財政状況
私が財政を担当しているため、どうしてもドイツ

国家や地方自治体の財政が気になるので、すこし触

れたい。

連邦政府財政であるが、少し前の数値での 2003 年

住民と行政がつくる
「持続可能なまちづくり」
〜私がみたドイツ〜

豊能町　植　浦　満　男

キール海水浴場
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度の歳出総額は 2463 億ユーロ、当時の日本円で 32

兆 190 億円である。

　その内訳としては、社会保障・戦争に伴う社会的

支出・補償が約 43％、外交・防衛に係る一般行政費

が約 20％、公債費等を含む一般財政経済が約 17％、

その他合計が 20％となっている。

また、経常勘定支出は 88％で残り 12％が資本勘定

支出になっており、国家レベルでは圧倒的に資本勘

定支出が少ない。

次に州政府では、経常勘定支出が 85％で資本勘定

支出が 15％となっている。また、分野別に見ると、

全体では一般交付金・補助金等である一般財政経済

が約 25％と最も多く、次いで学校・就学前教育が約

20％、社会保障と治安・秩序維持・権利保護で約 11

％となっている。

こうした状況と視察での説明を聞いていると、や

はりドイツでは市町村の単位ではなく、州政府が実

質的な地方行政を担っており、日本が今、合併・合

併といわれているのは、今後の道州制の準備段階に

入いろうとしていることがよくわかる。州単位の行

政が中心であるドイツでさえ、財政状況の悪化が重

大な課題となっているのであるから、まだ市町村単

位を基本としている日本は赤字団体が増え、近い将

来財政再生団体が多発することが容易に推測される。

ただ今回の視察で特に感じたのは、日本とドイツ

のお金の使い方の相違である。

ドイツは、社会保障と学校関係教育に多大なお金

をつぎ込んでいる。そのために消費税は 19％課税と

していることも日本人は注目すべきであろう。ちな

みに、視察先で消費税 19％について数人の人に質問

したが、みんなが「高いと思うが老後の保障や、子

どもの教育が確保されているから安心」と答えてい

たのが今も記憶に残る。

ただ、今回は残念ながら経済的に苦しいと思われ

る方々のところへは行けなかったため、本当に消費

税がどれだけ負担になっているかは述べることができ

ないのも事実である。

６．視察でみたドイツ（まとめ）
視察先でドイツの環境政策やエネルギー政策、地

域振興施策、また地域住民による地域の活性化運動

などについて数多く聞いてきた中で、総括的にドイ

ツの風土や国民の気質として感じたのは次のとおり

である。

①　行政の施策には常に合理主義的な感覚を優先し、

多くの住民の福祉の増進に繋がることであれば、

国や州などが積極的にイニシアティブを取り、「と

にかくやってみよう！」という感覚が国民にも浸

透している。また、国民も行政に従うのではなく、

施策の目的をしっかり理解したものは、「やらせて

みて、一緒に参画して、結果は行政と住民で検証

しようではないか」という考えが随所に現れてい

る。

②　行政で行うには非効率的なことは、民間で採算

性が確保できるなら、個人も含めた民間ベースで

取り組む。少々のリスクに対しては行政に頼るこ

とを前提とせずに、主体となる個人及び法人で解

決することを前提に着手する。

③　行政は基本的に広域化を目指し、個々の市の利

害関係を穿り返すのではなく、協調していくこと

の利点を最大限に引き出すことによって最大の効

果を生み出し、その効果を広域化の欠点に覆いか

ぶせることで、住民に理解を求める。

　このように、日本とドイツでは歴史的背景や、産

業構造は非常に似ているが、国民の、政府や行政に

対する思いはかなり違っているように今回の研修で

感じた。我々市町村という行政の最前線に携わる者

には、制度として今、どうしようもないものばかり

であるが、ドイツも含め先進国といわれる国が乗り

越えてきた壁を、住民と直結する我々から問題提起

し、国へ変革の波を起こしていかなければならない

と認識した。ハンブルク市庁舎
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１．はじめに
　我が国において、進められてきた車中心のまち

づくりは、産業流通システムや国民の生活を大きく

変化させ、経済の急速な発展を支えてきた。

　しかし、近年私たちを取り巻く社会経済や環境は

大きく変化し、慢性的な交通事故や交通渋滞、大気

汚染などの生活環境問題など解決しなければならな

い大きな社会問題となっている。

今回、視察したドイツでは、我が国でもそうであ

るが、これまで都市計画は経済発展という至上命令

にふりまわされてきた。 道路の舗装率を高め、道路

拡張を行い、市内にガードレールをつくってきた。

これらはすべて車のため、車すなわち経済発展の都

市計画であった。ここには人間のため、都市の快適

性といった観点はあまり重視されていなかった。し

かし車社会の行き詰まりを反省し、公共交通機関や

自転車道の整備に取り組んでいた。車中心の「まち

づくり」から自転車を柱とした、交通体系の見直し

及び整備を図っていた。

２．自転車のまちミュンスター
ミュンスターはルール地方から北にある、オラン

ダに近い、人口は約 28 万人、その中心には中世の広

場プリンチパールマークトがある非常にきれいな街

である。この町の名前「ミュンスター」とはドーム、

大聖堂という意味がある。 

ミュンスターは 1997 年、ノルトライン・ウェス

トファーレン州の「自転車交通のモデル都市」に推

薦された。これは「市内の自転車交通を魅力的で安

全にするため、系統的かつ全域において整備し、他

の都市の模範となる」ものである。

　すなわち、車をおさえ自転車の使いやすい「まち

づくり」をする、というものである。
ミュンスター市が行なった「交通機関と必要

な道路面積」について非常に興味深い比較がある。
90 人が交通機関を使って移動するのに必要な都
市の道路面積があり、自転車、車、バスが比較さ
れている。車は 1 台あたり平均 1.5 人で走ってい
るので 60 台分の道路が必要になり、それに対し
て自転車が必要な道路は、その何 10 分の 1 かで
済む。都市において自転車の有効でかつ、納得の
いく比較である。 

都市の中でマイカー規制を行う場合、それに
対する有効な提案を示さなければならない。ここ
でその有効策として、自由で機動性がある、自転
車とバス・列車の組み合わせがある。 
　１つのバス停まで自転車で行く場合、歩いてい
くより３倍の速さで着く。見方を変えれば自転車
はバス停の有効範囲を面積にすると約 10 倍にな
る機動性があるようである。この２つの交通機関
の共通利点は、場所の節約、環境にやさしく、ま
た広い層の人が利用出来ることである。相違点と
しては、自転車は自分の家の戸口まで、何時でも
どこへでも自由に使用できることである。一方、
バス・列車は早い速度と広い行動半径をもってい
る。この２つの特長を結び付けることによって、 
機動性で大きな負担をかけることなくマイカー抑
制が達成できる。

３．自転車優先施策
ミュンスター市の行なっている自転車優先政策
として、まず第 1 に自転車のための施設づくり
として、自転車道路を急速に整備し、1998 年か
ら 2000 年にかけて、自転車道路の総延長が約
250km から約 1000km に延長された。これらの
異常な早さでの整備は、国の施策がいかに真剣に
取り組まれていることが明らかにわかるような気
がしてならない。また日本では想像もできないし、

自転車交通施策と
ユニークなまちづくり

「ミュンスター」

池田市　岩　崎　　　隆
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新しく道路や歩道を拡張したあと自転車道がそこ
だけ申し訳なさそうについているような気がする。

２番目の自転車優先政策として、 自転車のため
の交通規制の緩和が行われ、 車の進入禁止や一方
通行を自転車に開放するものである。 
歩行者天国でも自転車は、 特定時間には通行可能
にしている。

３番目は自転車のための特別標識 、特別信号
などの整備がある。自転車のための信号機で、 車
とは違った自転車を優先した制御が行われてい
た。 これらの自転車優先の交通規制と平行して、
バス路線の強化や車への交通規制の強化などが行
われている。
　これらの政策によって 1972 年に比べ 1991 年に
はミュンスター市内の自転車交通量がほぼ 4 倍に
増加した。 ミュンスター市で外出に使用される
自転車利用率は現在 43.1％と非常に高く尚、ミュ
ンスターは 28 万人の人口に 30 万台の自転車があ
り、自転車の所有率がドイツ最高となっている。

４．自転車置き場
さて自転車交通には自転車をとめておく場所

の問題があり、それは放置自転車の問題である。 
ミュンスターには市内に指定の駐輪場が、大変多
く造られていました。 ここに置けば違法駐車に
はなりません。 また、屋根付きの駐輪場や、固
定された金具がありカギがかけられるような置き
場が、市内のいたるところに造られていました。 

さてこのミュンスター市で自転車重視の“まち
づくり”の成功例は、なんといっても「ミュンス
ター駅前自転車駐輪場」である。

3000 台収容の駐輪場をミュンスター駅前に建設
し現在、 駅周辺には毎日約 3000 〜 4000 台の自
転車の乗り付けられる駐輪場があり、中には人
が 10 人ぐらい働いている。また自転車洗車機や、
自転車修理工場などもあり、日本では考えられな
い光景である。レンタサイクルもおしゃれで日本
でぞくに言うママちゃりとは違い、乗ってみたい
という気がしてならない。

この地下駐輪場は、 地上から大きな出入り口を
設け、上部をガラス屋根で覆い光が入るように工夫
され、地下の雰囲気を感じさせないような建物で、
いたずらなどの監視も兼ねる総ガラスの建物である。 

建設費用は工事予定地の大部分が市有地で、 残
りの土地は鉄道から買いとり、その総額は、およ
そ 12 億円である。

５．まとめ
日本では人と車の共存はいまのままでは無理

ではないか、 無理とすればその代わりとなるもの
は、やはり自転車である。しかし、自転車道を造
るにもドイツには電柱もなく、日本からすれば最
初からハンディーがある。歩道幅を広く確保する
のはもちろんのこと、歩行者専用区域を広く設け
ることによって、車や自転車、歩行者を完全分離
し、安全に歩くことができる。また、エネルギー
対策として、『交通と環境にやさしいまちづくり』
が形成されるのである。自転車に親しみやすい道
路の整備、道路と自転車道をダイレクトに結び、 
交差点・合流点での安全性の確保、安全で、雨・
風よけのある駐輪場の整備など、ハード面も一つ
一つ形成をしていくことによって持続可能なまち
づくりになるのである。

ミュンスター駅前駐輪場

  赤く色分けされた自転車道
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１．はじめに
　日本とヨーロッパでは、人種、気候、風土や歴
史が違うことから、まちづくりについても考え方
や方法が違うことは当然である。今回の「持続可
能な地域づくり」をテーマとしたドイツにおける
研修において、私は、ドイツの先進的な環境政策
について学ぶと同時に、その環境政策を成果ある
ものとして成し遂げられてきた、そして現在もリ
ーダー的存在として将来にわたっても環境施策を
継続していこうとしているドイツ人の根底にある
気質みたいなものも探れないかと考えた。それは、
たぶん現地で目で見て、聞いて肌で感じてみない
と分からないものであると思っていた。そのため、
今回の研修では、この課題を常に頭に置いた上で、
環境面だけでなく、出来るだけ色々な方向からま
ちづくりを見ていくこととし、ドイツ人のまちづ
くりについて学ぶことにした。

２．街の再生
　ドイツの大都市の多くは、第２次世界大戦にお
いて、壊滅的な被害を受けた。私たちが訪れたハ
ンブルグでも一部の教会の塔を残し、市内の建物
は、ほぼ全壊となる被害を受けている。しかし、
戦後、行政や市民の力により、被害に遭う前の中
世の街並みとして復元が行われている。

ドイツを訪れる観光客は、たぶん戦後に復興さ
れた街並みであることに気がついていないと思
う。（私も最初は気がつかず、その歴史を知った
とき、もう一度建物をよく見て、そのファサード

が模造されたものであることに気がついた）これ
は、ドイツ人の歴史への深い思いもあると思うが、
破壊された街並みを元どおり復元したいという街
の再生に対するドイツ人の執念をみたような気が
した。

３．景観への配慮
　ドイツの都市においては、歴史的景観の保存が
行われており、どこを見ても中世の街並みがあり、
その街並みの統一感からか、さらに美しさが引き
立っている。景観づくりにおいては、この統一感
が重要であり、そのテーマが何であっても、なに
かひとつのテーマのもと連続した塊のある空間作
りというものが人にとって安心感や心地よさを与
えてくれるものである。

　ハンブルグの街で見つけたのであるが、工事中
の足場に張られたシートに中世の建物が精巧に印
刷されたものを使っているのを見かけた。周りと
同じ街並みの「絵」を描いたシートを使っており、
周囲の街並みに溶け込み、工事用のシートとはま
ったく気がつかなかった。街並みや景観への配慮
が工事用のシートまで徹底され配慮されているこ
とに驚かされたが、景観への思い入れが十分伝わ
ってきた事例であった。

４．環境と景観デザイン
ドイツは、イタリアに劣らずデザインの国であ

る。生活雑貨、街のサイン、トイレの便器に至る
まで、シンプルで機能的なデザインに特徴があり、

工事用シートに中世の建物の絵が印刷してある

ドイツ人とまちづくり

茨木市　増　田　正　俊
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街においてもその心地よいデザインをたくさん見
ることが出来た。

ドイツの空港に着いて最初に見かけたのが、分
別用のごみ箱である。「紙」・「包装材」・「グラス」・

「その他のごみ」で分けられている。このゴミ箱
は、街なかや駅等でも見かけられた。この分別用
のゴミ箱は、日本でも最近見られるようになり特
に珍しくないが、ドイツのゴミ箱は、多くがステ
ンレス製で清潔感があり、また、デザインに無駄
がなく洗練されているので、最初はゴミ箱には見
えなかった。ゴミ箱でもデザインに手を抜いてお
らず、「分別回収用の場所をとるごみ箱」という、
とかく地味になりがちな環境への取り組みを、デ
ザインの力によりドイツ流にアレンジし、ゴミ箱
として存在するだけではなく、街の景観のひとつ
の装置として、街なかにうまく溶け込んでいる様
子がうかがえた。

　

５．自然光と照明
　研修で訪れた訪問先では、その施設にある会議
室や集会所、そして住宅内の実際に住まわれてい
る居間等で事業についての説明を受けた。そのど
の部屋も少し薄暗いのであるが、窓から差し込む
自然光以外、照明を点けていたところがなかった。
私は、それは、省エネを意識してのことであると
思い、そのことを最後の視察先であるエコ住宅の
説明者である住人に聞いたところ、必ずしも省エ
ネだけを意識した結果ではないことが分かった。
　ドイツは、日本より北に位置し、日照量も少な
いことから、昼の太陽の光（あるいは恵み）を大

事にするそうである。そのためか、街のレストラ
ンでは、外に机と椅子を置いているところがたく
さんあり、昼間は、少し肌寒いにもかかわらず、
あえて外で食事を楽しんでいた。また、部屋の中
においては、昼間は、ほとんど部屋に差し込む自
然光だけで過ごし、その自然光を浴びて窓辺でお
茶や外の庭の景色を楽しむのが一般的だそうであ
る。また、夜になっても、居間はわずかな明かり
だけで過ごすし、読書等照明が必要なときは、そ
の必要な手もとだけを照らすスタンド照明だけで
あり、夕食の食卓でも、薄暗いシャンデリアやロ
ウソクで過ごす。つまり、照明に関しては、日本
人は、部屋を明るくする装置として考えるが、ド
イツ人は、部屋の雰囲気づくりに主眼を置いてい
るようである。
　このようなドイツの気候条件等から来る自然光
を大切にするドイツ人の当たり前の生活習慣が、
すでに省エネにもなっていたことが分かり、視察
先の照明がどこも点いていなかったことに納得さ
せられたが、同時に、自然の光や恵みを、ドイツ
の人が日常生活において、当たり前のように楽し
み、余裕を持った生活をしていることに学ぶもの
があった。

６．おわりに
　環境やまちづくりについての取り組みは、どれ
も非常に地味な取り組みであり、机上での理論よ
り実際に行動を起こし、継続していくことが必要
である。その点ドイツ人は、一度その必要性を理
解したら、次はとことん実行に移すというまじめ
で頑固な気質を持っている。また、地味な取り組
みでも、自分流にうまく取り込むことができるこ
とから、継続性も生まれるのではないかと感じた。

今回の研修テーマである「持続可能な地域づく
り」についても、その取り組みの継続性が非常に
重要であると考える。そのためには、その活動を
みずからが楽しむぐらいの余裕をもって行うこと
も必要であることを、ドイツで教えられたように思
う。

駅で見かけた分別用ゴミ箱
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１．はじめに
　地球温暖化の深刻な状況は、すでに我が国の誰
もが知る常識となっている。サンゴ礁が白化現象
を起こして全滅したことを知らせる映像がお茶の
間のテレビに映し出され、南極の氷が融け多くの
都市が水没し、やがて灼熱した地表には人類の住
みかは見いだせなくなるという一部の科学者たち
の真剣な警告が報道されている。
　このような中で、資源リサイクル、再生可能エ
ネルギーへの移行、循環型社会の構築などの言葉
をよく耳にするようになり、「地球にやさしい」
があらゆる分野で説得力を持ちはじめている。
　しかしながら、温室効果ガスの排出抑制など、
地球環境を守るための具体的な取り組みが、私た
ちの日常生活にどれほどの実感を伴って実施され
ているかという点になると、いまだ道半ばの感が
強い。温暖化対策をはじめとする地球環境を守る
取り組みが実施されていないという意味ではな
く、個人のレベルにおいて目的意識がはっきりし
ていないと感じるのだ。

2．行動を律するもの
　ドイツは一般的には先進国の中でも環境への取
り組みが進んでいると言われているが、一昔前ま
では工業地帯近郊では深刻な土壌や水質、大気汚
染が蔓延し、これが環境への取り組みの原動力に
なったという側面もある。
　自動車に代表される機械工業は、工業という枠
を超えた機械文化としての特色も併せ持つほど独

自の発達をとげてきたが、公害もまた増大してい
たのである。
　ドイツでの研修において「持続可能な社会」を
支えるいくつかの取り組みに接した結果、取り組
みを推進していく上でどのような動機づけを行う
かが非常に重要であることに気がついた。
　私たちは、「地球温暖化＝悪」若しくは「温室
効果ガス＝悪」という単純な図式はよく知ってい
て、したがって「環境にやさしい＝善」や「自然
保護＝善」という図式にも国民のほぼ全員が同意
している。
　ところが、個人が下す善か悪かという判断と実
際の行動は必ずしも一致しない。命題真偽の判断
は理性が下すが、行動を決定する基準は、人間に
おいては残念ながら経済学的なコストによるので
ある。コストとは直接支払うこととなる金銭対価
のほか、時間や労力など金額的に見積もることの
できる一切のものである。

　ドイツでの取り組みにおいては、住民たちが効
率的に取り組みを推進できるよう、十分な経済的
インセンティブを与えていることが多い。例えば
ハンブルク市における光熱水費削減の取り組み
は、これに参加した事業者や個人が光熱水費の節
約のメリットに加え、そのための設備投資に要す
る費用についても財政的な支援を行っているし、
風力発電においても莫大な投資額を比較的短期間
で回収できる水準の電気買取価格が設定されている。

ドイツのやる気

守口市　古　川　富　郎

近自然型公園マキシミリアンパーク
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３．副次的な吸収源の再生
　さて、どうしても発生する温室効果ガスの増加
を防ぐには、発生抑制とともに二酸化炭素などを
吸収する吸収源を確保することが重要である。

京都議定書では、1990 年以降の植林、再生林
及び森林減少を温室効果ガスの純吸収量の算出に
加えることができるとされており、吸収源の確保
を促している。

ドイツでの取り組みの中には、吸収源として
の機能を期待して実施したわけではないが、少な
くとも二酸化炭素の吸収には役立ちそうな事例も
みられた。

例えばマキシミリアンパークやリッペ川流域
の自然再生などがそれに当たると思われ、いずれ
も全くの自然ではなく最小限の人工的コントロー
ルを施した近自然とも呼べる自然再生であり、最
小限とはいえ人間が介入することによって人間生
活と自然環境、そして低コストをうまく両立して
いる。

このように、ドイツでは経済的なインセンティ
ブを設けて温室効果ガスの抑制を図りながら、一
方では集客施設や災害対策施設の建設に際して、
人間による最小限の介入によって、豊かな自然環
境＝温室効果ガスの吸収源をも同時に確保すると
いう、総合的、多角的な取り組みがなされている。

４．効果的な取り組みのために
　人間の行動が経済的判断に支配されているとす
れば、いま我が国の環境対策に不足しているもの
は経済的な動機づけであると言えるのではないか。
　ペットボトルからいくらキャップを外して捨て
ても、自動販売機の飲み物は安くならないし、神
経質なほどのごみの分別は自治体による法的規制
によって辛うじて支えられているという現状で
は、人々はいつかこのめんどくさい世の中から解
放されたいと思うだけではないのだろうか。

ここはひとつ、取り組みに参加したほうがトク
というしくみを構築して、それを住民にわかりや
すく PR し、住民がこぞって環境保護対策に参加
するという仕掛けを構築する必要があると思う。

地球温暖化防止の取り組みとは直接的な関係
はないが、例えば高速道路における ETC システ
ムには学ぶ点があるのではないか。

従来の方法でも通行はできるが、ETC に参加
すれば通行料が大きく割り引かれるという個人の
経済的利益と渋滞の緩和という全体の利益がうま
くマッチし、利用者が急増している。利用者は初
期投資に少しの費用を支払う必要があるが、すぐ
にこれを回収できるだけのメリットを生んでい
る。

例えば、電気やガスなどのエネルギーの料金
体系を、一律の基本料＋一律の従量制というしく
みだけでなく、携帯電話各社が競って導入してい
るような、利用形態ごとに消費者にとって最も効
率的な料金体系を選択できるしくみを導入してみ
てはどうか。省エネ型料金を選択した家庭では晴
天の日中は照明が点かないとか、室温が 26 度以
上にならないと冷房が機能しないとかいう不便が
ある代わりに、料金は大幅に割り引き、その分を
ぜいたくモードを選択した家庭に支払っていただ
くなんてのはどうだろう。家計への影響の前に、
まずは企業行動が変化するのではないだろうか。
国を含めた行政による制度化なども、このような
取り組みを効果的に後押しする役割を果たすこと
だろう。

リッペ河流域の自然再生プロジェクトの進捗状況を住民
に知らせるパンフレットが配置された小箱
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１．はじめに
現在、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出

量の増加に伴い、地球温暖化が着実に進んでいる。
特に石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料を燃焼
させることにより二酸化炭素を多く排出すること
がその主要因となっている。
　地球温暖化防止に向けて 1997 年 12 月に京都で
開催された気候変動枠組条約の第３回締結国会議

（COP ３）では、二酸化炭素などの温室効果ガス
についての排出削減義務などを定めた京都議定書
が採択された。

京都議定書は 2005 年２月に発効し、日本にも
2008 年から 2012 年の間に二酸化炭素などの温室
効果ガスの排出量を 1990 年と比べて６％削減す
るという数値目標が設定されている。　　　　　
　地球温暖化防止は世界共通の課題であり、現在、
世界各国で取り組みが進められている。
　地球温暖化防止の観点から二酸化炭素を排出し
ないクリーンなエネルギーが求められているが、
この地球温暖化防止のための対策の一つとして、
今、風力・水力・太陽光・バイオマスなどの再生
可能エネルギーが注目されている。

２．ドイツの風力発電
　ドイツでは、「再生可能エネルギー法」を制定
したことにより、風力、水力、太陽光、バイオマ
スなどの再生可能エネルギーが飛躍的に成長して
いる。その中でも一番の伸び率を示しているのが、
風力発電である。

　最初に滞在したドイツ西部のノルトライン・ヴ
ェストファーレン州ミュンスター市から数十キロ
走ればそこはオランダである。オランダは世界的
に風車が有名だが、オランダに隣接する北ドイツ
も北海やバルト海に面し風が強いため、昔から風
車が様々な目的で利用されてきた。そして、現在
はその強い風を利用して風力発電機で再生可能エ
ネルギーを生産している。まさに、地域の地理的
特性にあったエネルギー生産が行われている。北
ドイツでは風力発電機をいたるところで目にす
る。都市や視察先の移動のときにも車窓からよく
風力発電機を見ることができた。そして、百聞は
一見に如かずというとおり、実際この目で何度も
風力発電機を見ることによってドイツでいかに風
力発電が進んでいるかを実感した。まさにドイツ
は風力発電大国である。風力発電機は遠くからで
もよく目立つので、その存在自体が地球温暖化防
止や再生可能エネルギーに関する環境啓発や環境
教育の役割を十分果たしているといえる。
　風力発電の講義の中で、ドイツにおいて再生可
能エネルギーが発展していくためには、全エネル
ギーに占める再生可能エネルギーの割合を何年ま
でに何％にするということよりも、むしろ再生可
能エネルギーへの参画者を増やし、国民の意識を
高めて社会全体を盛り上げていくことが重要であ
るとの説明があった。
　風力発電機は当初、広大な農地を利用して農家
の方が設置することが多かったようであるが、風
力発電で経済活動ができるという意識ができ、最
近では投資の一環として設置し利益を分配する形
態もある。
「再生可能エネルギー法」では、環境に配慮し

た経済活動を促進すべく、電力事業者は生産量の
一定割合について再生可能エネルギーを買い取ら
なければならず、そして再生可能エネルギーの買
取価格が決まっている。再生可能エネルギーによ
り生産された電気はどの電力事業者にでも売却で
きる。今現在、風力発電により生産された電気の
売却価格は１ＫＷあたり 8.2 セント（約 13.6 円）

持続可能な地域づくり
〜住民・事業者との協働〜

河内長野市　向　原　伸　晃
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であるが、技術が進んで生産コストが削減できれ
ば、売電価格もさらに下がるとのことである。

また、再生可能エネルギーの生産コストは、通
常の生産コストより割高であるが、その差額は、
電気の使用者が負担している。再生可能エネルギ
ーによる電力生産に伴う一般家庭への負担は１日
に１ユーロ（約 166 円）であるとのことである。

３．持続可能な地域づくりに必要なもの
　持続可能な地域とは、地域社会において、限ら
れた資源を効率的に活用し、経済発展と環境保全
が調和した状態を指すものである。
　日本では環境問題への取り組みはまだまだ行政
主体といわざるを得ず、国民や企業も環境問題へ
の取り組みについてはやらされているといった意
識が強いが、それに比べてドイツでは、環境への
配慮に関して行政が国民や企業の参加を促すよう
なシステムを構築し、実際、国民や企業の参加が
進んでいるといえる。
　また、持続可能な発展を目指す行政の強力なリ
ーダーシップや学校での環境教育などにより環境
施策に対する国民・企業の理解が得られているこ
とが成功を後押ししている。
　ドイツの風力発電への取り組みをとおして、持
続可能な地域づくりに必要なものは、環境への配
慮という目的に向かって、行政・住民・事業者が
それぞれ役割を果たしていく、すなわち「協働」
していくことであるといえるのではないか。

日本とドイツはともに工業大国であるがドイツ
が環境大国にもなったのは、ルール工業地帯での

大気汚染という公害問題に直面したのち、環境保
護という目的のために行政・国民・企業がそれぞ
れの役割を担って行動した結果、つまり「協働」
の成功例の最たるものだといえる。

４．おわりに
　持続可能な地域づくりというテーマを自らの地
方自治体レベルで考えていくにあたっては、「持
続可能な社会」の実現に向けて、全国的な視点か
ら、自らの自治体がどのような役割を担うべきな
のかを考える必要がある。その役割を考えるにあ
たっては、地方自治体の地理的特性や経済事情な
どが大きく影響する。河内長野市でも、平成 18
年４月１日からスタートした第４次総合計画にお
いて、まちづくりの目標の１つとして「環境調和
都市」を挙げ、持続可能な地域づくりに向けて取
り組んでいる。河内長野市は、大阪府内で大阪市、
堺市に次いで３番目の面積を有し、市域の約７割
が森林という自然に恵まれた地方自治体である。
そして、それらの森林は、地球温暖化防止などの
公益的機能を果たす極めて重要な資源である。そ
ういう意味では、河内長野市の役割は、森林を保
全し、恵まれた自然を保護していくことにあると
いえる。
　現在、世界的に森林が減少している。森林は二
酸化炭素を吸収することにより地球温暖化を防止
する機能がある。気候変動枠組条約の第 13 回締
結国会議（COP13）でも、森林の減少防止につ
いて議論されていた。
　今後、森林を保護していくためには、行政の施
策もさることながら、いかに住民や事業者に施策
への参加を促し、その役割を担ってもらうかが重
要である。そのためには、行政が住民や事業者に
施策に参加するメリットを与え、あるいは施策に
ついて理解してもらう必要がある。そして、「協働」
していくにあたっては、住民や事業者にも行政と
ともに「当事者意識」や「臨場感」を感じてもら
うことが大切であると考える。

風力発電の講義風景
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１．はじめに
ドイツという国のイメージは、「環境教育をし、

市民も環境への意識が高く、ごみも、きちんと分
別している」といった内容でしょうか。

私自身、そう思いながらも懐疑的に見ている部
分もありました。「成功事例？良い部分だけを見
せているのではないか」と。

視察に際し、自分の「テーマ」というか、自分
なりの「切り口」を持って挑もう！と、ドイツの
事情、環境問題、持続可能な地域づくり、と研究
していく間に、自分の無知を思い知らされました。
日本の取り組みをほとんど知りませんでした。
「ドイツ、じゃぁ日本では？」と知識を深めて

いく間に、「成功の要因は？」「うまくいった時の
しくみは？」と懐疑的な気持ちから、中身・しく
みを深く知りたい、という気持ちに変わりました。
　中身・しくみを検証し、そこから見えてくるも
のは何か、探っていきたい。

２．１本のペットボトルから
フランクフルトに着き、滞在先であるミュンス

ターへバスで向かう途中、トイレ休憩があり、デ
ポジット制のことが気になり、水を買ってみるこ
とにした。

なるほど、ペットボトルに再利用のマークがあ
り、レシートにも、0.25 ユーロ（約 40 円）の保
証金を取っている旨の記載がある。

滞在中、保証金を返してもらおうと、何度か、
空になったペットボトルを店に持っていった。断

られた場合もあり、言葉が通じず、意思を伝える
のにかなり苦労した。ある店のルールでは、自分
の店で売っていない商品のペットボトルは受け取
らない。１回に２本まで。ということであった。
スーパー等に置いてある機械は、そういった制限
はなかったと思われるが。

　後の視察の中で質問してみたが、デポジット制
によって回収される数が、再利用する数を大きく
上回っており、再利用できないものは、焼却し、
処分しているとのことである。この取り組みの成
否は別として、誰にでも取り組めるしくみであり、
行動したものが得になる公平な社会システムにし
ていることは、間違いないようである。

３．行動した人が得をする
　ドイツの CO2 削減目標を達成するために、今、
期待されているのは、風力発電である。連邦風力
発電協会の技術担当者、風力発電設備所有者に話
を伺い、しくみを検証してみた。
　最初に驚いたことは、国が、投資すれば、「少
しお得」になるしくみを作っていることである。

電力会社に生産量の一定割合を購入する義務を
負わせ、風力発電により電気を生産した者は、高
い金額で買ってもらうことができるのである。

10 年かからずに元がとれると聞いていたが、
訪問した風力発電の所有者からは、12 年という
答えが返ってきた。
　さらに驚いたのは、設備の耐用年数も考慮し、

再利用のマークがついたペットボトル

ドイツの環境経営
〜行動すれば得をする〜

柏原市　橋　本　直　人
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撤去費用を積み立てているとのことである。まだ
使えるものを撤去するのが良いのかどうか、とい
う議論は残るが、ここでも、国が、誰にでも、と
はいかないが、取り組みやすいしくみをつくり、
行動した人が得になる、公平な社会システムを構
築していた。

４．徹底した経済活動への刺激
視察の最終日では、ハンブルク市環境都市計画

局で、企業に対する補助制度について話を伺い、
しくみを検証してみた。
　簡単に言ってしまえば、企業が取り組む省エネ
に対する補助制度である。

たとえば、ホテルの客室に取り付けているハロ
ゲンランプ、消費電力が高いので省エネのランプ
に交換してください。電気代が下がれば補助金を
出しますよ。といった感じである。

省エネランプの取り組みは、単に経費節減、
CO2 削減につながっただけでなく、省エネランプ
の生産コストが下がり、一般家庭にまで普及した
ということである。

市が企業に、税金を使って補助することに、市
民から反対が出ないというから驚きである。環境
に対する取り組みであれば、ほとんど反対はない
とのことである。
　この制度も、取り組みやすいしくみをつくり、
行動したものが得になる公平な社会システムであ
る。

　企業に経済活動しやすくなるよう刺激を与え、
その恩恵をみんなで享受する。失業率の高いドイ
ツだからこその取り組み、と思ってしまうが、環
境に対する考え方を企業に取り入れさせ、経済活
動をさせるという、「環境経営」を実践している
ことが、「環境先進国」である要因のひとつであ
ることは、間違いないようである。
　そして、そのしくみが循環するよう、過剰と思
われるほど投資し、結果として、改革とも呼べる
ような２次的効果をも生みだしている。
　日本の自治体では、行財政改革という名のもと
に、補助金の見直しをはかっているが、インセン
ティブに対する投資をもっと考えるべきではない
だろうか。職員の給与等、取り入れられている部
分はあるが、積極的な取り組みをしようとしてい
る市民、企業に何かできないだろうか。

５．おわりに
視察先で説明を受け、印象に残ったことは、説

明者が、自分の仕事に誇りと自信を持ち、熱心に
語っていたことである。自身が市民であったらど
うであろう。「うん、そうか」と納得してしまう
に違いない。市民との合意形成がうまくいってい
る、といった話は聞かなかったが、少なくとも、
市民に対し、正しく説明し、「そうしたほうがいい」
と思わせる動機づけができるよう、実践している
ことだけは、うかがい知ることができた。
　「行動する人が報われる」公平なシステムをど
こかに取り入れることは、できないものか。強制
でなく、我慢するのではない取り組みをできない
ものか。これからの仕事の中で、アンテナを張り
巡らせながら、取り入れられるものを探していき
たい。

これまでの取り組み成果の説明
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１．はじめに
　最近の地域のコミュニティについての現状を考
察するため、私たちのごく身近な地域（例えば隣
近所など）に目を向けてみると、近年、核家族化
や共働き世帯の増加などにより、地域のコミュニ
ケーションが薄れている状況にあり、これは特に
都市部においては顕著に現れている。

いったいなぜこのような状況になってしまっ
たのだろうか？　

以前聞いたことがある言葉で「昔の日本は貧
しかったが、心は豊かだった」というのがある。

つまり日本が豊かになった結果、人を思いや
る気持ちが希薄になり、結果として地域のコミュ
ニケーションが消えかけている状況である。
　また、このことが直接の原因ではないが、身近
な地域で多発しているさまざまな凶悪犯罪の中に
は、地域内での見守りや声かけなどで、未然に防
ぐことができるものがあったのではないだろうか。

このような状況の中、どうすれば昔のような
地域のコミュニケーションを深めていくことがで
きるだろうか？

そこで、ドイツにおける環境保護を通じた地
域コミュニティについて考察する。

２．ドイツにおける環境保護への取り組みと
　　地域コミュニティ
　今回訪問したドイツでの現地視察の際に、お会
いした方々（行政職員や地域住民）のお話を聞い
ていて一番印象に残っているのは、全員に共通し

ていたことだが、どの方も環境に配慮した生活を
することが当たり前で、また、そのために自分た
ちが取り組んでいることを非常に熱心に語ってく
れる表情が、とても生き生きとしていたことであ
る。
　また、農業型環境教育施設を訪問した時、そこ
で動物たちの世話を通して自然保護や環境につい
て学んでいる子どもたちも同じように生き生きと
していたことが印象的であった。

では、この生き生きとした表情は、いったい
どこから生まれてくるのだろうか。
　考えられる理由の一つとして、子どもの頃から
自然が身近にあり、家庭や学校での環境保護や自
然再生などの環境教育が行われていることであ
る。
　この環境教育によって、子どもたちは自然を大
切にすることだけでなく、そこに住む動物を大切
にすることを楽しみながら学んでいる。

その結果、環境に配慮することが当然であり、
このことが、誰にとっても有益で、また、楽しい
ことであると意識の中に植え付けられているので
ある。

また、動植物を大切にすることで、心が豊か
になり、誰に対してもやさしくなることができる。
そしてこのことが、人と人とのコミュニケーショ
ンにとって非常に重要な要素となっている。

実際、現地視察で説明していただいた方の自
宅や地域を訪問した時であるが、隣近所や地域の

エコ住宅での研修風景

環境保護を通じた
地域コミュニティの醸成

泉佐野市　木ノ元　　誠　
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方々は非常に仲がよく、さまざまな行事や取り組
みについて協力しあっている姿を見ることができ
た。

特に環境に関する取り組みについては、地域
住民同士が非常に協力的で、それぞれが進んで取
り組んでいるのである。その姿には、環境に対す
るそれぞれの信念や情熱が見て取れる。それほど
までにドイツの方々の環境を守るという思いは強
いのである。

３．日本では
　近年の日本では、環境への関心が非常に高まっ
ており、毎日のようにテレビや新聞などで企業の
環境への対策や取り組みを発信している。
　企業は、CSR（企業の社会的責任）として、環
境に配慮することが求められており、環境に配慮
していることが、一つの企業のステータスとなっ
ている。
　しかし、個人レベルでの環境への取り組みを見
てみると、確かに環境への関心は非常に高く、節
約などの取り組みは進められているが、ドイツで
見られるような地域レベルでの取り組みとなると
それほど進んでいないように思われる。
　なぜ、日本では、地域での取り組みが進んでい
ないのか。
　理由の一つとしては、コミュニケーション不足
である。コミュニケーションが不足していると環
境に関する話題が、話し合われるような状況が生
まれにくく、地域で協力して環境を守るという気
運が生まれてこないのである。

　他にもボランティアや NPO による環境保護な
どの活動に対して、それを支援したり、協力した
りする体制（特に行政による）がほとんどないこ
とも原因の一つである。
　そして、もう一つ大きな原因として、日本人は、
環境保護は非常に重要な課題であると頭では理解
しているが、実際に環境保護についての行動がと
もなわないのである。
　このように日本では、これから環境に配慮する
社会をつくることが非常に重要な課題である。

４．おわりに
　これまでのことから日本でもドイツのような地
域コミュニティを醸成するためには、地域の住民
同士がつながるように既存の町内会などの組織を
活性化させたり、地域の住民が連携して新たなし
くみを構築したりできるように行政（国・都道府
県・市町村）が進んで支援・協力する体制を整備
することが必要不可欠である。
　さらに企業なども従業員が社内だけでなく、社
外（居住地域等）に対しても環境に配慮していく
ことができるよう制度化する必要がある。
　ただし、これらは一時的なものではなく、継続
させていくことが重要である。
　このように地域コミュニティは、地域だけでな
く、国、都道府県、市町村、企業、NPO などが
一体となって、地球環境を保護していくのだとい
う強い信念をもち、ともに活動していくことが非
常に重要であるため、今後早急な制度の整備が必
要である。

緑豊かなハム市の風景

生き生きとした子どもたち
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１．はじめに
市民のみなさんと行政とのパートナーシップ

が着実に築かれ始めてきている現在において、自
然環境を有効に利活用及び保全し後生に残してい
くためには、市民のみなさん、事業者、行政がど
のように取り組むべきであるのかということにつ
いて、例えば幼少期からの取り組みや、啓発手法
等について先進諸外国の取り組みを積極的に学び
吸収したいと考える。

２．「持続可能」ということば
この「持続可能」という用語については、大

きく２つの意味があり、一つは地球環境の持続
性を実現するために地域社会はどうあるべきか
という意味である。1987 年に国連の「環境と開
発に関する世界委員会」による「われら共有の未
来」と題する報告書において「持続可能な開発

（Sustainable Development）」という概念が提唱
された。例えるならば、自然環境の保護と今後の
活用などである。もう一つは、地域社会が持続す
ることを目的としたもので、現在の地域社会の継
続が何によって脅かされているかを検証するもの
である。

環境省においても、「持続可能な地域づくりの
ためのガイドブック」という報告書において、環
境への負担が少なく、自然と人間との共生が確保
された地域づくりという側面だけでなく、地域自
らが主体となった取り組みを継続的に行い目指
す、主体的で継続的な地域づくりという側面があ

り、双方を矛盾なく両立して目指すものとされて
いるところである。

また、国土交通省においても、現在、国土形
成計画全国計画（計画部会中間とりまとめ）をお
こなっているところであるが、この中において「持
続可能な地域形成」が盛り込まれており、これま
での開発一辺倒からの脱却が図られようとしてい
る。

３．環境先進国「ドイツ」
　ドイツは誰もが認め、知るところの環境大国で
ある。ここでは資源の再利用が、ごく当たり前に
普段の生活の中にも浸透している。スーパーにお
けるデポジット制、資源ごみの分別化の徹底など、
ドイツ国民の環境に対する取り組みは目を見張る
ものがある。
　日本においても、近年は次世代に残せる環境づ
くりをということで、ごみの分別や自然エネルギ
ーの利活用などさまざまな分野において次世代へ
の持続可能な取り組みを行っているところであ
る。よって、日本として取り組みが遅れていると
言うことは全くないと考える。
　しかしながら、ドイツと日本とでは根本的に相
違している部分がある。それは、ドイツはそもそ
も最初からごみとなるようなものを出さないとい
うことである。例えば、ドイツのお祭り等で屋台
で食べ物等を売っていたとして、日本なら発泡ス
チロールの皿にホットドックなどを載せて販売し
ているが、ドイツでは陶器の皿にのせて食べ終わ

いたるところにある風力発電施設

持続可能なまちづくり
〜まちづくりは人づくり〜

阪南市　布　施　秀　樹
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ると返却してもらう。使い捨てではないので、資
源を再利用することにより、少しでもエコに繋が
っていく。無駄なもの、必要以上なものはつくら
ないすなわちリデュース (Reduce) とよばれてい
るものである。
　一方、日本ではドイツよりもごみの分別がすす
んでいると実際に現地を見て感じた。当然、ドイ
ツの街頭にも分別されたゴミ箱があるわけである
が、その中を覗いてみると、燃えるモノから燃え
ないモノまでが一緒に混ざっており、ドイツでこ
ういった現実を見た際は、驚きを禁じ得なかった。
　その点、日本の方がごみの分別については、き
っちりとしているのではないかと思った。このこ
とは、リデュースよりもリサイクルの方がすすん
でいるのだなと実感した。

４．今後のまちづくりについて
今回訪問したドイツでは、自然環境にやさし

い自転車での移動や、過去の資産（遺産）を再利
用し、現在では観光の名所として復活をさせるプ
ロジェクトの見学、またビオトープ（有機的に結
びついた生物群、生物社会・空間）といった持続
可能なまちづくりとして直接現地にて自分の目で
確認することが出来た。
　日本においては、各自治体の規模等によりすべ
てを利活用することはできないが、できるところ
から取り組んで行くべきであると思っている。

まずは、ソフト面から取り組んでいけばと考
える。幼少期からの環境問題への取り組みや学習、

地域の資源は自分たちで守るといったアダプト制
度といったことに参画していただき、先人達が培
ってきた歴史的遺産等を有効に活用し、次世代に
続いていく持続あるまちづくりを行っていかなけ
ればいけない。
　また、地域において、市民や事業者がリサイク
ル品等を持ち寄ったフリーマーケットを開催する
ことによって、人と人とのコミュニケーションが
生まれるのではないだろうか。隣近所や自治会単
位での活動が活発になれば、そういったところか
ら、自分たちでできることは自分たちで行う（自
助）という大前提にたって、どうしても無理なこ
とについては行政に対して一緒にまちづくりを行
っていくことについて働きかけが増え（公助）、
市民と行政との対等なパートナーシップによる持
続ある市民参画のまちづくりが進んでいくのでは
ないかと考える。

５．おわりに
　今回の訪問で一番印象深かったのが、農業型環
境教育施設「エムズホフ」の訪問であった。いか
に幼少期での体験や学習が重要であるのかを再認
識した。
　子どもから大人へ、何をどうすれば次世代に引
き継いでいけるのかということについて、それは
急にではなく徐々にではあるが、ゆっくりと浸透
していくものということが理解できた。
　今後、ますます市民と行政との対等なパートナ
ーシップに基づくまちづくりが進んでいく中で、
われわれ行政を推進するものとして、自然環境や
資源等を大事にし、次世代に引き継いでいくこと
は今の私たちの責務である。

よって、これからのまちづくりについては、市
民、事業者、議会及び執行機関がともにそれぞれ
の役割分担のもとで、すべての人が思いやりを持
ち、人と人とのつながりをひろげ、次世代を担う
子供たちを育み、学び働き住んで良かったと思え
る、平和で明るく豊かな安心・安全のまちづくり
を行っていくということが肝要である。

街頭に置かれている分類されたゴミ箱
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１．はじめに
　環境問題の中で、現在特に危惧されているのが地
球温暖化問題である。
　温暖化の要因には、人為的要因と非人為的要因が
あると考えられているが、とりわけ 20 世紀後半以降
の温暖化については、産業革命以降の著しい経済発
展に伴う人為的要因が大きいと考えられており、地
球規模での温暖化対策が我々人類の喫緊の課題とな
っている。
　このような状況の中、1997 年に京都議定書が決議
され、我が国においては６％の温室効果ガスの削減
が義務付けられているが、目標達成が非常に危ぶま
れている。
　しかし、ドイツでは着々と持続可能性戦略を遂行
し、目標達成を目前にしている。その背景にはエネ
ルギー・ゴミ・交通等の様々な分野での環境施策を
打ち出していることが挙げられ、そしてこれらの施
策の実現には、行政・企業・市民の個々の高い環境
意識が裏付けとなっている。
　私は、特に市民の高い環境意識が持続可能な発展
をしていくうえでの大きな要因と考え、環境先進国
ドイツを訪問し、市民の環境意識とそれを担う環境
教育について考察してみた。

２．ドイツ市民の高い環境意識
　ドイツの環境意識高揚の契機となった要因のひと
つは、1969 年から 1970 年にかけて、戦後の経済復
興の拠点であったルール工業地帯で発生したばい煙
による大気汚染である。その後もいくつかの環境汚
染が絶えず、国民の環境意識に大きな影響をあたえ、
1970 年代から市民運動が盛んになった。そして排気
ガスや酸性雨から森を守ろうと立ち上がった市民運

動がきっかけとなり、連邦政府では、原発の廃止や
循環経済・廃棄物法の施行、再生可能エネルギーの
推進等多くの環境施策をとるまでに至った。
　このような背景からドイツ市民の環境意識の高さ
が窺える。確かに誰しも自分の住んでいるまちに青
空が無く、降る雨には有害物質が含まれており、また、
その雨により植物が枯死し、生態系に大きな影響を
及ぼす状態にもなれば環境意識も高まるのは当然で
あるが、ドイツ政府の積極的な環境対策に関する様々
なしくみも、市民の高い環境意識を生んでいる大き
な要因といえるだろう。

３．市民参画による意識改革
　－マキシミリアンパークを訪れて（ハム市）－
　ハム市はルール工業地帯の東端に位置する人口 19
万人の都市である。以前は炭鉱のまちとして栄えたが、
1950 年代からの流体革命により、炭鉱の閉鎖が相次
ぎ、人口が減少し、まちは活気を失い、また、これ
までの経済発展による環境汚染も問題となっていた。
　このような中、ハム市は 1992 年、ノルトライン・
ヴェストファーレン州のモデルプロジェクト「未来
エコロジー都市」に参加した。このプロジェクトに
は一般市民の参加も図られ、都市再生の実施策がま
とめられた。その中のアクション・プログラムのひ
とつにマキシミリアンパークの再生が挙げられた。
　このパークはかつて炭鉱であったが、雨量が多か
った 1914 年に水没し、閉山に至っている。その後そ
のまま放置されていたが、1960 年代にようやく跡地
の整備が進められ、そして 1984 年には、施設事務局・
園芸技師が主体となって州のガーデンショーを企画
し、各種団体の協力もあって成功を収めている。
　ガーデンショーの成功が市民の心を捕らえたこと
もあり、マキシミリアンパークの再生にあたっては
近隣住民の意見を最大限採用し、その結果、炭鉱時
代の物や自然をそのまま残すことになった。そして
ハム市は、1993 年から構造基金を活用し、かつての
炭鉱跡地を「環境をテーマにした大規模公園」とし
て再生することに成功した。
　現在では炭鉱跡や自然は勿論、学生を対象にした
ハーブや地質の研究・りんご狩等の体験型環境教育
をテーマにし、年間約 40 万人の来場者を迎え入れ、
ハム市の象徴的施設として位置付けられている。

意識改革による
持続可能なまちづくり
〜市民パワーと環境教育〜

忠岡町　春　日　正　人
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　このように、都市再生にはまちの規模や人口の多
さではなく、市・市民・企業等がパートナーとして
連携し、実際の行動に結びつけることが重要である
と認識させられた。そしてなによりも重要なことは、
市民がまちづくりの計画段階から参加できる、また、
参加しやすい施策を講じることであろう。なぜなら、
それが結果的に、市民の環境に対する意識改革をも
たらしていると考えるからである。
　今後の目標としては、大規模なガーデンショーや
スポーツ競技場の建設等が挙げられているが、その
ための設備資金を確保することが今後の大きな課題
であろう。

４．環境教育
　－エムズホフを訪れて（ミュンスター市）－
　市民運動により設立されたエムズホフは、幼・小・
青年の農業体験型環境教育施設であり、主に学校の
オフシーズンに子どもたちを受け入れている。
　農場は 1960 年に市から借り受けたが、当初の状態
は良くなかったので、地元の大工の方々に技術提供
をしていただき、子どもたちとともに農場を改良した。
　実際の授業は、
・ジャガイモを植えるところから収穫までの過程を

自ら実践することにより、食べ物を作る大変さや
有難さを学ぶ。

・農場全体や各フィールドの面積を求めることによ
り数学を学ぶ。

・ジャガイモ・タマゴ等の袋詰作業により実際の重
さを体感する。

等があり、また、豚・羊・鶏・小動物たちの世話をす
ることにより、命の大切さや動物を愛する心を育ん
でおり、子どもたちが楽しみながら、そして意欲的に
授業を受けている姿が印象的であった。

　このエムズホフの環境教育は、市の学校での２〜
７年生の授業や教師団体等のセミナーの一環として
も組み込まれている。このような地域と学校との連
携や協働が、子どもたちに、環境教育により真剣に
取り組ませ、また、自らが主体性を持って行動する
ことを身に付けさせている大きな要因であると実感
させられた。
　しかし、ミュンスター市の環境施策の中では、教
育部門の位置付けは他に比べると低く、補助金が少
ないのが現実であり、施設の運営は市民の寄付やボ
ランティアで成り立っている状況である。
　今回レクチャーしていただいたウッテ・ビッケル
ハウス氏が「私の願いは、将来この農場で育った子
どもたちが施設にロビーをつくってくれることです」
と語っていたのが非常に印象的であった。

５．おわりに
　環境教育は学校教育だけではなく、地域社会や家
庭での環境教育とのつながりが重要であり、地域社
会との係わりを多く持つことで、より身近な場所で
の環境学習が可能となる。しかし、そのためには地
域コミュニティ力が必要であるが、我が国では少子
高齢化・核家族化・近年著しい情報化等の社会背景
により、世代間や異年齢間交流が阻害され、地域コ
ミュニティの形骸化が進んでいる。
　このような状況を打開するためには、環境保全に
関する取り組みを通じ、行動力のある「新しい形の
地域コミュニティ」の形成を図っていかなければな
らない。そのためにも我々行政が、誰もが地域活動
に参加しやすい情報を継続的に各地域に発信してい
く必要があり、そしてそれが地域コミュニティを形
成し、環境教育を充実させ、更にはすべての世代に、
環境への意識改革をもたらす最大の近道であると考
える。

炭鉱時代に石炭を運んでいたトロッコ 楽しく豚の世話をする子どもたち
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１．はじめに
　日本各地で結成されている町内会や自治会など
の昔ながらの地縁団体は、地域の相互扶助機能や
維持管理機能を果たすとともに、行政の下請け的
なコミュニティ活動も行っている。しかし、都市
化の進展や生活様式の変化、住民の価値観の多様
化などにより住民間の結びつきが弱まり、地縁団
体の衰退が叫ばれている。このように日本の地縁
団体が衰退してきている中で、ドイツにおける
NGO 等のコミュニティ活動を調査し、今回の研
修テーマである「持続可能な地域づくり」のため
に地縁団体および行政が果たすべき役割について
考察してみたい。

２．環境フォーラム・ミュンスターの活動
今回の海外研修の事前研修において、ドイツで

は日本の地縁団体は存在しない代わりに、NGO
（日本の NPO）が多数結成されており、大規模な
NGO は国際的なネットワークを持ち全世界に強
い影響を与えているという情報を得ていた。そこ
で、私たちは、ミュンスター市の中心市街地に位
置する「環境の家」に入っている環境フォーラム・
ミュンスター（以下「フォーラム」という）を訪
れた。フォーラムは、世界的に有名な NGO であ
る WWF（世界自然保護基金）、グリーンピース、
BUND（ドイツ環境保護連盟）などの支部 16 団
体で構成されており、加盟 16 団体は、約 7000 人
の会員を有している。また、フォーラムの運営資
金はミュンスター市からの一定の助成を受けては

いるが、加盟 16 団体の分担金により運営されて
いる。加盟 16 団体は、サスティナブルな社会の
実現を共通のテーマとして緩やかに連携し、行政、
議会などに依存せず自治体への働きかけなど独立
した活発な活動を行っている。そして、フォーラ
ムの理事を務めている Wolfgang 氏からは、「NGO
の活動で長期のプロジェクトを成功させるために
は、専門的知識を有する人材やボランティアをコ
ーディネートできる人材は欠かせない」という話
を聞いた。

３．カーフリー団地の自治会活動
　ミュンスター市にあるカーフリー団地（以下

「団地」という）は、低所得者向けの社会福祉団
地であり、入居の条件は、自動車を所有しないこ
とである。そして、この団地には、日本の地縁団
体の一種であると考えられる入居者による自治会
があった。しかし、自治会の加入者は、全入居者
の１／４と少ない。その理由は、入居者はパキス
タンやインドなどからの移民が多く、ことばが通
じないためにコミュニケーションが図れず、屋外
にはできるだけ出ないように暮らしているためで
ある。また、自治会としては、非加入者に対する
不公平感は持っておらず、今後、加入者を増やし、
より良好な隣人関係を構築したいと考えており、
団地内の集会室を「心豊かな」と名づけて、クリ
スマス会やフリーマーケットなどを開催しコミュ
ニケーションの輪を広げる努力をしている。

このように、ドイツでは、日本のように地縁団
体によるコミュニティ活動は活発ではないが、や
はり人間が社会活動を営む以上最低限の隣近所の
おつきあいは存在し、この団地のような自治会は
存在している。

　「環境の家」の玄関

地緑団体による
持続可能な地域づくり

熊取町　宮　口　好　行
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４．地縁団体と行政のレベルアップ
　日本ではテーマに基づくコミュニティ組織で
ある NPO の活動が最近活発になってきている
が、まだまだ地縁団体によるコミュニティ活動が
中心である。一方、ドイツでは事前研修のとお
り NGO が活発に活動を展開している。このよう
に日本とドイツのコミュニティ活動を比較した場
合、「地縁によるつながり」と「テーマによるつ
ながり」また、「狭い範囲のネットワーク」と「世
界的なネットワーク」と大きな違いがある。

このような二国のコミュニティ活動の実態を踏
まえた場合、日本が地縁団体の衰退に歯止めをか
け、NPO と重層的に地域で活動することができ
ればドイツ以上に地域密着型のコミュニティ活動
が可能となる。　　

そのためには、地縁団体は「持続可能な地域づ
くり」を究極の目的に掲げ、従来の行政の下請け
的な活動を脱却し、新たなサービスの提供等魅力
的な活動を展開しなければならない。また、地縁
団体がその魅力的な活動を展開するためには、フ
ォーラムの Wolfgang 氏が指摘する専門的知識を
有し、強いリーダーシップを発揮する人材や住民
をコーディネートできる人材の発掘を行う必要が
ある。そして、参加する住民の時間的余裕や資金
力など別の課題もあるが、将来的に地縁団体がレ
ベルアップを図り、NPO へ移行できればと考える。

私たち行政担当者としては、地縁団体に対する
リーダー等の人材育成支援やドイツの NGO に負
けない情報提供等の支援を行うとともに、地域住
民との協働社会の構築に向け高度な知識を習得す

る必要がある。

５．おわりに
今回の研修でドイツの地（フランクフルト）に

降り立って、まず感じたこと、それは、歩道に落
ちているたくさんのたばこの吸い殻を見て、「ご
みごみした街だな」だった。また、ハンブルク都
市計画環境省での説明のなかで、現在の市の課題
は「犬の糞の後始末だ」と聞いて、「日本人とあ
まり意識は変わらないな」と思った。

しかし、私が、環境先進国ドイツ訪ね、感心し
たこと、感じたことは次のとおりである。
①ミュンスター市の自転車にやさしいまちづくり

の話を聞いて、自転車通勤を真剣に考えた。
②子どもたちに環境への意識付けを行う教育「フ

ィフティ・フィフティ・プロジェクト」の話を
聞いて、「私の子どもも学校の授業で一時的に
節電の話をしていたが、それっきりだったな」
と思った。

③飲料容器のデポジット制の話を聞いて、素晴ら
しい制度であると感心し、「日本でも導入でき
ないか？これが環境に対するドイツ人と日本人
との意識の違いかな？」と思い、道路に空き缶
が落ちていないのは当然だと納得した。

④ミュンスター市のスーパーマーケットで買い物
をした時、レジ袋がもらえず、上着とズボンの
ポケットに一杯詰め込んでホテルまで帰ったの
が楽しい思い出である。コンビニへ行くときは
エコバッグを持つように心がけているが、時々
忘れるので反省しなければならない。
今回の研修を終えて環境に対する私の思いは、

「ドイツの取り組みをヒントに、地球にやさしい
ささやかな取り組みを身近なことから始めていき
たい」である。

［参考文献］
「地域力を高めるこれからの協働」

今川晃・山口道昭・新川達郎 編　第一法規株
式会社　平成 17 年発行

カーフリー団地の風景
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１．はじめに
　高度経済成長時代には、利便性や効率性が優先さ

れ、限りある資源の過剰消費や環境汚染、ごみ問題、

地球温暖化等の環境問題を引き起こしてきた。環境

先進国のドイツでは、持続可能性戦略が展開され、

資源やエネルギーは節度をもって消費することに取

り組まれている。

　私が勤務する病院という職場は、空調設備や、多

種多様な医療機器、オーダリングシステムの導入に

よるパソコン台数の増加などにより、多量の熱エネ

ルギーが使用されている。また、普通の事業所と違い、

感染性廃棄物をはじめとする特別管理産業廃棄物が

排出されるなど、廃棄物の種類は多岐に亘り、取り

扱いに注意を要している。

　そこで、今回の研修で学んだドイツの先進事例を

病院で生かしていきたいと考える。

２．エネルギー対策
　空港からミュンスターまでアウトバーンで移動中、

目に飛び込んできたのが大規模な風力発電装置であ

った。さすが、環境先進国ドイツと印象付けられた。

　ドイツではエネルギーパスポート制度が導入され

た。この制度は建物の熱効率を表示することを義務

づけることで、熱効率の良し悪しによって建物の評

価が変わる。そのため、窓・壁・屋根からの熱の損

失を減らし、窓から太陽熱を取り入れる工夫を施し

ている。また、物件の購入や賃貸時の目安となるこ

とから熱効率の良いものを建築するので、熱エネル

ギー使用量の削減につながる。他にも、低所得者層

を対象とした 42 棟からなるボルゴスト住宅団地の太

陽熱を利用した建築事例や、住民主導で行われたコ

ージェネレーションシステムの導入をはじめとする

エコ回収住宅の事例など、事業主体は異なるが、国

全体で省エネルギー対策に取り組んでいるというこ

とを実感した。

３．環境教育
　環境教育は持続可能な社会の形成にとって重要な

役割を担うことから、ドイツでは環境教育を重要な

教育目標として法的に位置付けた。学校では省エネ

についてローリングストーンプログラムという上級

生が下級生を指導する授業や、省エネの方法をゲー

ムを通じて学ぶなど生徒たちのやる気と興味を引き

出している。生徒たちは環境問題を理解することで

日常生活においても省エネを実践することができる。

　ハンブルク市では環境教育として「フィフティ・

フィフティ」省エネプロジェクトに取り組んでいる。

同プロジェクトの柱は、削減されたコストの 50％に

あたる金額を学校側が自由に使って良いという財政

的インセンティブである。2006 年度はハンブルク市

内の公立学校 480 校で 450 万ユーロ（約７億 4700 万

円）の省エネ効果があった。私たちが訪れたハンブ

ルク市内にある中高一貫の公立学校であるアルバー

ト・ティア・ギムナジウムでは、1994 年から同プロ

ジェクトに取り組み、省エネコンテストでも優秀な

成績を収めていた。プロジェクトの中心は設備投資

による省エネではなく、学校の日常生活を改善する

ことで実現される省エネであり、電気をまめに切る、

換気を効率よく行う、ごみを少なくする、トイレで

流す水の量の調節などであった。たまたま、生徒と

話す機会があり、生徒は学校で学んだことは当然の

ごとく家庭でも実践しているとのことであった。

ボルゴスト住宅団地

環境への負担を
減らす病院づくり

泉大津市　田　辺　和　史
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４．医療廃棄物の分別
　ドイツでは医療廃棄物はＡ〜Ｅの５つに分類され

ている。

クラス 廃棄物の種類
Ａ 家庭ごみ類似の廃棄物
Ｂ 医療施設特有の廃棄物
Ｃ 感染性廃棄物
Ｄ 化学物質
Ｅ 血液や組織を含む身体の一部や臓器

一般焼却場で処理されるものは、クラスＡ、Ｂと殺

菌処理されたＣ、特別な焼却施設で焼却処分される

ものは、クラスＣ、Ｄ、Ｅと区分されている。この

分類は病院関係者だけでなく清掃関係者までしっか

りと認識されている。また、廃棄物処理の専門家を

育てる専門の大学があり、病院には環境の管理運営

ができるエンジニアがいる。私たちが訪れたハンブ

ルク市内にあるアスクレピオス・ノルド病院では、

廃棄物処理の専門家が医療廃棄物の分別について、

説明を行ってくれた。廃棄物処理専任者はパンフレ

ットを作成し、医療従事者に啓発や指導を行ってお

り、病院全体として廃棄物処理の意識は高くなって

いる。問題となる感染性廃棄物については、廃棄物

処理専任者と衛生士が中心となり、院内での消毒方

法や診療材料の廃棄方法などについて検討されてい

る。ドイツでは病院の医療水準や衛生水準を下げる

ことなく環境への負担を減らすことに取り組まれて

いる。

　近年、病院では、使い捨ての診療材料や、キット

製品が多く使われており、院内感染対策や医療事故

対策にも役立っている。しかし、これらの導入によ

り資源ごみが１回の使用で使い捨てられている。ド

イツの病院では注射器やカテーテルをリサイクルし

ている病院がある。今回、訪れた病院での対応を尋

ねたが、コスト面などの理由でリサイクルされずに

捨てているとの回答が返ってきたが、何度も検討し

た末の結論であったそうだ。

５．おわりに
　日本では、1960 年代に環境汚染に起因する病気、

水俣湾の水俣病や神通川のイタイイタイ病、阪神工

業地帯の呼吸障害などが見つかった。環境汚染と病

気は密接な関係があり、その怖さは医療従事者なら

知っているはずであり、病院自らが環境対策に取り

組み、環境への負荷を減らさなければいけない。泉

大津市立病院でもコージェネレーションを始めとす

る ESCO 事業を導入し、光熱水費を削減することが

できた。環境対策に取り組むことが経済的にも効果

があることが証明されている。

　また、財団法人日本医療機能評価機構が実施して

いる病院機能評価事業の評価項目に、「廃棄物の処理

が適切に行われている」という項目があり、「病院か

ら排出される廃棄物の量は、自家処理（主に焼却）

の制限やディスポーザブル製品の増加により多量と

なり、その処理費用は病院経営上大きな問題となっ

ている」と書かれているように、廃棄物の正しい分

別と減量化を行うことは環境対策にも経済的にも効

果がある。

　今、日本の自治体立病院の多くは赤字経営である。

持続可能な地域づくりには、政策医療を担う自治体

立病院が必要である。病院財政を改善するための費

用削減の一つとして、環境問題に職員一人ひとりが

できることから取り組み、削減された光熱水費や廃

棄物処理費用をフィフティ・フィフティの如く効果

額の何％かを医療の質の向上に利用し、地域住民か

ら信頼される病院づくりを目指すことが持続可能な

地域づくりにもつながるのではないだろうか。

［参考文献］
「改訂版環境先進国ドイツ」

大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館発行
「ドイツ発、環境最新事情」

今泉みね子著　中央法規出版発行

医療廃棄物を捨てる容器
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１．はじめに
　地球温暖化の問題がマスコミなどで大きくとり
あげられるようになってから、既に久しい。私
たちがエネルギーを大量に使用することにより、
CO2（二酸化炭素）を中心とする温室効果ガスが
増加し、その結果地球の温度が上昇を続けている。
そして、その結果として異常気象、海面の上昇、
生態系への影響、食糧不足など、あらゆる問題が
起こると予想されている。CO2 の削減は緊急の課
題なのである。

しかし、多くの市民は、CO2 削減の必要性は
分かっていながらも、地球温暖化の影響が実感で
きにくいことから危機感が欠如しており、便利さ
を犠牲にしてまでも省エネなどを実践するまでに
は至っていないのが現状である。それどころか、
日本ではライフスタイルの激変によってますます
CO2 排出量は増え続けている。

ところが、ドイツでは 2000 年には 1990 年比
で 18％もの CO2 排出量削減を達成している。今
回の研修で学んだ事例を参考に、ドイツで地球温
暖化対策が成功している理由について考えてみた
い。

２．ごみ減量に努めた人が報われる仕組み
　ごみの焼却の際には、大量の CO2 が発生して
いるため、ごみを出さない生活をすることは地球
温暖化防止のために大切なことである。

ドイツのごみ収集は、基本的に有料である。し
かし、包装廃棄物については、メーカーや流通業

者がリサイクル費用を負担しているため、市民の
ほうはきちんと分別すれば、無料で収集される。
実際は、企業は製品価格にリサイクル費用を上乗
せして販売しているので、市民はこうした容器包
装材をきちんと分別して出すほうが得になること
になる。
　また、飲料容器にはその大きさや材質に応じた
デポジット料金が課される形で販売されており、
スーパーマーケットなどにその容器を持って行く
と返金されるシステムになっている。
　容器包装材の分別も、飲料容器を店に返すこと
も、手間のかかる作業。その作業に取り組んでい
る人が、お金という形で一定報われる仕組みを、
ドイツでは上手に導入している。

３．自動車よりも自転車、徒歩が便利なまち
自動車からは大量の CO2 が発生しているため、

温暖化防止にはなるべく自動車を使わず、自転車
や徒歩で移動することが望ましい。ミュンスター
市は、「ドイツで一番自転車にやさしいまち」と
言われている。まちには、自転車専用の道路や信
号が整備され、自転車は、自動車より優先して走
ることができる。街中には数多くの駐輪場が設置
されているため、自転車で快適に出かけることが
できる。駅前の駐輪場は 3300 台も収容でき、駅
前広場の地下にあるので、自転車を預けたらすぐ
電車に乗ることができる。管理人も常駐していて、
修理を頼むこともできるそうである。研修中自転

ミュンスター市の中心部。一般車の乗り入れは規制され
ているが、公共交通機関と自転車は OK

省エネルギーに
取り組みたくなる
仕組みづくり
箕面市　巣　組　悦　子
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車でまちを走る機会があったが、さまざまな面で
自転車が移動しやすいようなまちづくりが行われ
ていると感じた。

ミュンスターでは、こうした自転車への優遇
策と平行して、 バス路線の強化、車への交通規制
の強化（居住地全域を時速 30km 制限ゾーンとす
る、市の中心部を一般車乗り入れ禁止にする）な
どが行われている。

第二次世界大戦からの復興の際、ドイツのほ
かの多くのまちがアメリカ風の碁盤の目のような
道路を備えた、まったく新しいまちづくりをめざ
したのに対し、ミュンスターでは、市街地を中世
の街並みを生かして再興した。細く曲線的な道が
多い中世の街並みは、自転車や徒歩には最適だが
車にはあまり向いていないようだ。

自転車での移動は、楽しく、健康にもいい。ミ
ュンスターでは安全な道路と自転車の置き場を確
保し、自動車よりも自転車の移動を便利にするこ
とにより、市民に自転車利用を促し、ガソリンか
らの CO2 の削減をはかっている。
　

４．学校現場の省エネプロジェクト
　～フィフティ・フィフティ・プロジェクト～ 
　ハンブルクの公立学校では、「フィフティ・フ
ィフティ」という名の省エネプロジェクトを実施
している。これは、子どもたちや教職員が協力し
て省エネ、節水、ごみ減量を行って、光熱水費や
ごみ料金を節約したら、節約した金額の半分を学
校に戻す仕組みである。ハンブルクではこのプロ
ジェクトの指導員が各学校を回り、無駄なエネル
ギーの使用をチェックするなど、省エネの指導を
行っている。こうした指導のもと、子どもたちや
教師は暖房を適切な温度に設定したり、不必要な
照明を消したりといった省エネや、ごみの削減を
実行している。学校によっては、クラス間で期間
を決めて節約の競争などのイベントを行っている
ところもある。こうした取り組みにより、2006
年度は、ハンブルク市内で 450 万ユーロ（約７億
4700 万円）もの節約が実行できた。

　節約により還元されたお金の使い道は、子ども
たちと教師の投票で決められる。自分たちが頑張
って節約したお金の使い道を自分たちの意見で決
められることが、やる気を持って楽しみながら取
り組むことのできる要因になっていると思う。
　学校では子どもたちと話す機会もあったが、「家
でも、見ていないテレビを消すなどの節電に取り
組んでいる」と話している子どももいて、家庭で
の省エネにもつながっていると感じた。

５．終わりに
　「環境にやさしい生活」や「省エネルギー」と
いうと、どうしても快適な生活を犠牲にして、つ
らい思いをしながら努力して行うものというイメ
ージがある。しかし、環境にやさしい生活のほう
が快適で、経済的なものであれば、誰もがそちら
を選ぶのではないだろうか。

もちろん、環境保全意識を高めることは大事
で、これからもいろいろな場面で啓発を進めてい
かなければならない。しかし、意識を行動に移し
ていくためには、経済的インセンティブの導入や
ハード面での整備など、省エネやごみ減量を進ん
で実践したくなるような仕組みを作っていくこと
も、同時に考えなければならないだろう。

［参考文献］
「ここが違う、ドイツの環境政策」

今泉みね子著　白水社発行
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１．はじめに
昨今、景観についての話題を耳にする事が多く

なっている。高度経済成長期以降においては、経
済性が優先されるばかりに、高層マンションの問
題や画一化された開発などの問題が多く起こって
いた。しかし、右肩上がりの成長から少子高齢化
社会へと移行していく中で、経済性だけではない
ゆとりを求める意識が生まれ始め、こうした住宅
や都市における事態に対する危惧から、景観に対
する配慮が次第に関心を集めるようになってきた。

国においては美しい国づくり政策大綱が策定さ
れ、景観法が施行されるに至った今、景観につい
て取り組むことは自治体にとって非常に重要な責
務と言えるのではないだろうか。

今回、ドイツでの研修に際し、ドイツの景観に
対する取り組みや、その意識について考察してみた
い。

２．ドイツの景観に対する意識について
ヨーロッパといえば、歴史的景観が数多く残さ

れているというイメージを持たれる方が多いので
はないだろうか。

そんな中でもドイツの景観としてイメージされ
るのは、ノイシュヴァンシュタイン城やヴュルツ
ブルクなどに代表されるロマンティック街道の景
色ではないだろうか。中世の街並みが整然と残
り、木組みの建築物の切妻屋根が通りに面し、壁
面線が整いスカイラインが統一された景色は、ド
イツの至るところで目にすることのできるもので

ある。
ドイツでは、景観が優れた場所というものは、

先ほど挙げたロマンティック街道などのように観
光地としても成功しているものが多い。ただし、
日本の観光地と違う点として挙げられることは、
観光客のために街を作ろうとする意識はあまりな
いということである。

例えば、日用品を販売していた店舗が、観光客
のために土産物を売る店舗に変わってしまうと、
街に住む人々の生活は不便になってしまう。さら
に観光客は、その大半が車で来るものである。そ
のために、駐車場を街のはずれではなく街の中に
設けてしまうと、観光客にとっては利便性が高ま
るが、その結果交通渋滞が街の中に起きてしまう
こととなる。

そしてその結果として、街に住む人々だけでな
く、観光に訪れる人自体にも不満を与え、結局は
街の評価を下げさせてしまうこととなる。

このため、駐車場を街中に設けず市外に設け、
バスとタクシーのみを公共交通とし、街の中まで
の通行を認めているところが多い。今回訪れたミ
ュンスター市などでは自転車による交通が発達し
ており、中心部ではバスとタクシーと自転車が交
通手段として非常に有効であった。

では、ドイツではこのような考え方は、住民の
意識に自然と定着しているものであるのかと言え
ば、決してそういうわけではなさそうだというこ
とが、ドイツの建築、景観、都市計画に関する法
制度のしくみを見てみると明らかになる。

３．ドイツの景観法制について
まず最初に、ドイツの行政組織に関して日本と

大きく違う点として、州の存在があげられる。州
政府単位で、各種法令を定めることとなり、方向
性は同じであっても細部にわたっては地域差も存
在する。

さて、ドイツ連邦政府による都市計画に関する
法として「連邦建設法典」と自然保護に関する法
として「連邦自然保護法」がある。また、建築物

ドイツにおける景観
規制の状況について

枚方市　藤　本　洋　祐
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の新築、改築、さらに保全、利用及び除去につい
て極めて具体的に規定され、醜悪な建築物の建設
を防止しているものとして各州政府が定める「建
築法」が挙げることができる。

連邦建設法典には、都市計画に関する法律や建
築行為に関する多数の個別法から構成され、環境
保護についての配慮や、歴史的建築物の保護など、
建築物と周辺環境との調和について詳しく規定し
ている。

さらに、自治体には全体の土地利用を示してい
る土地利用計画（F プラン）と区画単位の規制を
示している地区詳細計画（B プラン）の２種類で
開発をまとめている。

この、B プランにおいては、建築物のデザイン
コードについても詳細に定義され、屋根の傾斜、
屋根の材質、窓の形まで決められているところも
ある。

またこれとは別に、各州の建築法に基づいて自
治体が定める「建築形成条例」があり、一定の地
域の建築物及び周辺のデザイン、景観、駐車場、
遊び場などに関して規定するほか、広告物も規制
の対象としている。

ここで、下の写真を見ていただきたい。

歩いている人は少なく見えるが、ここで注意し
ていただきたいのは、道路の両側に立ち並ぶ建築
物は全て店舗であるということである。訪問した
ミュンスター市の中心通りの一つであるが、建築
物については壁面が連続し高さをそろえ、ファサ
ード部分については、ルネッサンス様式で飾られ
ている。しかし、ここで特筆したいのはたくさん

の店舗が並ぶにも関わらず、屋号は全て金文字で
作られ、さらに建物から突出した看板が一つもな
いという点である。

ここにも、広告物に関して明確に規制されたデ
ザインコードが見て取れる。この通り沿いでは、
屋外広告物は全面的に禁止されているわけであ
る。また、唯一店舗の屋号については、金色での
表示を認めている状態であり、世界的なブランド
のデザインであっても色彩については金色となっ
ていた。

最終的にドイツ国内を数カ所巡ることになった
が、大都市の都心部以外では、どこに行ってもこ
の事例に近い状態で大きな看板や広告物は控えら
れているのが印象的であった。また、大都市でも
歩道の一部に２ｍぐらいの高さの円筒型の広告塔
があり、建築物に取り付けられた広告以外は、そ
こに集約されている状態であった。

４．おわりに　

　今後、我々が景観について考える時に、広告物
の存在は非常に大きなものであると思われる。遠
景、近景という言葉があるが、日本ではあまりに
も遠景を意識せずに広告物が作られてきたように
思う。郊外のバイパスを走れば広告の見本市のよ
うな状態である。果たしてあれらの広告にどこま
で集客効果があるものなのか、広告主は理解して
いるのであろうか。実際には、規制範囲でないと
いう理由だけで、大きさや派手さを競っているよ
うに思えてしまうぐらいだ。

ところが、ドイツの街を歩いて見ると分かるの
であるが、歩いている時に遠い先にある店舗の看
板などあまり意味がないのである。それよりも、
目の前にある店舗が何を売るところなのかが分か
ればそれで十分である。元々車が入ることを制限
したこの区域では、人々は歩くので、現状の表示
で不満を感じることはなさそうである。

今一度、人の歩く早さに街が帰っていくことが
これからの景観を考えていくことのキーになるの
ではと思う。
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１．はじめに
　2007 年２月の「気候変動に関する政府間パネ
ル（IPCC）」は、過去 100 年間の気温上昇が 0.74
℃であるのに対し、今世紀末の平均気温の上昇は
6.4℃、海面上昇は 59cm に達するとの予測を発表
するなど、地球温暖化問題は深刻な様相を呈しつ
つある。
　わが国では、「京都議定書」の発効（2005 年２月）
を受け、2012 年までに CO2 などの温室効果ガス
の６％削減（1990 年比）が義務付けられている。
　しかしながら、地球環境問題に対する日本人の
意識は高いものの、行動・実践面では後れを取っ
ており、その実現は厳しい見通しといわれている。
　一方、ドイツでは、国民の意識は日本に比較し
て必ずしも優れているとは言えないが、実践面に
おいては着実に成果を挙げていると言われる。
本稿では、ドイツでの取り組みが実践面で進んで
いると言われる理由について、現地での視察を踏
まえて考察してみたい。

２．ドイツの環境政策への取り組み
　ドイツ政府が環境保護への取り組みを明確に打
ち出したのは、1994 年のドイツ基本法（日本の
憲法に相当）の改正である。これにより、国が「次
世代のために自然を守る責任がある」ことを保証
し、ドイツの環境政策は急進したと言われる。そ
して、「持続可能な発展」を実現させるためには、
①エコロジーに配慮した社会システム（環境の視
点）、②適度な経済成長、③社会の安定化という

三つの柱の調和が重要であり、あらゆる経済活動
に環境保護の視点を加味することが求められている。
　このような認識を踏まえ、次にドイツでの現地
視察内容を紹介する。

３．ハム市の事例：「エネルギー・パスポート制度」
　ドイツでは、国の省エネ法が 2007 年 10 月から
施行されたことにより、新たにエネルギー・パス
ポート制度（以下「エネ・パス制度」という）が
施行された。これは、賃貸・販売を目的とするす
べての建築物、公共施設を対象とし、建物のエネ
ルギー効率の測定・表示を義務付けるものである。
　これにより、市場原理が働き、熱効率の悪い建
物の改築促進が図られる。
　ハム市には、エコセンターというかつての炭鉱
跡地の施設を活用した産業・雇用振興等を目的と
する施設があり、エネ・パス制度の普及啓発に取
り組んでいる。エコセンターでは、建築士等を対
象に本制度についての研修プログラムを実施し、 
大学の建築学科では学べない新しい技術や基準に
ついて指導している。このため、ドイツ全土から
毎年 3000 人以上の建築士等が受講に訪れ、市内
の商店やホテル利用への経済効果も期待される。
ハム市は、炭鉱の廃止で失業者が増加し、一時は
街が荒廃したが、環境をテーマにまちづくりに取
り組み、見事に再生を果たしたことから、ドイツ
の環境首都に選出されている。

４．ミュンスター市の事例：「自転車のまちづくり」
　ミュンスター市は、戦後の復興を進める中で、
自転車中心のまちづくりへ都市計画の転換を図っ
た。市の中心地への車の進入を原則禁止、バス・
鉄道の公共交通機関の充実を図り、自転車道の整

エコセンター事務所棟

持続可能な発展に向けて
〜環境・経済・社会の調和〜

八尾市　鶴　田　洋　介
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備を積極的に展開した。その結果、市の中心では、
自転車が似合う石畳の道に、中世の面影を残す建
物が立ち並ぶ美しい街並みを形成し、ヨーロッパ
の観光都市となっている。当初、自転車へシフト
すれば、商業施設の顧客の減少を危惧する声が上
がったが、自転車や徒歩でゆったりとショッピン
グが楽しめることから、逆に商店は賑わっている
と聞く。自転車は、排気ガス（温室効果ガス）を
出さず、騒音もなく、利用スペースは車とは比較
にならない。

５．ハンブルク市の事例
　　「フィフティ・フィフティプロジェクト」
　ハンブルク市の公立学校では、フィフティ・フ
ィフティ・プロジェクトという省エネ活動に取り
くんでいる。これは、先生と生徒が協力して、学
校の省エネに取り組み、生み出される予算を行政
と学校が折半するしくみ。学校に配分されたお金
は、子どもたちや保護者の意見を聞いて学校が自
由に使える。このような取り組みにより、子ども
たちに環境問題に取り組むインセンティブを与え
つつ、環境意識を高め、環境保全の大切さを次世
代へ継承することが期待できる。また、経済的に
も、行政予算の節約はもとより、CO2 の削減やご
みの焼却費用の削減に多大な効果が生まれてい
る。例をあげると、ハンブルク市でプロジェクト
に参加している 480 校トータルで年間７億 4000
万円年間 450 万ユーロ（約７億 4700 万円）の
焼却費用を節約した。また、CO2 の削減量では、
40 校で３年間に 29 万本の常緑針葉樹（ドイツ
トウヒ）が吸収する量の CO2 を削減した例もあ

る。これだけの樹木を植栽するには、サッカー場
1000 面（665ha）が必要と聞く。

６．おわりに
　　重要な３つのファクター
　このように、「持続可能な発展」を実現させる
ためには、環境、経済、社会の安定化という三つ
の要素がすべて満たされることが重要となる。
　社会の持続発展には、経済の安定・成長が必要
であることは論を待たないが、経済成長のみを希
求するのではなく、環境保全の視点が不可欠であ
る。ドイツでは、市民、学校、企業、行政が経済
活動と環境保護を両立させる取り組みを展開し、
国は、厳しい法規制を課すなど、社会的ルール
により、側面からそれらの活動を誘導している。 
　本市においても、平成 18 年度に「八尾市役所
環境宣言」を行い、KES（環境マネージメントシ
ステム）ステップ２の認証取得をはじめ、環境省
の「チームマイナス６％」への参画を宣言してい
るが、このような取り組みが行政だけの取り組み
に終わることなく、市民の活動へと発展させるこ
とが肝要である。そのためには、市民の環境保全
に対する取り組みへの支援・誘導策が必要と考え
る。日本人もドイツ人も合理性を重んじる点にお
いて国民性に共通点があると思う。ドイツでは、
国の厳しい法規制とともに、経済的な誘導策が巧
みに機能することによって、環境保全の取り組み
の推進力となっている。
　本市においても、今後、市民生活において環境
保全の取り組みが実効性を伴うものへと発展する
ためには、市民の取り組みに対して、様々な経済
的インセンティブを付与することにより、環境と
経済的合理性の両立を図ることがその秘訣となる
と考える。

［参考文献］
「世界の環境都市を行く」

井上智彦、須田昭久編　岩波ジュニア新書
「改訂版環境先進国ドイツ」

大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館発行

ミュンスター市の街並み
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１．ミュンスター市街地の景観概観
空港からのバス移動中、車窓に広がる風景は

全く日本と違うものであった。そして、住宅が建
ち並ぶ市街地と、全く人家のない田園とが、全く
別の空間として存在していることに気付くまで、
それほど時間はかからなかった。

最初の滞在地となったミュンスター市の人口は
約 28 万人。ミュンスターランドと呼ばれる地域に
あって、その中核的な町として位置づけられている。

街の中心となるプリンチパル・マルクト通りは、
ルネッサンス様式のファサードが施された建物が
並ぶアーケードとなっている。パトリチア（都市
貴族）と呼ばれた豊かな商人がこぞってこれらの
建物を建てたのだが、その起源は中世にまで遡る。
通りにある旧市庁舎では 30 年戦争の終わりを告
げるウエストファリア条約が 1648 年に締結され、
オランダ、スイスが独立を手にした。その他にも
３つの鉄の檻が塔からつるされたラムヴェルティ
教会、ドーム広場にそびえる大聖堂など、歴史的
な建築物がそこかしこに建つ。しかし、これらは
第 2 次世界大戦中に連合軍からの激しい攻撃を受
けた後に復元されたものである。

ミュンスター市の特徴はこれら歴史的な建造物
だけではない。市街地への自動車の進入を厳しく
制限し、その反面、公共交通や自転車の利用には
多種多様な施策でこれを後押ししている。これに
ついては本書別項に詳しいが、後述するコンパク
トシティを実現するには不可欠な方策のひとつで
ある。

２．コンパクトシティの思想
　コンパクトシティ（Compact City）とは、主
にヨーロッパで生まれた都市設計の動きである。
　都市郊外化やスプロール化を抑制し市街地規模
を小さく保つことで、職住の近接化とコミュニテ
ィの再生を図り、人々が住みやすいまちづくりを
目指そうとするのがその発想である。
　たとえば、鉄道駅を中心に商業施設や住宅地が
その周りを囲み、さらに外周に農地や森林と言っ
た緑地が拡がる、といった都市モデルが想定される。
　また、その実現には過度な自動車依存を解消す
るための公共交通を基本とした都市構造が必要で
あり、駅を中心としたパークアンドライドや、従
来の交通政策でほとんど無視されていた自転車に
もスポットを当てるべきとされる。また、建物や
土地利用における混合化、都市の高密化といった
柔軟で効率的な空間利用も必要である。そして、
その結果として、環境負荷の低い都市の実現も期
待される。
　コンパクトシティを考える上で、その設計思考
の根本と言えるのが、アメリカの都市学者ジェー
ン・ジェコブスである。彼女はそれまでの都市計
画の理想である近代的な都市イメージを神話であ
るとし、都市再生のための４つの原則を提唱した。
①　都市の各地区は２つ以上の機能を有するべ

き。単一機能のゾーニングは人々の往来を偏ら

破壊されたミュンスター市内

現在の街並み

コンパクトシティの可能性
〜ミュンスター市の景観から考える〜

富田林市　青　木　昭　和
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せる。
②　長く広い道路は人々の往来を偏らせる。小さ

な街路が何本も交差し、街角を曲がる機会が多
いほうがよい。

③　なるべく古い家を残し活用するべきである。
新しい建物は減価償却費がかさみ、高額の家賃
を払えない若手事業者は入居できなくなる。

④　各地区の人口密度は高いほうがよい。
　この理論がまちづくりに与えたインパクトは大
きく、その後の欧米における都市計画に大きく応
用されている。ミュンスター市もまさしくこれを
実現した街と言える。

３．郊外化－日本の都市政策
　振り返ってわが国の都市を見てみよう。日本の
都市は、1970 年代の高度経済成長期を経て拡大
膨張を続けた。その結果、90 年代以降は中心市
街地の空洞化現象が顕著となった。また地方都市
では自動車依存の生活への転換によって郊外化が
進行した反面、旧市街地は車社会への対応が不十
分で、いわゆるシャッター通りが生まれている。
　郊外化は、既存市街地の衰退以外にも「交通弱
者」にとって不便である点や、際限のないインフ
ラ整備による公共投資の効率悪化と大きな財政負
担、無秩序な開発によって生じる自然や環境への
負荷などの点からも、大きな問題をはらんでいる。
さらに、郊外化の進展は都市の歴史的遺産の荒廃
や、地域コミュニティの崩壊を起こす懸念も存在
する。
　しかし、最近わが国でもいくつかの都市を中心
にコンパクトシティを視野に入れた政策への取り
組みが見られる。たとえば青森市では、公営住宅
の市中心部への移転や郊外の開発を抑制すること
で、市が負担している除雪費用の軽減を図っている。

４．歴史的景観の復元とまちづくり
こういったコンパクトシティへの転換には一定

の条件が必要であろう。今後、コンパクトシティ
を目指す上ではどのような課題が考えられるだろ

うか。
たとえば、既存の公共交通網がある程度充実し

ていることや、歴史的遺産、文化活動や地域コミ
ュニティの存在が必要だと考えられる。

また、拡大した郊外をどう捉えるか。豊かな自
然環境やゆとりのある住宅環境を放棄することは
現実的ではない。既に依存体質に陥っている自動
車社会からスムーズに公共交通に移行できるか、
都心回帰は再び過密化につながり住環境が悪化す
るのではないかといった懸念もある。

今後わが国は人口減少時代に突入する。郊外化
解消と都心回帰によって市街地に人が逆流して
も、それが急激なものでなければ吸収することは
可能である。まちづくりの持続可能性から見ても、
長期的には公共投資や財政負担の面でも望ましい
ことである。

しかし、これらは政治的な強制や財政的な誘導
だけで実現するのは困難である。郊外の人々が回
帰したくなるような契機が必要であろう。

ミュンスター市のプリンチパル・マルクト通り
は、まさに中世の幻影を再現したものである。こ
のような復元は、フランクフルトやベルリンをは
じめヨーロッパ各地で見ることができる。しかし
イタリアの建築家アルド・ロッシがフランクフル
トの試みを「私の知る限り最もさもしい光景」と
評したように、復元された歴史的景観を評価しな
い風潮も根強い。

ポーランドの首都ワルシャワでは、ナチスによ
って完全に破壊された宮殿、教会、庶民の家まで
もが完全に復元され、世界遺産にも登録された。

こういった復元文化財は世界遺産に値しないと
いう声もあったが、「破壊からの復元および維持
への人々の営み」が評価され世界遺産となった。
そこにあるのは、復元された建築物の群れではな
く、人々のアイデンテイティの集合体であったの
である。

歴史的景観の保存から歴史的景観の復元へ。こ
れがコンパクトシティ実現の「きっかけ」である
のかもしれない。
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１．はじめに
今日の日本の道路整備は、自動車に対する整

備が基本となっており、自動車がメインでその脇
を歩行者や自転車が通行するような形となってい
る。大きな幹線道路や市内の主要道路等では歩道
が整備されているが、市内の大半の道路で歩道は
整備されておらず、自転車道においてはほとんど
整備されていない。また、自転車の利用はかなり
多くなっているにも係わらず、自転車に対する交
通法規が守られていない、知られていない状態で
あり、自転車が歩道や車道を縦横無尽に走ってい
るため、度々、歩行者や他の自転車と危険な場面
に面している。

今回訪問したミュンスター市では、第２次世界
大戦での敗戦直後より、自転車での移動を重要と
考える都市整備や交通政策を行ってきた。その結
果、自転車や歩行者と自動車がうまく共存できる
道路整備となっている。また、環境や景観にも配
慮しており、街のなかの道路にも多くの緑を残し
ている。

ミュンスター市の道路整備より、日本の道路整
備にも生かせるものを学び、これからの整備を良
いものにしていきたい。

２．ミュンスター市のハード整備
ミュンスター市は大戦の敗戦により、市全体的

に壊滅的な被害を受け、全域の復旧を余儀なくさ
れたが、近代的なものにはせず 18 世紀の街並み
をそのまま復元した。このことからも、ミュンス

ター市が景観に配慮していることがわかる。また、
建築基準も景観に配慮したものが多項目にわたり
厳しく決められているため、建物が規律正しく建
てられている。中心部のビルや集合住宅が道路に
面して揃っているだけでなく、住宅地でも庭の奥
行きが揃えられ建物が整然と並んでいる。このよ
うに建物を並べることにより街並みをきれいに魅
せている。

建物を揃えるためと道路を広く確保するため
に、歩道と車道の間に住民らの駐車場を設けてい
るが、これは残念ながら日本人から見ると、路上
駐車が騒然と置かれているように感じてしまう。

また、ミュンスター市では建物だけではなく、
道路にも昔ながらの石畳が多く残されていること
や、歩道上や道路脇に多くの樹木が植えられてい
ることも、景観を良くしている。

日本の道路と大きく違うと感じたのは、樹木と
信号や標識以外に通行を妨げる構造物がないこと
である。電柱を立てずに電線を地中線としている
ことや、看板を規制していること、またカーブミ
ラーも１本も見つけることができなかった。

これらのように、ミュンスター市ではハード整
備において、景観に配慮されたものが多くある。

３．ミュンスター市における自転車
先にも述べたように、自転車での移動を重要と

考える都市整備や交通政策を行ってきたことによ
り、ミュンスター市ではほとんどの道路に自転車
の通行する区分が設けられている。また市民に対
して子供の頃から意識させることにより、市民の

緑を多く残した道路

環境・景観に配慮した
まちづくり

松原市　橋　本　飛　龍
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自転車に対する認識が高いものとなっている。
自転車道を整備することや、自転車の通行区分

をはっきりさせることにより、歩行者との接触を
極力避けることができる。そして、自動車の交通
に規制をかけることにより、自転車と自動車も共
存できるようにしている。

また、1974 年より自転車の利用推進政策を具
体的に示し、総合交通計画で自転車が安全に走行
するためのさまざまな施策を行い、市民に自転車
を利用するように意識付け、自動車の利用数を減
らしている。

４．駐輪場
ミュンスター市では、いたる所に駐輪場を見る

ことができる。そのなかには無料の駐輪場も多く
あるため、市民の利用率も高くなっている。

ミュンスター市でも、以前は日本と同じように
中央駅前の放置自転車が多く、それは市民の自転
車利用率が高い分だけ酷いものであった。しかし、
現在では 3300 台収納可能な駐輪場を地下に整備
したため、駅前における放置自転車はほぼなくな
っている。この駐輪場は、地下に整備することに
より、地表での景観に配慮されている。また、無
料の駐輪場とは異なり屋内施設となるので、雨や
風をしのげる形となっている。

このように数多くの駐輪場を整備することが
自転車の利便性を上げ、市民の自転車の利用を促
進している。

５．道路上のバリアフリー
ミュンスター市では、多くの道路に歩道が整備

されているが、歩道の幅員も広く、車道との段差
も５cm ほどのため、横断歩道部分での切下げも
十分に行われている。

また、車道部分には石畳が多く残されている
が、車椅子のことを考え、歩道や歩行者の横断部
分では凸凹を軽減するためにインターロッキング
を使用している。

６．おわりに
現在、日本では、道路に植えられている街路樹

が、落ち葉の管理がたいへんであるという理由で
切り倒される傾向にある。また、駅や街の中心部
では、違法に止められた自動車や自転車・単車で
溢れかえり交通の妨げとなっている。

建物や道路の改修は簡単に行うことはできな
いが、これらのようなことはまだ改善しやすいと
思われる。

ミュンスター市のように多くの街路樹を確保
した道路整備を行うためには、道路清掃や維持管
理の方法を効率よく明確なものとし、管理体制を
作りあげる必要がある。また、歩行者や自転車、
自動車がそれぞれを脅かすことなく共存できるよ
うにするためには、交通に関する市民のモラルを
上げるための意識啓発を多くすることなどが考え
られる。

このようなことが、景観を美しいものに変え、
環境を良くすることにまで繋がると考えられ、市
民にこの街に住みたいと思わせる都市整備の一端
となると思う。

建物が道路に沿って並んでいる

車椅子のための切下げ
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１．はじめに
　現代先進諸国においては、どの国も少子化問題
を経験し、出生力の回復のために様々な子育て支
援に取り組んできた経緯がある。日本でも 2005
年の国勢調査では合計特殊出生率（以下「出生率」）
は過去最低の 1.26 となり、従前にも増して子育
て支援を強化するなど、子どもを産みやすい社会
環境を構築するための施策が講じられているとこ
ろである。
　研修訪問国であるドイツでは、「持続可能な社
会づくり」の実現を環境政策から推進しており、
その環境政策が次代を担う子どもたちのための、

「子どもにやさしいまち（社会）づくり」の構築
に如何に関連付けされているか考察し、今後にお
ける子育て支援施策のヒントを探る。

２．ドイツの少子化問題
　ドイツでは、出生率が 2005 年時点で 1.34 と他
の欧州諸国に比べ低い水準にあり、2050 年には
総人口が今より約 1000 万人の減少が予想されて
いる。少子化の背景には、経済の不安定や長期に

わたる不況など社会不安の影響があり、過去 30
年間出生率の低下が続いていた。

現在では、子育て支援策の充実などにより出生
率が 1.4 前後と回復の兆しを見せはじめ、特に生
活経済面での優遇制度が拡充されるなど、出生率
は増加傾向となっており、ベビーブームの様相を
呈している。

３．環境政策に見る子育て支援策
　そこで、ドイツにおける一般的な子育て支援策
に加え、今回の研修テーマである「環境政策によ
る持続可能な地域づくり」の切り口から見た子育
て支援策を探ってみたい。

まず、ドイツでの一般的な子育て支援策を以下
に述べることとする。〔両親のための手当⇒親が
育児のために休職する場合にどちらか一方の親に
対して 1 年間にわたり従前の手取り収入の 67％
を限度として支給〕、〔育児休暇の取得⇒子どもの
誕生後 1 年間から最長 3 年間、職場での労働を免
除〕、〔医療費の軽減⇒初診料のみ負担があり、再
診は無料〕、〔救急搬送の充実⇒救急車への医師同
乗〕、〔公共交通運賃の軽減⇒子どもを含む家族の
バス利用運賃の優遇〕、〔保育制度の充実⇒満３歳
から就学までの子どもすべてに幼稚園の席を保
障〕、〔ベビークラッペ（赤ちゃんポスト）の設置
⇒何らかの事情のある者が病院において氏名を告
げず無料で出産でき、そのまま病院が面倒を看
る。〕など様々な子育て支援制度が実施されている。

次に、環境政策面から見た子育て支援策を探っ
て見ることとする。主に環境政策は、省エネ、ご
みの減量化、自然保護、しいては地球温暖化防止
ということが目的であるが、環境政策を推進・促
進することが子育て支援と密接に関連しているこ
と、これが今回の研修で知り得た大きな成果であ
った。

訪問したミュンスター市、ハンブルク市、また
他の州や市において実施されている環境政策が子
育て支援にどのような形で活かされているのか、
以下の具体的事例を紹介したい。

赤ちゃん用バギー付自転車で買物をする親子

子どもにやさしいまちづくり
〜次代を担う子どもたちのために〜

太子町　横　田　　　勝
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【CO2 削減関連】「CO2 排出量削減のために街の中
心部への自動車進入を制限」、「カーフリー団地の
建設（自動車を所有しないことを契約として入居
できる団地）」⇒自動車交通を抑制することによ
り、事故などを防止し安全を確保する　【汚染物
質排除関連】「汚染物質の埋め立て禁止（高熱処
理灰を埋め立てる）」⇒公害に起因する疾病を防
止する　【自然保護関連】「森の幼稚園の開園（森
に設置された公園）」⇒自然の土地状態そのもの
を活かした公園で五感を使った自然体験を行うこ
とにより豊かな感情を養う　【食品関連】「オーガ
ニック農産物・製品の供給」⇒薬害による人的影
響を防止する

　【環境教育関連】「ビオトープ（生物・環境保
全教育）による教育」⇒生態系を学び生物の尊さ
を知ることで子育ての重要度を理解する　「フィ
フティ・フィフティ・プロジェクト（学校施設光
熱水費を生徒自らが省エネを行い、その省エネし
た経費の半分を学校（生徒）が自由に使えること
ができる制度）」⇒省エネを実践することにより
子どもの環境に対する自主性を養う　【健康維持
関連】「自転車政策（移動手段を自動車でなく主
に自転車とする）」⇒通学時の交友関係の構築、
道路交通に対する安全知識の修得、肥満の防止　

【コミュニティ関連】「クラインガルテン（市民農
園）」⇒地域・家族コミュニティの形成による子
育て不安の解消、　【緑化関連】「緑地整備」⇒小
学校の校庭を緑化し、子どもたちが屋外で思いき
り遊ぶことにより、ケンカやイジメがなくなる、
などである。環境政策を視点としただけでもこれ

だけ多くの子育て支援策があり、環境先進国であ
るドイツでは、今後も引き続き環境分野における
子育て施策をさらに創設していくことであろう。

４．おわりに
日本においては、「少子化問題」は早急に取り

組むべき国政上の主要課題となっており、今日の
少子化の要因が、経済不況はもとより、晩婚化・
未婚化に加え、夫婦の出世力そのものの低下とい
う現象の顕在化、また、家族のあり方においても、
核家族化に加え、それ以上に家族間でのつながり
が保持できないといったことがある。まず、こう
いった状況を認識できなければ完成度の高い支援
策が創設できない。

少子化問題解決のための子育て支援策について
は、ドイツでは環境分野から取り組みがなされて
いるが、それぞれの国においては、その国の社会
状況や家族形態などを見据えないと同じ施策が成
功するとは限らず、また、解決に至るまでのスピ
ードや効果がまったく異なってくるため、十分に
状況を認識しながら実施する必要がある。これを
踏まえることにより、環境分野を含め他の分野に
おいても子育て支援策を積極的に実施することで

「子どもにやさしいまちづくり（持続可能な社会
づくり）」がより実現できるはずである。

私たちは、次代を担う子どもたちのため子育て・
子育ちについて、施策の創設にあたっては、あら
ゆる分野（角度）から取り入れることができる柔
軟な発想と横断的に取り組める体制づくりに努め
なければならない。

スーパーに並ぶ BIO 農法による野菜

街でパフォーマンスを披露する中学生
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１．はじめに
　 グ ル ー プ の 報 告 書 で は、 ド イ ツ に お い て
Verein を中心とした市民組織が、まちづくりに
積極的にかかわる姿とその成果の一端を紹介し
た。今回の調査を通して、持続可能な地域社会の
構築に向けては、市民・NPO と行政の協働によ
る取り組みが重要であることを改めて確信した。

ミュンスター市では、環境フォーラムミュンス
ターをはじめとする市民組織において、活動を支
える熱心で優秀なリーダー達に出会うことができ
た。しかし、次世代の活動家の育成に関する質問
をしたところ、明確な回答は得られなかった。ま
た、活動の広がりの基礎ともなる大人（環境フォ
ーラムの会員以外）の環境学習への取り組みにつ
いて尋ねたところ、　Wolfgang 氏（環境フォー
ラムミュンスターの理事）は少し表情を曇らせな
がら、あまり熱心ではないこと、学校においても
体系的な環境教育プログラムなどは整備されてい
ないことを教えてくれた。担い手づくりのために、
出会いと学び、交わりの場を提供する生涯学習（社
会教育）の果たすべき役割に注目し、ミュンスタ
ー市における生涯学習の現状について記述し、あ
わせてミュンスターのまちを振り返ってみたい。

２．社会参加と学び
　1997 年第 5 回国際成人教育会議がドイツのハ
ンブルクで開催され、「成人学習に関するハンブ
ルク宣言」が採択された（注１）。宣言において、「参
加型社会のみが、持続可能な均衡のとれた発展を

実現できる」とし、「成人教育は権利にとどまらず、
社会における完全な参加のための条件」であるこ
とが確認された。また、「成人教育の目的は、人々
とコミュニティの自治と責任感を育て、社会問題
に対応する能力を高め、情報公開による創造的な
市民参加を推進すること」と記述するとともに、

「コミュニティをはじめとする新しいパートナー
シップが発展しつつあり、行政の役割が変化しつ
つある」ことを明記している。このように、生涯
学習は自己啓発にとどまることなく、より多くの
市民が、自分の意見を表明して、地域課題の解決
と地域社会づくりに参加するための重要な役割を
担うことが求められている。

３．ドイツにおける生涯学習の概略
ドイツでは、トルコ人をはじめとした外国人労

働者とその家族の問題、異なる社会体制をとりつ
づけてきた旧東ドイツとの統合による課題、EU
への加盟による競争と生き残りの課題など多くの
異文化と共存し、難しい課題に直面してきた。

そのような背景のもとで、自分の生き方を振り
返り、学習の内容と方法を自分で選択する自己管
理的な学習として生涯学習という言葉が用いられ
ている。また、基礎教育、政治教育、文化的な教
育などの一般的継続教育のほかに、マイスター（徒
弟制度による職人の最上位）になるための職業継
続教育を生涯学習の中に含めて展開してきた。　

また教育施設については、地方自治体は Volks
－ Hochschule（VHS）「フォルクスホッホシュー
レ」（市民大学、民衆大学などと訳される）と呼
ばれる成人教育施設を公営で設置・運営し、また
は民間（教会など）が設置する施設に対して財政
的な支援を行っている。それに対して、Sozial －
Kalturel Zentren「社会文化センター」はコミュ
ニケーション・センターあるいは市民の家などと
して、自主的に運営される施設である。また、学
習方法については、市民大学では、従来から講座
型の運営が多く見られ、社会文化センターによる
学びのプログラムは社会問題の解決を軸とした総

ミュンスターにおける
人生に随伴する学び

〜協働の担い手づくりの視点から〜

岸和田市　春　木　秀　一
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合的な学習の試みが、ワークショップ型式や地域
に出向くコミュニティ活動方式で展開されてい
る。社会文化センターの運営経費は州からの助成
70%程度、事業収入 25.5%、スポンサーから 0.8%

（1997 年時点）であるが、公によるコントロール
は問題化していない。

４．協働によるまちづくり
（ミュンスター市の現状）

岸和田市においては、協働とは「市民（市民活
動団体）と行政がそれぞれの責任と役割分担に基
づき、お互いの特性を理解・尊重して、補完・協
力しながら、対等な関係で連携・活動すること」
と定義している。また、「住民自治の原則」、「補
完性の原則」、「持続性の原則」の３つの原則に基
づき市民と行政の協働のまちづくりを推進してい
くこととしている。その実現のためには、事業の
検討段階から実施、評価に至るまで、市民と行政
が互いに連携・協力しながら取り組んでいくこと
が必要となるとしている。

ミュンスター市では、環境フォーラムミュンス
ターをはじめとした環境団体などが結成され、市
民がまちづくりに主体的・自主的に関心を持って
参加し、市民と行政がお互いに力を合わせてまち
づくりを推進している。

また、ドイツでは、「共同体をはじめとする社
会構成体は、個々人に対して自由な人格的発展を
保障し、支援するために存在する」という原則の
もとに、それぞれ自分たちのできることは責任を
もって行い、お互いにカバーし合うという伝統が
ある。カーフリー団地、エコロジー住宅（P69 B
班グループ報告書参照）でも、行政がカーフリー
団地自治会、エコロジー住宅住民会に対して、単
なる安価な委託先ではなく、可能な限り管理権を
委譲し、その意向を尊重して、住民自治を保障し
ている。さらに、ローカルアジェンダの取り組み
をとおして、市民と行政が協働で、限りある資
源・財源を、将来のまちづくりを見据えて活用し
ていた。このように、ミュンスター市では、すで

に、協働のまちづくりを実践し、さらに発展さ
せようとしている。これらの人材を育んできた
生涯学習施設であるミュンスター市の Volks －
Hochschule（VHS）「フォルクスホッホシューレ」
と情報と学びの拠点であるミュンスター市の図書
館について記述する。

５．ミュンスターのVolks- Hochschule（VHS）
（フォルクスホッホシュ－レ：本文中は「市民大学」）

　ミュンスターにおける市民大学である VHS ミ
ュンスターは、自治体が運営しており、専門教育
の場、文化センター、出会いの場でありコミュニ
ケーションの場と位置づけられている。年間を通
して約 2000 の講座が開講され、その内容は社会・
政治・歴史、教育・家族・老人、健康、言語（ド
イツは外国人労働者が多い）、職業・経済（再教
育や資格取得）、コンピューター・メディア、文
化教育、プロジェクトの 8 つの分野に大別される。
開催期間は 1 日だけのシンポジュウムから、3 〜
４ヶ月に及ぶ講座までさまざまである。講座の講
師は各分野の研究者や教師のみではなく、テーマ
に詳しい市民が勤めることもある。今回、スタッ
フの最新情報は入手できなかったが文献によれ
ば、2001 年の VHS ミュンスターは専任講師 34 名、
兼任講師 445 名となっている。
　ローカルアジェンダプロジェクトもプロジェク
トプログラムの 1 つとして提供され、市民大学が
学びと活動の場を提供して、市民は誰でも参加す
ることができる。環境フォーラムミュンスターも
自らが主催して省エネルギーや自然エネルギーに
関する講座を開催するのではなく、市民大学と協
力して、市民大学の講座のひとつとして市民への
普及を図っている。

2007 年に実施された参加者アンケートでは、
市民大学は、参加者から「とても良い：66％、良
い：33％」と非常に高い評価を受けているという

（現地通訳　近江まどか氏の情報提供）。
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６．まちづくりと図書館
　図書館は、「本の好きな人が行くところ」、「本
を集めて貸してくれる施設」、「学生が自習に使う
ところ」とのイメージを描いている府内の市民・
職員も多い。確かに、本を収集し、貸出すること
は図書館にとって重要な役割であるが、これが図
書館機能の全てではない。図書館は基本的には「人
が自立して生きていくことを助ける機関」であり

「人が過去に学び、現在を考え、未来を設計する
ための材料を提供する」という重要な役割を担う
施設である。公民館とともに地域に密着した身近
な学びの拠点であり、資料の収集、整理、保存を
とおして市民に奉仕することで、市のあり方を判
断するために必要な材料を、市民の求めに応じて
提供するかたちで市民自治の成熟と協働によるま
ちづくりに貢献することが求められている。

７．ミュンスター市の図書館
ミュンスター市街地調査の際に、市立図書館に

立ち寄ることができた。訪れたのは金曜日の午後
であったが、大人の利用者も多く、メディアの利
用者が多いと感じた。市のアンケート調査によれ
ば、　市立図書館並びに市民大学は 98％の市民に
その存在を知られている。年間来館者数も 100 万
人を越えている。

市が赤字財政であるために、図書館に関する予
算は削減されたが、図書館では職員が話し合い、
ワークシェアリング（注２）で 70 人分の人件費
で 86 人が就労しており、運営の委託は検討され
ていない。予算は充分な資料費を確保することを
第一に運用しているという。

また、ミュンスターの市立図書館では、図書・
メディアの閲覧、貸出、レファレンスに加え、行
政情報の収集・閲覧、行政情報の掲示（自治会が
存在しないため市の重要な広報は一般新聞への掲
載と公共施設への掲示を基本）のほかに、行政計
画の縦覧も行なわれているという。カウンターの
司書の方に少しお話を伺うと、ミュンスター大学
の図書館は専門的需要を、市立図書館は基礎的需
要を満たすという役割分担をおこないながら、市
民のニーズを満たす充分な資料とサービスを提供
していると自信をもって説明してくれた。また、
図書館で入手した資料から理解を深めるための学
習会などの会場提供は市民大学が担うこととして
いる。

図書館内は、荷物を預けるロッカーが整備さ
れ、本や資料が整然と並び、ゆったりとした静寂

図書館内の風景１

図書館内の風景２

図書館内の風景３（PC による検索）

図書館内の風景（喫茶コーナー）



125

な空間では多くの利用者がゆっくりと書籍を探し
ていた。１階の入り口付近には、喫茶コーナーが
設置されており、市民の憩いの場を提供して、滞
在型の図書館として利用の促進を図っている。

比較項目 ミュンスター市 岸和田市

本

284,000 冊 459,902 冊

一般・雑誌 内　229,000 冊 　　　―

児童図書 内　055,000 冊 　　　―

メディア
50,500 5,124

児童用 12,500 　　　―

年間利用（来館）者数 1,144,000 人 183,243 人

内訳
　　 〜 18 歳 　35. ０％ 　　20.7％

19 〜 29 歳 　19.0％ 　　11.7％

30 〜 59 歳 29.0％ 　　41.4％

60 歳以上 5.0％ 13.2％

不明 12％ 13％

職員数 70（86）人 　　20 人

人　口 約 280,000 人 約 205,000 人

８．おわりに
　事前研修、事後研修と現地調査を通して感じた
ことを整理してみたい。ミュンスター市では、フ
ォルクスホッホシューレにおいて、外国人労働者
とその家族に対してのドイツ語の学習機会の提
供、高い失業率に対応した職業再教育と資格取得
の促進などの課題解決のための学びの場が充実さ
れていた。また、講座プログラムにおいては、机
上の学習のみではなく、プロジェクトへの参加と
いう市民参加型の学習の推進と地域づくりへの参
画がおこなわれている。さらに、NPO とフォル
クスホッホシューレの協力体制の構築により、学
びの内容の深まりと NPO 活動の市民への浸透を
支援するという効果が期待できる。
　また、市立図書館は、今回の視察のメンバーが

異口同音に自分達の自治体の図書館に比べて施設
が充実していることに驚いていた。資料としては、
メディアの充実が図られ、行政計画の縦覧も可能
であるなど情報拠点としての整備が目指されてい
る。加えて、同じ人口規模の府内の市立図書館に
比べ、職員がかなり多く配置されている。レファ
レンスを中心として、市民に対して、市民の必要
な資料を、市民の求めに応じて提供するサービス
の充実が目指されている。

しかし、残念ながら、ミュンスター市において
も市民大学と公立図書館の連携についての方針が
説明されず、ミュンスター大学の図書館とは機能
分担、連携が行なわれているが、近隣自治体の図
書館との機能分担、ネットワークに関する質問に
対しても、明確な回答が示されなかった。

府内においても、公民館を中心とした実践は高
い評価を得ているが、今日の地域コミュニティの
現状、将来地域で起こりうる課題にも注目し、生
涯学習が自己の知識の蓄積にとどまることなく、
より多くの市民が、自分の意見を表明して、地域
課題の解決と地域社会づくりに積極的に参加して
いくための機能を強化していくことが求められる。

また、府内の図書館においては、利用の偏りが
見られると指摘されており、市民みんなの図書館
となることが求められている。図書館利用者との
学び合いを通して、地域の情報発信機能を強化し、
市民のくらしとまちづくりに役立つ図書館を目指
すことが重要であると考える。　

今回の調査では、「成人学習に関するハンブル
ク宣言」が採択されたハンブルク市を訪れる機会
に恵まれながら、フォルクスホッホシューレの現
状と課題、社会文化センターにおける社会問題解
決への取り組みなどを現地調査できなかったこ
と、また、ミュンスター市においても、市民大学
の現地調査に時間を費やすことができず、NPO
の人材育成と生涯学習の関係、協働の推進におけ
る、ドイツの行政改革（「NSM」の限界と「市民
自治体構想」）（注３）と NPO 活動の台頭などの
関連性を整理できていないことは誠に残念である。

表 1　ミュンスター市と岸和田市の市立図書館の比較
（2006 年度）
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［注釈］
（注１）　1997 年に第 5 回国際成人教育会議の最終

日に採択された宣言で、成人教育を「21 世紀
への鍵」と位置づけ、その目的と原理に参加
型社会の創造を国際的な合意として位置づけ
た。また、NGO を交えた活発な議論が展開さ
れパートナーシップという組織原理を強調し
た。また、同時に「成人学習の未来へのアジ
ェンダ（行動計画）」が採択されている。

（注２）　以下の二つのタイプがある。
・雇用維持型

不況などで企業の業績が悪化した際に、一
人当たりの労働時間を減らすことによって
企業全体での雇用を維持する。

・雇用創造型
様々な業務毎の短時間労働を組み合わせる
ことによって、雇用機会を増やす。
ドイツでは雇用維持と緊急避難に重点を置
いたワークシェアリングが実施されている。
1980 年代半ばより産業別の労使間の時短協
約によりワークシェアリングが図られてい
る。なかでも金属産業労組（IGM）の活動
が有名である。

（注３）　NSM（Newe Steuerungsmodell）は新制
御モデルと訳される。行政の簡素化のために
提唱されたドイツ地方自治体における行政の
現代化企画の戦略的モデルのこと。これを応
用した地方自治の組織理念としてコンツェル
ン都市（非権力的な事業について、財団、株
式会社などにアウトソーシングする。民営化
といっても資本参加は 51％から 99％となって
おり、地方自治体が出資を通して委託先に対
するコントロールを行う。）、協働の取り組み

（行政の透明度を高め、行政や公益組織への市
民参画が重要視されている。）、「市民自治体構
想」（連邦レベルではスリムな国家志向に別れ
を告げ活動国家が目指され、地方では地域共
同体としての市民自治体のモデルを基本とし
ている。）へと発展している。

［参考文献］
「生涯学習と社会参加、おとなが学ぶことの意味」

佐藤一子　東京大学出版会　1998 年
「ドイツの生涯学習」

三輪健二　東海大学出版会 2002 年
「ドイツ自治体の行政改革」

武田公子　法律文化社　2003 年
「ドイツ地方自治体における行政改革と市民参加・協働」

論文　石川義憲、片岡　淳　2007 年
「日本の社会教育実践 2007」

社会教育推進全国協議会　2007 年
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■略歴■
　東京大学経済学部経済学科および経営学科卒業。カリフォルニア州立
大学ドミンゲスヒルズ校大学院行動科学科応用行動科学修士課程修了

（Ｍ .A.）。2001 年大阪産業大学人間環境学部都市環境学科助教授を経て、
2005 年から現職。環境問題は、経済社会の発展の過程でつながりが見え
なくなってきたことから生じてきたとの問題意識から、そのつながりを復
活し、地域の力にしていくために、経済学で「仕組み」を考え、行動科学
で「仕掛け」ながら、『お得で、楽しく、美しい』エコ・コンシャスな社
会の実現を目指し活躍している。

講演日：平成 19 年６月 29 日（金）
　　　　　　

ドイツに見る持続可能なまちづくり
〜行動化を支える「システム」と「マインド」〜

大阪産業大学大学院人間環境学研究科准教授
　　　　　　　　　　　　　花　田　眞理子　さん

はじめに
　近年、温暖化をはじめとする地球規模の環境問題

が、異常気象の多発などの形で顕在化してきていま

す。これまでは経済発展が最優先だった社会の意識

も、従来の大量生産 ･ 大量消費・大量廃棄型の経済

システムは持続困難ではないか、と気づき始めまし

た。一方で、少子高齢化や経済停滞、さらに地方分

権化といった社会背景や制度の変化を受けて、地方

自治体に求められる役割も徐々に変わってきました。

環境対策などの政策運営に関しても、主体的に実施

して、持続可能な地域社会を実現していくという重

要な役割が求められるようになってきたのです。

　そこで今日は、地球環境問題や、資源エネルギー

問題、廃棄物問題などを乗り越えていく持続可能な

まちづくりのあり方について、ドイツの事例を紹介

しながら、考えていきたいと思います。

　まず、今年に入って世界を駆け巡った IPCC の第

4 次評価報告の衝撃的な内容をふまえて、経済社会

の持続可能性の考え方を整理します。次に、まちづ

くりの基本単位である地域コミュニティの再生に不

可欠な 2 つの要素、「システムの整備」と「マインド

の醸成」に関して、行政に求められる ｢協働のコー

ディネータ｣ の役割について述べます。そして、環

境先進国として評価されているドイツでは、システ

ムを整備することによって市民の環境配慮行動をい

かに上手に動機づけているか、写真でご紹介いたし

ますので、しばしドイツの街角散策をお楽しみ下さ

い。これらは数年前の写真ですので、職員の皆様か

ら最新の情報をご報告いただくのを楽しみにしてお

ります。さらに、マインドの醸成の方法として、ド

イツとイギリスの環境教育プログラムの例もご紹介

致します。そして最後に、人をつくり、地域を育て

る「持続可能なまちづくり」に必要な視点を総括し

たいと思います。

（１）持続可能性をめぐる動き
①人間の経済活動と環境問題

　2007 年 2 月に発表された IPCC（気候変動に関
する政府間パネル）第１作業部会の第 4 次評価報
告「気候変動の科学的知見」では、地球温暖化が
さらに進行していることや、その原因が人類の経
済活動の影響である可能性が極めて高いことが明
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確に示され、世界中が大きな衝撃を受けた。
　たしかに、海水温の上昇が原因と考えられるサ
ンゴの白化現象が世界中の海域に広がり、氷河は
溶解して海に流れ込んで海水面の上昇を惹き起こ
している。また世界各地で異常気象が頻発してい
るために、自然災害を原因とする保険金支払いが
急増し、世界の老舗保険会社が倒産に追い込まれ
るという事態も生じている。
　こうした温暖化の影響を分かりやすく説明した
アメリカのゴア元副大統領の著書「不都合な真実」
はベストセラーとなり、映画はアカデミー賞を受
賞、そして IPCC とゴア氏は秋にはノーベル平和
賞を受賞することになった。

②持続可能性（sustainability）の視点
　地球の平均気温は約 15 度であるが、これは温
室効果ガスの濃度と太陽からの距離という絶妙か
つ繊細なバランスの上に奇跡的に成り立ってい
る。エネルギー消費や生産消費活動、さらに廃棄
物処理などの人間の経済活動によって温室効果ガ
スの濃度が上昇し、その結果、地表の温度が上昇
する現象が地球温暖化である。その影響は異常気
象の多発や海面上昇にとどまらず、生態系の変化
や生物多様性の減少、食糧難の発生、疫病の多発
等々、様々な方面で重大な事態をもたらし、今後
更なる深刻化が懸念されている。「不都合でもこ
れが真実」という事実を眼前に突きつけられて、
持続可能性が広く議論されるようになった。　　
　「持続可能性」とは、人間の活動、特に機械な
ど文明の利器を用いた活動が、将来にわたって持
続できるかどうかを表す概念であるが、1987 年
に発表された「国連環境と開発に関する世界委員
会（ブルントラント委員会）」の最終報告書“Our 
Common Future”において、「持続可能な開発

（Sustainable　Development）」とは「将来の世
代のニーズを満たす能力を損なうことなく、今日
の世代のニーズを満たすような開発」を意味する
と説明され、国際的に認識されるようになった。
　その後、「持続可能な開発」は 1992 年の地球サ

ミットの中心的なテーマとなり、さらに 2002 年
にヨハネスブルクで開かれた地球環境問題に関す
る国際会議は「持続可能な開発に関する世界首脳
会議」と銘打たれた。つまり、現在と将来の世代
間のバランスを考えなければ、人類社会は持続で
きないことが世界共通の認識となってきたのであ
る。
　持続可能性を担保するために必要な条件として
有名な「ハーマン・デイリーの法則」では、以下
の 3 条件を充たすことが必要だとされている。
　　（ⅰ）再生可能な資源の消費ペースはその再

生ペースを上回ってはならない。
　　（ⅱ）再生不可能な資源の消費ペースはそれ

に代わりうる持続可能な再生可能資源が
開発されるペースを上回ってはならな
い。

　　（ⅲ）汚染の排出量は環境の吸収能力を上回
ってはならない。

　いずれももっともな内容ではあるものの、科学
技術の進歩だけで達成できる条件ではない。

③持続可能な社会の条件
　つまり、持続可能性な経済社会を実現する為に
は、自然システムから経済システムへの資源エ
ネルギーの投入（INPUT）および廃棄物の排出

（OUTPUT）の最少化と、生産流通消費という経
済活動（PROCESS）の環境負荷の最小化をめざ
す必要がある（図１）。

経済活動によるＩｎｐｕｔ／Ｏｕｔｐｕｔの
最小化が必要！

人間の社会経済活動

資
源
エ
ネ
ル
ギ

｜

廃棄物

input

output

自然システム

経済システム

社会システム

経済成長の背景には、企業の利益至上主義と、
便利さや物質的な豊かさを求めるライフスタイルがある⇒持続可能性の危機！

process

図１　経済システムから生じる環境負荷
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　従来の、大量生産・大量消費型経済発展の背景
には、事業者の利益至上主義と、市民の便利さや
物質的豊かさを追求し続けるライフスタイルがあ
った。しかし自然システムの再生・自浄能力を超
えた環境負荷を与え続けるような経済発展のあり
方を続けていけば、人類社会自体が存続できなく
なってしまう状況が明らかになってきたのである。
　そこで、今求められているのが、ライフスタイ
ルの変容を促すような、「社会システム」と「経
済主体の意識」の両方のパラダイム変換である。
そのためには、まず地域のあり方を見直していく
必要がある。地域におけるまちづくりと人づくり
を通して地球環境への負荷を削減し、持続可能な
発展を実現していく・・・これはまさに、“Think 
Globally、Act　Locally”の取り組みと言えよう。

（２）　地域力をめぐる動き
①コミュニティ・パワーの低下

　戦後日本の経済発展の陰で、コミュニティは従
来の「生産の場」「暮らしの場」「次世代を育む場」

としての機能を次第に失ってきた。人々がコミュ
ニティで過ごす時間は減り、生活の様々な場面で
助け合う必要性が薄れてきたために、コミュニテ
ィの構成メンバー間のつながりは希薄になってき
た。その結果、コミュニティが成員を守る力や育
む力は弱くなり、子どもやお年寄りといった弱者
が、自分のコミュニティ周辺で巻き込まれる事件
が増加してきている。
　このようにパワーが低下してきたコミュニティ
を再生するためには、様々な主体が協働を通じて、
つながりを再認識できるような形でまちづくりの
取り組みを進めることが必要である。

②まちづくりに活かす環境教育の取り組み

　一方、実効性のある環境教育の特徴は、取り上
げる題材やテーマが地域性をもつことであると言
われる。自分の地域社会の課題を抽出し、地域資
源を活用した解決の過程は、「環境教育の地産地
消」とも呼ぶべきものであり、コミュニティ・パ
ワーの向上につながると考えられる（図２）。

地域を学ぶ機会を持つ
　　　　　　　　　　　☝　　　　　　　　☟

地域を守り育てる意識　　　　地域に関心を持つ
　　　　　　　　　　☝　　　　　　　　　　☟

コミュニティの一員としての自覚　　　地域での新しい気づき
　　　　　　　　　　☝　　　　　　　　　　☟
地域資源の活用と地域づくり　　　　コミュニティの日常生活における
　への参画（プラスの発見）　　　　　　　ライフスタイルの見直し
　　　　　　　　　　　　☝　　　　　　　☟

抽出した地域課題の
解決をめざす取り組み
（マイナスの発見）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

持続可能な地域社会の実現＋地域環境力の向上

図２　地域におけるコミュニティ・パワー向上のプロセス
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　また、環境教育をたんなる知識の習得に終わら
せないためには、課題解決を実践する機会を学習
者がもつことが重要であるといわれる。現在、私
は大学のフィールドワークの授業で、小学生と保
育園児に対して環境問題を大学生が易しく教え
る、という環境教育実践を続けている。この環境
教育の取り組みを通じて、教え教えられる学生や
子供達だけでなく、学校関係者、行政職員、子供
達の保護者など、様々な立場の人たちに、新しい
気づきやコミュニティの一員としての自覚が生ま
れ、その結果としてコミュニティのメンバー間に
つながりが見えてくる、等の効果が確認された。

　このように、実践を通じた協働の機会は、異な
る主体間の連携を進めるきっかけを提供する。こ
うした地域課題解決の取り組みをさらに継続させ
るためには、循環の仕組みをつくると同時に、意
識が高く実践力のある市民を育てていくことが必
要である。持続可能なまちづくりを進めるために
必要なのは、醸成された「マインド」を活かす「シ
ステムの整備」なのである。
　環境配慮が報われるようなシステムの整備は、

環境マインドの向上と、環境配慮行動の推進に、
大きく影響するものと考えられる。例えば環境税
の形で「外部費用の内部化」が実施されると、環
境負荷の大きな商品の価格は上昇し、生産量は減
少する（図３）。しかし、産業界が反対するように、
環境税は経済の弱体化につながるであろうか。答
えは「NO ！」である（図３）。

　たしかに環境負荷の大きな商品の市場は縮小す
ると考えられるが、負荷の小さな商品を求める消
費構造の変化は、負荷の小さな商品の開発を促し、
産業構造の変化をもたらす。負荷の小さな商品の
新しい市場と雇用が創出され、社会的な環境負荷
の総量は削減されるので、自然の環境価値や健康
条件は向上する。つまり、システムの整備は、人々
の行動を促し、社会のパラダイム変換につながる
と考えられるのである。
　昨今の地方分権化の流れのなかで、いくつかの
地方自治体では、森林保全税のような地方税を創
設するなど、主体的に税制運営に関わるようにな
っている。今後、温室効果がスの排出量取引など
が導入されると、地方行政においても、環境の観
点からの政策運営を求められる場面が増えること
が考えられる。

③行政に求められる「協働のコーディネータ」役

　多くの地方自治体では、財政難から、選択と集
中に代表される予算の重点配分を進める必要が出
てきた。そのためには、従来のような上意下達の
ばら撒き型施策ではなく、むしろ市民の生活現場

菜の花プロジェクトで温暖化の説明

ドラえもん先生とのび太の水質実験

図３　「環境配慮」が報われるシステムの整備

• 例:環境税（外部コストの内部化)

はたして産業界の弱体化に

つながるのか？

↓

ＮＯ！
消費構造の変化
産業構造の変化
市場と雇用の創出
外部コストの削減
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からの要請に応える形のボトムアップ型政策運営
への移行が必要であろう。さらに、2007 年問題
と呼ばれるように、定年退職を迎えてコミュニテ
ィに戻ってくる団塊の世代のマンパワーの活用
も、これからの地域社会の課題である。意識の高
い市民を巻き込んで、地方の特徴を活かした取り
組みを進めていくことも求められていくと考えら
れる。
　こうした社会的政治的変化を受けて、これから
のまちづくりにおいて行政に求められるのは、異
なる立場の様々な主体間の連携を進めて、協働を
成果に結びつけるコーディネータ役であると言え
よう。大切なことは、参画を促す仕組みづくりで
あり、参画を通じた人づくりである。
　意識の高い市民を育てるポイントは、協働（パ
ートナーシップ）と参画（コミットメント）と情
報（コミュニケーション）である。これからの
まちづくりは、地域資源の価値を再確認するな
ど、地域特性を最大限に重視した環境軸をもって
進めていく必要があろう。異なる立場の主体であ
っても、社会の持続可能性を考えれば、経済性ば
かりでなく、社会性や環境性を考え合わせる「ト
リプルボトムライン」で評価し、意思決定を行う
という共通認識をもたざるを得なくなる。さら
に、最近の「LOHAS（Lifestyles of Health and 
Sustainability）」層の出現は、環境配慮がブラン
ド価値をもつという認識の広がりに一役買ってい
る。
　また、従来はその負担構造が明確でなかった環
境負荷という外部コストについて、日本ではいま
だに環境価値の減価を価格づけして内部化するよ
うな社会システムの変換には至っていない。その
結果、日本人の環境配慮行動は、省エネ・節水、
ごみの削減、美化清掃活動といったような、結果
が目に見えたりコスト削減につながったりするよ
うな行動に集中していると言われる。それに対し
てドイツでは、廃棄物処理に関して「拡大生産者
責任」を徹底させた DSD の制度や、自然エネル
ギーの高価格での買い取り制度を採用するなど、

環境費用の排出者負担を制度化したり、環境配慮
が有利になるようなシステムをまずつくる、とい
う方法をとっている。また、歴史的にも地方公共
体の自治自立意識が強く、他に先駆けて環境施策
を進めようという姿勢を持つと思われる。
　そこで次に、環境先進国として認識されている
ドイツにおける「行動しやすいシステム整備」と

「環境意識醸成に取り組む自治体と NPO」につい
て、地方都市ヴュルツブルクを例に、見ていきた
い。

（３）ドイツ発・持続可能なエコライフ
　～お楽しみ、南ドイツの街角散策へどうぞ！　

①歴史的な建造物をできるだけ往時のままの姿で遺

し、市民に開放

※昔の姿を今に伝える名建築は、地域資源として社

会に還元〜世界遺産レジデンツ

　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　

早朝から庭園は入園自由

草木の解説板やヒーリング音楽などの提供も
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※伝統の威容と最新のエコ技術の癒合〜ベルリン
の国会議事堂の再生

　　　

②森に親しむ文化～自然は「人間によって管理され

るべきもの」

※リングパークで市民フェスタ

　　　　

　

③景観美化

　　　　　　　　　　

④再生可能エネルギー促進政策

　　　　　　　
ドーム内はエコ技術の集大成で環境負担は小さい

ポスターを貼る場所限定の美化活動

電線は地中埋設なので看板が映える

田園のいたる所に風力発電機

市民プールも地熱とソーラー発電

徹底的に「昔」の姿にこだわった外観

夜は大人のビアガーデン

環境 NGO による子供向エコクイズ
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⑤お得で楽しい交通システム

※公共交通がお得になる割引切符

※公共交通と歩行者優先の ZONE（トランジット・
モール）

　　　　

※自転車やカーシェアリングで自動車使用を抑制

⑥責任と負担が明確な廃棄物処理システム

＊ DSD：デュアル・システム（再生費用を製品
費用に転嫁＝拡大生産者責任）

・自治体回収と DSD 社による「包装廃棄物」回
収という二重のシステム。

・包装容器を使用する製品メーカーは DSD 社と
契約し、商標を取得。規定のライセンス料（重
量と素材による）を払う。これが DSD 社の運
営費にあてられる。

・各家庭に黄色い袋（ゲルベザック）を配布。街
角の黄色い回収ボックスも包装容器用。

・ 2003 年の回収再利用コストは 16.58 億ユーロ。
（1998 年比 5.4 億ユーロの削減）

・再生利用による「天然資源保護」と「環境負荷
削減」をめざす。

・ 2003 年は 641 億メガジュールの一次エネルギ
ーを節約（毎日パンを２個焼くエネルギー３年
分相当）し、132 万トンの温室効果ガスの削減

（250 億キロ鉄道走行相当）に成功した。

「ZONE] の看板

旧市街一番の目抜き通りはもちろんＺＯＮＥ

旧市街一番の目抜き通りは車進入禁止

電車にも自転車持込 OK

乳母車も自転車で引いて楽々と移動

このまま列車にも乗れるのですから、お母さんも赤ちゃんも楽ですね
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※取り組みやすさの工夫
　　　　　　　　　

※デポジット制
　　　　　

⑦環境教育の拠点

※エコ ･ ステーション（自治体の情報発信基地）

　　　　　

※オコハウス（環境 NGO の事務所）
　

　　　　　　
　

ゲルベザックのゴミ箱バージョン

ごみ箱型ゲルベザック

フランクフルトのガラス瓶回収箱

街角のビン回収箱（茶・緑・その他の３種類１セット）

市民フェスタのお皿（デジポット代５マルク）

スーパーの入り口にあるこの機械は何でしょう?

飲料容器回収デジポット自動払戻機

幼児用のごみ分別学習教材

外観（中庭には畑もある）

ネイチャー・トレイルで生態系を勉強

自然エネルギーや雨水利用の実践モデルハウス
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（４）環境教育プログラムの紹介
①ドイツの環境教育事例紹介（１）

　　

②ドイツの環境教育事例紹介（２）

③イギリスのシチズンシップ教育

　　　　

おわりに　
　～「持続可能なまちづくり」をめざして
①『マインド』を活かす『システム』づくりの重要性

　ドイツでは、協働や参画を促すシステムを整備

しているからこそ、環境配慮行動に積極的である

との評価が高いと思われます。

　行動しやすい方法を工夫し、方策を提供するこ

とで、環境配慮行動が社会的に広まっていきます。

その結果、社会全体の環境負荷も削減することが

できるのです。

②『あるべき姿』に向けた政策運営～バック・キャ

スティングの手法

　現状で「やれること」を考える（フォア・キャ

スティング）よりも、まず「将来のあるべき姿」

を目標として定め、その達成のために「やらなけ

ればいけないこと」を実施していく、という手法

が「バック・キャスティング」です。これが日独

の政策運営のスタンスの大きな相違点だと思いま

す。

　ドイツでは、再資源化率が目標を下回った場合

のデポジット制導入をあらかじめ決めておき、実

際に導入にふみきるなど、目標達成のために有効

な政策手段を躊躇せず実行しています。

③社会の環境意識の向上にむけて

　1970 年代に始まった環境教育の成果が、世代

を重ねてきた今、やっと成果となってあらわれて

きたという話を現地でよく耳にしました。

　市民の環境意識には、様々なレベルが考えられ

ます。

ⅰ）人間と環境（自分とまわり）との関わりに

ついて、知識をもち、理解している

ⅱ）生活の中で、主体的積極的に、環境に配慮

した行動をとる　

ⅲ）地域環境の課題と価値を認め、課題解決と

　価値の向上を通じたまちづくりをする

　地域コミュニティの再生と、持続可能な社会を

実現するために、上記ⅰ）からⅲ）へとステップア

ドイツの環境教育事例紹介（１）

BLK－Programm“21”の取り組み
目標
・「持続可能性のための教育｣の概念の定着
・「創造力｣＝「未来社会における限界と可能性を見
極める力」の育成

基本方針
・「学際的な知」 物事を総合的な視点で考える
・「参加的な学習｣ 学校と地域社会が一体化した学習方法
・「革新的な構造｣ 学校の特色を活かした活動の展開

学校教育を通じた社会全体の改革をめざす

ドイツの環境教育事例紹介（２）
フィフティ･フィフティ(50/50)の取り組み

・学校などで省エネの環境教育を行いながら、省エネ活動
よって経費を節減し、それによって余ったお金の一部は
学校に還元し、一部は自治体に戻すというしくみ。

・ドイツの学校で気候保全プロジェクトとして導入された。
現在、約２００の自治体で導入されている。

・継続性を維持していくことが課題。
・魅力的な教育プログラムを取り入れること、他のインセ
ンティブによってモチベーションを維持することなどが
キーポイント。

・日本でもこの１〜２年で急速に広まり、２０以上の自治
体の公立学校でスタートしている。

参考：イギリスのシチズンシップ教育

目的
・参加型民主主義の本質や実行についての知識や技能や
価値を確実なものにし、かつ増大させる
・子供たちが活動的な市民に成長するのに必要な、権利
と義務、責任への感覚への気づきを向上させる

個人や学校、社会に対するローカルかつより広い共同体レ
ベルでの参加の価値を確立させる

知識と技能と理解がセットに

Ｃｉｔｉｚｅｎｓｈｉｐ教育の学習プログラム

• 賢明な市民になることについての知識と理解

（ｉｎｆｏｒｍｅｄ ｃｉｔｉｚｅｎ）

• 探求とコミュニケーションの技能の発展

（ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）

• 参加と責任ある行動の技能の発展

（ｐａｒｔｉｃｉｐａｔｉｏｎ）

学習プログラムのねらい
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ップしながら、まちづくりに参画できる市民を育

てていきましょう。高い環境意識をもった人づく

りが、まちづくりにつながっていきます。

　地域が環境意識の高い人をつくり、人が環境負

荷の低い持続可能な地域社会を育てていくのです。

　ドイツにおける様々な主体の取り組みを、ぜひ

現地研修で確かめてきてください。そして、ドイ

ツの事例をご参考になさって、まずは皆さんの足

元から、協働と参画で「環境行動しやすいまちづ

くり」を！持続可能な地域社会づくりを！

　Think Globally, Act Locally!!
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■略歴■
1975 年大阪府堺市出身。 
環境省にて地球温暖化対策を担当の後、2002 年末よりドイツ滞在中。 
ドイツでは、環境、エネルギー、交通等の分野における通訳、翻訳、執筆
業を行っている。また、自治体の地球温暖化対策を促進する NGO「気候
同盟」の職員として、日独プロジェクト等を担当している。 
ホームページ　ドイツ環境ジャーナル http://blog.goo.ne.jp/madokuccia/

講演日：平成 19 年９月 29 日（土）
　　　　　　

ミュンスターへようこそ

　　　　　　　　　　　　　近　江　まどか　さん

環境首都ミュンスターの概略
　ミュンスターは人口 28 万人、面積 302 平方キ
ロメートルで、そのうち住居・商業用地は約４分
の１、その他の土地は、農牧地や自然保護地帯と
なっている大変緑豊かな町です。雇用者は 15 万
1000 人で、そのうち６万人が他都市から通勤し
ています。ミュンスターの主な産業は銀行業や保
険業、学術研究などになります。大学は８校あり、
約５万人の学生が学んでいます。また、８つの劇
場と 30 の美術館があります。更に、600 のホテル、
800 のレストランがあり、年間 500 万人の観光客
が訪れるドイツ北西部有数の観光地です。
　ミュンスターはこれまで、環境に関する数多
くの賞を受賞してきました。まず 1996 年に廃棄
物取り扱いに関する自治体コンテストで１位に、
1997 年と 2006 年には、環境首都に選出されてい
ます。特に、地球温暖化対策が評価されての受賞
でした。また、2001 年には、郊外から市街地に
到達しやすい自治体コンテストで１位となり、公
共交通機関や自転車、自動車を含めた移動手段の
ためのインフラの充実性が評価されました。また、
これまでに何度も自転車の首都に選出されていま
す。さらに、子供にやさしい街コンテストでも優
勝、国連環境計画が実施した暮らしやすい街コン

テストでも金賞を受賞しています。

ミュンスターの地球温暖化防止対策
ミュンスターでは、既に 1992 年に、５名の学

者によって構成される気候・エネルギー諮問委員
会が設置されました。そのときに設置された目標
は、2005 年までに 90 年比で 25％の CO2 削減を
達成することです。また、地球温暖化防止対策は
環境だけでなく、都市開発や交通など幅広い分野
に広がっていますが、こういった各分野を横断
する地球温暖化防止対策を取りまとめるために、
1997 年に気候・エネルギー調整機関が役所の中
に設置され、現在２名の職員がこの機関で働いて
います。また、５年ごとに排出量のインベントリ
ーを作成しています。ミュンスターでは、この
1992 年に気候・エネルギー諮問委員会によって
まとめられた提言書をもとに、これまで約 50 の
対策を実施してきましたが、その中でも代表的な
対策は古い建築物の改修に対する助成金のプログ
ラムです。市民が改修に際して助成金を申請する
と、その改修によって達成される省エネルギー率
に応じて助成金額が決められるものであり、1997
年から 2006 年の間に 1150 件の住宅用建築物が改
修され、8200t の CO2 が削減されました。また、
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温暖化対策だけでなく、経済・雇用効果も大き
く、市役所が出した助成金総額 510 万ユーロに対
して、4000 万ユーロの投資が行われ、建築やエ
ネルギーの分野で、560 人分の雇用確保にも貢献
しました。ミュンスターには、48,000 軒の住宅用
建築物があり、そのうち 70％が 1980 年以前に建
設されたものです。これらの古い建築物の改修に
より、年間 143,000t の CO2 が削減され、更に改
修により、約 10 億ユーロの投資が生まれると計
算されており、ミュンスター市では引き続き、こ
の改修プログラムの促進を行っています。その他、
コジェネレーション設備における効率の改善や燃
料の交換等の様々な対策の結果、最近発表された
最新のインベントリーでは、1990 年と比較して
21％の CO2 削減を達成していることが明らかに
なっています。
　

公共交通機関の整備について
　次に、お手元にお配りしている、ミュンスター
市の公共交通機関であるバスの路線図をご覧くだ
さい。資料 15は、日中のバスの路線図です。市

バスはミュンスター市の子会社であるミュンスタ
ー都市開発公社が運営しています。この会社は公
共交通機関だけでなく、水道・ガス・熱・電気の
供給も担当しています。バスの路線数は、市内を
循環している路線が 21 本、ミュンスター市と近
隣の町を結ぶ特急バスが 27 本あります。地図上
の灰色の部分は住宅地であり、バスの路線は全て
の住宅地に通っており、人々の徒歩圏内にバス停
が設置されている状態です。時間帯にもよります
が、日中は５〜 20 分に１本のバスがあります。

　資料 16は、夜の 21 時以降のバスの路線図で、

日曜日から木曜日は夜中２時まで、週末にあたる
金曜日から土曜日は朝８時まで運行があります。
この時間帯は、30 分から１時間に１本の割合で
バスが走っています。利用料金は通常の運賃プラ
ス 50 セントです。また、夜間ですので、停留所
間が 200 メートル以上離れている場合は、乗客が
希望する場所で臨時停車するというサービスも行
っています。ドイツでは老若男女を問わずディス
コへ出掛けたり、酒場で友人たちと会ったり、ホ
ームパーティーなどを開催することが夜の娯楽と
なっています。ディスコでは夜中の 12 時ごろか
ら盛り上がります。このような背景から、夜間の
移動手段の確保はとても重要であり、乗車率も非
常に高くなっています。
　バスの利用を促進する重要な役割にバス停があ

ります。ミュンスターの多くのバス停には、屋根
が設置されています。よって、雨の日でも雪の日
でも乗客は心地よくバスを待つことができます。
また、自転車を止めるための駐輪スペースもあり
ます。バス停まで自転車でやって来て、そこから
バスに乗って移動することを促進するものです
（資料 17）。

ミュンスター市バス路線図（日中）

ミュンスター市バス路線図（夜間）

屋根付き、駐輪スペース付きの停留所
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　乗車料金は、５駅まで利用できる短距離券が
1.25 ユーロです。乗り換えができる１方向券は２
ユーロです。１日乗り放題の団体券は 11 ユーロ
で、この券では５名まで同時に利用できます。ま
た、９時以降の１日乗り放題という料金も設定さ
れています。これは、平日の９時以降は母親と子
供が一緒に町へ出掛けることが多いというマーケ
ティングの結果から設定されたチケットで、団
体券は大人１人と子供３人まで利用ができて 7.20
ユーロであり、個人の場合は 3.50 ユーロです。
また、1.10 ユーロで自転車もバスの中に持ち込む
ことができるようになっています。
　また、ミュンスター市内が乗り放題の１カ月定
期は 39.30 ユーロ（5000 〜 6000 円程度）で、こ
の定期は平日 19 時以降と土日は５人まで（うち
大人は２名以内）の同乗が可能となっています。
会社の中で 30 名以上が参加して共同で購入する
という会社定期券もあり、34.40 ユーロとなって
います。また、学校に通う子供たちは共同購入で
34.30 ユーロとなります。
　利用者アンケートの結果、多くの利用者がこの
ようにフレキシブルでクリエイティブな乗車券を
評価しています。その結果、市バスの総乗車数は
近年、増加しており、今年はさらに昨年より５％
増えて、延べ 3310 万人が利用しました。先ほど
の９時以降 1 日乗り放題の乗車券は 2006 年の１
年間で 150 万枚販売されています。また、定期券
の購入者数は３年前よりも 40％以上増加しまし
た。

自転車の首都ミュンスター
　ミュンスターは随分昔から自転車の町として知
られてきました。自転車はミュンスターの代名詞
となっており、年齢や職業に関係なく、交通手段
として利用されています。自転車に関する統計を
見ると、平均利用時間は１人１日 15 分で、ミュ
ンスター市内にある自転車の台数は、人口 28 万
に対して 50 万台となっています。市民の中で自
転車を所有していない人はたった７％で、２台以

上所有している人が 45％です。また、市内には
254km の自転車専用道が設置され、自転車専用
の標識が 172 個設置されています。そして、外出
時の自転車利用率は 35.2％と、ドイツで最も高い
数字になっています。
　このような状況は、ミュンスターの歴史やまち
づくりに、大きく影響を受けています。ミュンス
ターの市街地を上空から見ると、赤い三角屋根の
町が並ぶ、中世の時代を再現したような大変美し
い街並みとなっています。この街並みは中世の時
代のものがそのまま残されているのではなく、戦
後、ほぼ完全に再現されたものです。ミュンスタ
ーにはナチスの州本部が置かれていたこともあ
り、第二次世界大戦時に徹底的に破壊されました。
戦後の復興の際、ほかのドイツの都市がアメリカ
の都市ように自動車のための幅広い道路やスチー
ルやガラスでできたモダンな建築物を中心に据え
たまちづくりを行ったのに対して、ミュンスター
の人々は戦前の状況の通り、土やレンガでできた
建築物と細い小さな道がたくさん張り巡らされた
伝統的な中世の街並みを再現することを選びまし
た。ミュンスターでも第二次世界大戦後は車の量
が増えていきましたが、細い曲がりくねった道が
多いため、大渋滞が頻繁に起こりました。
　ここで、ミュンスター市の自転車利用推進計
画の流れについてご説明します。実は、戦前の
1930 年頃のドイツでは中小都市における交通手
段の約 40 〜 50％が自転車であるというデータが
あります。これはミュンスターに特化した統計で
はないのですが、ミュンスターでも、戦前の主要
な交通手段は自転車だったようです。

1946 年に戦後のまちづくりを検討するために
市が立ち上げた都市開発・交通開発委員会の提言
書には、自転車利用者のために道路に別途レーン
を設置するべきであると記されています。当時も、
自転車は人々の最も重要な交通手段でした。しか
し、自転車の走行は無秩序であり、自動車交通を
妨げる最大の要因ともなっていました。ですから、
この提言書の中では自動車交通をスムーズにする
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ことを目的にこのような文章が盛り込まれたので
す。
　1960 年代には、自動車の利用が増加しており、
総合交通計画において「1990 年代半ばには町が
自動車であふれるであろう」と指摘され、自動車
の代替交通としてバスや鉄道を推進することが決
められました。自転車の利用推進政策が具体的に
示されたのは 1974 年で、総合交通計画において、
当時再び利用が増えてきた自転車が安全に走行で
きるよう、以降、さまざまな施策が行なわれまし
た。その結果、1972 年から 1984 年にかけて、市
の中心地における自転車走行数は４倍に増加して
います。
　ミュンスターは、戦後極めて早い時期から自転
車交通促進のための計画を立てて実行してきまし
た。その結果、個々の対策の実現だけではなく、
合理的で調和の取れた総合的なコンセプトが出来
上がっています。例えば郊外と市街地を自転車道
路網で接続、住宅地では自動車には時速 30km 以
内の走行が義務づけられ一方通行も多いのです
が、このような場所を自転車のために開放する、
さらに信号を自転車走行車に配慮した形式にして
おり、例えば自転車用と自動車用の信号には時差
が設けられ、信号が変わると自転車が先に出発で
きるようにしています。そして、十分な駐輪スペ
ースを確保するために、例えば新規の住宅地や工
業団地には必ず自転車の駐輪スペースを設けるこ
とを条例で義務づけています。また、自転車と他
の交通手段とのコンビネーションを促進するため
に、バスや鉄道・車とのコンビネーションである
パーク＆ライドを推進しています。ミュンスター
では自動車交通が混み合う道路にバス専用レーン
が設けられていますが、そこを自転車走行用に開
放しています。また、クオリティの高い自転車用
道路標識を設置し、自転車専用地図の発行も行っ
ています。
　これらの対策は、もちろんすべて同時期に実行
されたものではありません。資料 26にそれぞれ
の対策の開始時期や中断時期を示しました。濃い

オレンジ色の部分は重点的に取り組まれていた時
期、薄いオレンジ色は重点的ではないものの継続
的に取り組まれてきた時期であり、ほかの町でこ
のような自転車推進政策が開始されたのは随分後
になってからです。
　資料 27では、ミュンスターの人々の交通手段

の変化を表しています。自動車の利用が 20 年前
から変わっていません。それでも 40％の人々が
自動車を交通手段として使っている自動車大国ド
イツの典型的な町となっています。また、目立つ
変化は、徒歩での移動が 20 年前と比べて随分減
っていることです。自転車に関しては、20 年前
の 29.2％から、2001 年には 35％に増え、順調に
伸びていることが示されています。また、公共交
通機関の利用も若干伸びています。
　ミュンスター市の交通局では、2 名の自転車専
門の職員が、自転車政策を担当しています。自転
車交通予算としては、毎年インフラ整備に約 68
万ユーロ、広報活動に約 12,000 ユーロを投じて
おり、これは市民１人当たりにすると約 2.5 ユー
ロの負担となります。

ミュンスター市の自転車促進対策の歴史

ミュンスターの人々の交通手段の変化



143

自転車交通推進のためのインフラストラクチャー
　ミュンスターにおける自転車のためのインフラ
ストラクチャーをご紹介します。
　ミュンスターの自転車道には様々なタイプのも
のがあります。ミュンスターの街並みは中世の時
代の街並みのように、細い道が張り巡らされてい
て、大阪と非常に似ています。このような、あま
り幅の広くない道路では、白線を引いて一つの道
路を車と自転車で共有しており、自転車は自動車
と一緒に走行しています（資料 34）。このような

道路は簡単に造ることができ、歩行者の安全も確
保することができるため、ミュンスターの中に数
多く存在しています。
　また、歩行者のためのスペースが十分に確保さ
れている場合、自転車道と車道、そして歩行者の
ための空間がはっきりと区別されています（資料
35）。この場合、自転車道には赤レンガや赤い色

で区別され、車道より少し高い位置にあります。
　もちろん自転車専用道路もあります。ただ、専
用道路といっても、徐行運転であれば車も走行可
能なところもあります。また、ミュンスターの主
なバス停付近や込み合う道路にはバス専用の道が
設けられていますが、そのバス専用道を示す表示

の下には自転車のマークがありまして、自転車
の走行も可能であることを示しています（資料
37）。

　ミュンスターの市街地には、多くの店が並び、
いつも多くの人々で込み合っています。歩行者天
国に指定されている道では、車はもちろん、自転
車に乗っている人も降りて歩かなければなりませ
ん。ただ、お店が閉まっている夜８時から朝９時
までは自転車は走行可能となっています。このよ
うに人々が買い物をしている時間帯に自動車だけ
でなく自転車も排除することにより、人々が安心
して買い物ができる環境を生み出しています。
　ミュンスターの市役所前も多くの人々が集まる
ため、歩行者天国として車の走行が禁止されてい
ます。ただし、こちらの場合は自転車の走行は自
由です。また、市街地の中心部は歩行者と自転車、
公共交通機関であるバス、乗客を乗せたタクシー
専用の通りとなっており、一般車の走行は禁止さ
れています。
　ミュンスターには市街地を約 4.5km にわたっ
て取り囲んでいるグリーンのベルトがあります。
これは 1700 年代まで城壁があった場所で、他地
域からの侵略の心配がなくなって取り壊された後
は、人々のための並木道になりました。それ以降、
一貫して歩行者や自転車のための道として利用さ
れており、自転車の「アウトバーン」と言われて
います。この並木道は、市街地へ行くにも郊外に
出るにも大変便利です（資料 41）。
　自転車のための交通標識としては、住宅地の中
に「ニセモノの一方通行」と言われるものがあり
ます。これは車の進入は禁止しますが自転車は大

車道に自転車用のライン→簡単に実現できる

赤レンガの自転車道

バスと自転車の共有道路
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丈夫ということを示す標識で、住宅地の中で車の
通行量を減らすために取られている措置です。ま
た、ニセモノの右折標識もありまして、ここでは
自動車は右折のみですが、自転車は右折、左折と
もに可能です。さらに、ニセモノの行き止まり標
識もあります。一見、行き止まりのようですが、
自転車は行き止まりではありません（資料 47）。

また、近隣の町や名所などへの自転車によるルー
トを示す道標も設置されています（資料 48）。

　交差点でも自転車に対する配慮がなされてお
り、自転車道を示す赤いレーンを引き、自転車が
スムーズに道を渡れるようにしています。また、
自転車用の信号が最初に青になり、その後で車用
が青になるという自転車優先の信号も設置されて
いますし、停止線も車より前にあり、信号が変わ

れば自転車が先に出発できるように配慮されてい
ます（資料 52）。

　市街地には屋根付きの駐輪スペースが数多く設
置されています。ここは無料で、駐輪時間は１日
以内と決められています。繁華街のお店の前にも
駐輪スペースが設けられ、住宅地や仕事場、学校
にも駐輪場が設置されています。先ほどご紹介し
たように、バス停にも駐輪スペースがあります。
　ミュンスター北部の工業地帯では、鉄道・バス
と自転車のコンビネーションによるパーク＆ライ
ドのシステムを推進しており、工業地帯で働く
人々は電車やバスで工業地帯までやって来て、広
い工業地帯の中にある自分の職場までは自転車
に乗って移動できるようになっています（資料
62）。

　1999 年まで、ミュンスター中央駅の前にはた
くさんの自転車が雑然と置かれていました。その
ため、観光客がミュンスターにたどり着いたら、
まず目にするものは山のように積み上げられた自
転車だということで、新聞にも「最初に皆さまに
ご覧になっていただきますのは、色とりどりの自
転車の山でございます」という皮肉な絵が掲載さ
れていました。1999 年に 3300 台が駐輪できるド

城壁跡並木道：自転車のアウトバーン

ニセモノの行き止まり標識：自転車は行き止まりではない。

自転車のための道しるべ

自転車が車よりも前に停止

鉄道の駅下車後すぐに駐輪場
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イツ最大の駅前駐輪場が誕生しました。駅前駐輪
場の料金は１日当たり 70 セントで、７日間では
４ユーロ、１カ月当たりで７ユーロ、１年間当た
りでは 70 ユーロです。決められた場所に自分専
用の駐輪スペースを設ける場合には、半年で 50
ユーロ、１年間で 90 ユーロという料金体系にな
っています。また、ここでは１日当たり７ユーロ

（16 時以降は６ユーロ）で自転車の貸し出しも行
っていて、ドイツ鉄道を利用して 100km 以上離
れたところから来た人や、11 人以上のグループ
は１日当たり６ユーロで借りられるようになって
います。
　自転車のための洗浄機や修理場も設置されてお
り、朝預けると夕方ミュンスターに戻ってくるこ
ろには修理されているというサービスもありま
す。また、自転車は２段式で収納されていて、駐
輪スペースが効率的に利用されています。

自転車交通安全対策
　これだけの自転車利用が盛んな町ですので、交
通安全でも、自転車が重要なテーマとなっていま
す。ミュンスター市では、パンフレットの配布、
特に危険な道路での注意を促す標識の設置、取締
りの強化と違反への厳罰などを実施しています。
（資料 73）

　市内の自転車事故の数は年間 222 件です。日々
37 万回の自転車交通と比較すると、この数値は
大変小さいと評価されています。最大の事故要因
は、ドイツでは自転車の右側通行が定められてお
りますが、間違った方向の自転車道を走行するこ
とによる自転車同士の衝突、酔っぱらいながら運

転をしている時の事故となっています。さらに、
左側が追い越しレーンと決まっているのですが、
それを誤解したことによる衝突事故も多いようで
す。
　ミュンスターでは、警官は、車や徒歩だけでは
なく、自転車にも乗り、パトロールをしています。
例えば走行方向の違反、手放し運転、携帯電話を
かけながらの運転、無灯運転に対しては、10 〜
100 ユーロ程度の罰金が容赦なく課されます。
　また、子供たちに対する自転車交通安全の指導
も積極的に行っています。これは市の自転車課と
警察課が協力して実施しているもので、暗闇の時
間が長い冬の時期に特に集中的に指導していま
す。それから、自転車走行の際の点灯を呼びかけ
るキャンペーンを、冬時間に切り替わる毎年 10
月末から 11 月初めの１週間にかけて実施してい
て、各学校へ出向いて広報活動や体験の場の提供
を行っています。（資料 77）

　ミュンスターにはドイツ自転車協会のミュンス
ター支部がありますが、そういった市民団体によ
る、市民の自転車装備の安全度のチェックの機会
もあります。

自転車交通促進のための広報活動と州内自治
体ネットワーク
　ミュンスター市の自転車交通促進のための広報
活動を御紹介します。ミュンスター市では、皆さ
んのお手元にお配りしたパンフレット以外にも、
多様なパンフレットを用意しています。また、市
内には自転車をテーマにした看板も設置されてい
ます。例えば、資料 82では、「自転車はモダンな

死角となりやすい場所には標識

交通安全：自転車電灯キャンペーン（学校）
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トレーニングだ」というコピーを入れて、フィッ
トネスセンターに行くよりも自転車に乗るとトレ
ーニングができるということをアピールしていま
す。自転車デーや野外のお祭りなどでは、ボラン
ティアや市の職員が中心となって子供たちへの自
転車の乗り方の指導や、自転車を身近にするため
のイベントなどを開催しています。
　ただし、このような多様な広報活動は、ミュン
スター市の限られた予算や人員だけで実施するこ
とは困難です。州内では、自転車交通促進のため
の自治体ネットワークが設立され、自転車交通を
積極的に推進していると承認された自治体 32 市
４郡が加盟しています。広報手法の共有だけでな
く、自治体間のグッドプラクティスの共有も行っ
ています。

自転車交通促進による環境や健康への効果と
経済的利益
　ハイデルベルクの環境予測研究所が 2003 年、
乗用車、鉄道、バス、自転車、徒歩、航空といっ
たそれぞれの交通手段における土地利用量、一次
エネルギー消費量、二酸化炭素排出量、窒素酸化
物排出量などを比較していますが、それを見ると、
自転車は土地利用量以外すべてゼロという数値が
出ています。つまり、自転車は排気ガスを出さず、
騒音もなく、土地の利用もわずかだということで、
町の生活クオリティの向上に貢献していることが
証明されています。
　ここで、1990 年にミュンスターで行われたあ
るアクションをご紹介します。資料 91の左側の
写真は、77 人が自動車を利用した場合、町の中

心である通りはどのような状況になるかというこ
とを示しています。77 人が自動車を利用すると、
ミュンスターでは１台に 1.2 人しか乗車しないと
いう統計がありますので、66 台が必要になりま
す。それに合わせて、66 台の自動車を並べた写
真です。中央の写真は、その 77 人がバスを利用
した場合はこれだけのスペースで済むということ
を示しています。右側は、77 人が自転車を利用
した場合に必要なスペースということで、このよ
うに公共交通機関と自転車は、自動車に比較して
随分、土地利用が少なくなることを市民がアピー
ルしているのです。この写真は現在でも、市の広
報活動に積極的に使用されており、例えば公共交
通機関であるバスの側面にもこの三つの写真が並
べて掲載されており、バス利用の土地利用や環境
への利点を強調しています。
　ミュンスター市では、「自転車の利用によって
健康的な身体と精神が形成される」として、自転
車に乗ることによって運動不足が解消され、脂肪
の燃焼にも効果的、さらに心臓循環器系を強化し
て、風や空気、太陽と触れることによって免疫力
を高めることができ、神経質な緊張感を沈めて幸
福感を高めると、市民に呼びかけています。また、
学校教育の場でも、子供が自転車に乗ることによ
り、自立した行動ができ、友達と一緒に登校がで
き、道路交通についても学べる、身体を動かすこ
とによって肥満の予防になり、環境保護にも貢献
できると自転車利用を呼びかけています。
　ミュンスター市内には、約 40 店の自転車屋さ
んがあります。これは、市民 7000 人に１店舗と
いう数字です。中には、学生が集まる学食前に陣

看板 土地利用の比較（1990 年）
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取り、自転車修理の出前を仕事にしている人もい
ます。また、2001 年以降は町の中で自転車便も
見られるようになりました。
　ミュンスターの中心は、公共交通機関であるバ
スとタクシーを除き、進入が禁止されています。
商店街があり、沢山の店が集まっている場所です
が、これらの商店は、当初、一般車の進入禁止に
反対していました。車でやって来るお客さんの方
がたくさんの、そして高額な買い物をし、自転車
でやって来るお客さんはあまり高額な買い物はし
ないのではないかと考えていたからです。しかし、
すぐにこれは誤解であることに気が付きます。ミ
ュンスターの人口 28 万人のうち 20 万人は市街地
から６km 以内に住んでいます。6km は自転車で
の到達距離圏内であり、買い物には、多くの人が
自転車やバスを利用しています。また、ミュンス
ターでは車１台当たりの乗員数はたった 1.2 人で
あるにも関わらず、駐車スペースは自転車の 10
倍必要となります。自転車での買い物客も、自動
車での買い物客と買い物の内容に変化がないこと
も理解され、現在では、多くの商店の人たちが店
先に自転車を駐輪するためのスペースを設けるよ
うになりました（資料 96）。

　2001 年のデータでは、ドイツ国内で 180 万人
の人々が自転車旅行を楽しんでいます。そして、
最も人気のある目的地としてミュンスター地方が
挙げられています。ミュンスター地域における自
転車ツーリズムによる利益は２億 8900 万ユーロ
で、約 6000 人の人々が直接・非直接的に自転車
ツーリズムにかかわる職に就いています。また、
市も自転車ツーリズムによって 300 万ユーロの追

加的税収入を得ているそうです。

おわりに
ミュンスターでは、1970 年代から自転車のた

めのインフラストラクチャーの整備、自転車に配
慮したルール作り、自転車利用促進のための人々
の意識改革に取り組んできた結果、経済的な効果
まで生み出す、ドイツで最も高い評価を受けてい
る自転車の町へと発展しました。私たち市民の生
活には自転車は欠かせません。よく自動車利用者
からの反発はないのかという質問を受けますが、
ミュンスターでは、自動車に乗る人も自転車を所
有しており、彼らも自転車利用者なのです。2004
年には市議会で、「2010 年自転車交通コンセプト」
が承認され、更なる交通安全や自転車教育、イン
フラストラクチャーの拡大、コミュニケーション
の推進を行い、2010 年までに更に自転車利用率
を上昇させることが目標に定められました。自治
体における自転車政策の牽引役として、これから
も実行される多様な政策は、注目され続けること
でしょう。

大阪は、狭い道が多く、比較的平らな土地であ
り、これはミュンスターの条件とよく似ています。
また、気候に関しては、ミュンスターよりも暖か
く、自転車走行には快適です。大阪でも、既に多
くの自治体で、自転車推進政策への取り組みが始
まっていると思いますが、自転車ツアーを通じて、
ミュンスターが行っている政策を体験して頂き、
皆さんの自治体において参考にして頂きたいと願
っています。

［写真提供］
　ミュンスター市

商店も繁盛
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財団法人　大阪府市町村振興協会
平成 19 年度市町村職員海外研修実施要領

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 19 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
（１）研修テーマは「持続可能な地域づくり」とする。
（２）現地調査（公式訪問）については、班毎に（１）の研修テーマに合致した調査研

究の内容・テーマを決定する。
（３）自主研修に関するテーマは、班別事前研修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．調査先及び滞在都市
（１）調査先は、ドイツ１か国とする。
（２）滞在は２都市（ミュンスター・ハンブルク）を拠点とし、現地調査、自主研修を

行うものとする。
（３）現地調査（公式訪問）は、調査内容に応じた訪問先（都市等）を、協会及び研修

生が選定する。
（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。
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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
研修テーマの理解を深め、あわせて現地調査先への質問事項の検討及び自主研修
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 19 年６月～９月の間で、全体で６回、班別で３～４回
（２）現地研修　　平成 19 年９月 26 日（水）～10 月４日（木）　９日間
（３）事後研修　　平成 19 年 10 月～平成 20 年２月の間で全体で２回、班別で２回
（４）報　告　会　　平成 20 年２月 22 日（金）

ただし、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。
（５）旅　　費

現地研修の旅費は、関西国際空港を起点とし、振興協会の規定により支給する。
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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 18 年 度

豊 中 市

高 槻 市

摂 津 市

大 東 市

門 真 市

四 條 畷 市

交 野 市

羽 曳 野 市

藤 井 寺 市

東 大 阪 市

大 阪 狭 山 市

和 泉 市

高 石 市

島 本 町

能 勢 町

河 南 町

千 早 赤 阪 村

田 尻 町

岬 町

21市町村

貝 塚 市

泉 南 市

吹 田 市

池 田 市

箕 面 市

茨 木 市

枚 方 市

守 口 市

寝 屋 川 市

柏 原 市

八 尾 市

富 田 林 市

河 内 長 野 市

松 原 市

泉 大 津 市

豊 能 町

太 子 町

忠 岡 町

熊 取 町

20市町

岸 和 田 市

泉 佐 野 市

阪 南 市

北 摂 ブ ロ ッ ク

河 北 ブ ロ ッ ク

中 部 ブ ロ ッ ク

泉 北 ブ ロ ッ ク

北 　 　 摂 （ 北 部 ）

南 河 内 （ 東 部 ）

阪 　 　 南 （ 南 部 ）

計

泉 南 ブ ロ ッ ク

平 成 19 年 度
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平成１９年度市町村職員海外研修　研修日程

研　修　会

平成19年
６月13日（水）

（13時30時～17時）

６月22日（金）
（13時30分～16時）

６月29日（金）
（15時～17時）

７月上旬
～７月下旬

８月７日（火）
（13時～17時）

９月５日（水）
９月21日（金）
（14時～17時）

９月26日（水）
～10月４日（木）

10月12日（金）
（14時～17時）

10月下旬～
平成20年２月中旬

12月７日（金）
（13時～17時）

平成20年１月９日（水）
（９時30分～17時）

平成20年２月22日（金）
（13時30分～17時）

・マッセセミナーの受講
・自己紹介
・研修の進め方等の説明
・班編成
・報告書原稿作成要領の説明

・NPO法人環境市民代表理事　 本育生氏による
講義（ドイツの環境首都）

・視察先のアドバイス

玖 桔

・大阪産業大学　花田眞理子准教授による講義
（ドイツに見る持続可能なまちづくり～行動化を
支える「システム」と「マインド」～）

・視察・質問書作成のポイント指導

・質問事項の検討・作成・自主研修の研究
・※各班３回程度実施

・花田眞理子准教授による質問書のチェック
（班別）

・視察のポイント指導

・出発前の最終確認
・現地持参品の確認
・現地研修日程の確認
・渡航中の注意事項・連絡体制について説明

・現地調査へ（ドイツ）

・班別研修の日程調整
・報告書原稿作成要領の確認
・アンケートの提出
・花田眞理子准教授への現地調査報告
・報告書作成にかかるポイント指導

・報告書の作成
・現地調査についての総括
※各班４～５回程度実施

・報告書案に対する指導助言
・報告会での報告のポイント指導

・成果報告会に向けての事前研修
・報告書の校正
・報告会の内容及び実施方法の検討

・現地調査報告（班別）

第１回事前研修

第２回事前研修

第３回事前研修

班　別　研　修

第４回事前研修

第５回事前研修
第６回事前研修

現　地　研　修

第１回事後研修

班　別　研　修

第２回事後研修

プレゼンテーシ
ョ ン 研 修

報 告 会

日　　　時 内　　　　　　　容
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平成１９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19年６月13日（水）13：30～17：30

活動内容 ・野口健氏による講演「持続可能な社会づくり」

・事務局から海外研修実施要領・研修日程・役割分担・提出書類等について説明。

・研修生及び事務局の自己紹介。

・各班に分かれ、班長等の役割分担を決定。

研修会名 第２回事前研修

日　　時 平成19年６月22日（金）13：30～17：00

活動内容 ・NPO法人環境市民代表の 本育生氏による「ドイツの環境首都に見る持続可能

な社会づくり」についての講義を受講した。

・Ａ班において、今後の進め方、質問内容及び班研修の日程を調整した。

玖 桔

研修会名 第３回事前研修

日　　時 平成19年６月29日（金）15：00～17：00

活動内容 ・大阪産業大学大学院人間環境学研究科 花田眞理子准教授から「持続可能な地域

づくり」についての講義を受講した。

・Ａ班事前研修の日程再確認を行った。

研修会名 第１回班別事前研修

日　　時 平成19年７月４日（水）13：30～17：00

活動内容 ・今後の進め方の調整。

・班の研修テーマを決め、それに沿った視察先を選定。

研修会名 第２回班別事前研修

日　　時 平成19年７月11日（水）13：30～17：00

活動内容 ・視察先の絞り込み作業。

・視察先への質問の検討。

研修会名 第３回班別事前研修

日　　時 平成19年７月25日（水）13：30～17：00

活動内容 ・視察先の確定作業。

・視察先への質問の絞り込みと取りまとめ。

研修会名 第４回事前研修

日　　時 平成19年８月７日（火）13：00～17：00

活動内容 ・花田眞理子准教授から助言を頂き、質問事項の調整。

・自主研修検討。

・その他連絡事項

花田先生による、視察に対する心構え・留意点等。

研修会名 第５回事前研修

日　　時 平成19年９月５日（水）14：00～17：00

活動内容 ・現地調査先の受け入れ状況

・その他連絡事項
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研修会名 第６回事前研修

日　　時 平成19年９月21日（金）14：00～17：00

活動内容 ・現地調査先の受け入れ状況

・渡航先での注意事項

・その他連絡事項

研修会名 第１回事後研修

日　　時 平成19年10月12日（金）14：00～17：00

活動内容 ・報告書原稿の作成要領

・海外研修に関するアンケート

・班別研修の日程調整

・花田先生への調査報告と報告書作成のアドバイス

・その他

研修会名 第１回班別事後研修

日　　時 平成19年11月６日（火）14：00～17：30

活動内容 ・各訪問先について、担当者が作成した報告書案についての意見交換

研修会名 第２回班別事後研修

日　　時 平成19年11月14日（水）14：00～17：30

活動内容 ・各報告書・総括文の内容確認と調整、意見交換

研修会名 第２回事後研修

日　　時 平成19年12月７日（金）13：00～17：45

活動内容 ・花田先生による報告書原稿の指導

・助言を受け、報告書の修正作業及び意見交換

研修会名 プレゼンテーション研修

日　　時 平成20年１月９日（水）９：30～17：00

活動内容 ・午前中、阿部紀子氏によるプレゼンテーション研修を受講し、午後から班毎でプ

レゼンテーションの実演。

研修会名 第３回班別事後研修

日　　時 平成20年１月30日（水）13：30～17：30

活動内容 ・報告書校正確認

・報告会に向けた準備作業（テーマの絞込み、役割分担等）

研修会名 第４回班別事後研修

日　　時 平成20年２月６日（水）13：30～17：45

活動内容 ・報告会に向けた準備作業（パワーポイント作成等）

研修会名 第５回班別事後研修

日　　時 平成20年２月13日（水）13：30～17：30

活動内容 ・報告会に向けた準備作業（パワーポイント仕上げ作業、リハーサル）

・報告書校正確認

研修会名 マッセOSAKA研修研究成果報告会

日　　時 平成20年２月22日（金）13：30～17：00

活動内容 ・現地調査報告

「持続可能な地域づくり～ドイツの都市における環境配慮の取り組み～」
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研修会名 第１回事前研修

日　　時 平成19年６月13日（水）13：30～17：30

活動内容 ・マッセセミナーの受講

『持続可能な社会づくり』

講師　登山家 野口 健 氏

・事務局から研修実施要領・日程等の説明

・研修生および事務局員の自己紹介

・研修報告書作成についての説明

・班においての役割分担を決定

研修会名 第２回事前研修

日　　時 平成19年６月22日（金）13：30～16：45

活動内容 ・講義

『ドイツの環境都市に見る持続可能な社会づくり』

講師　NPO法人環境市民　代表 本 育生 氏

・班別研修日程の調整

玖 桔

Ｂ　班

研修会名 第１回班別事前研修

日　　時 平成19年７月10日（火）13：30～17：15

活動内容 ・研修日程・調査先・調査内容の決定

研修会名 第３回事前研修

日　　時 平成19年６月29日（金）15：00～17：30

活動内容 ・講義

『ドイツに見る持続可能な社会づくり』

講師　大阪産業大学大学院人間環境学研究科 准教授 花田 眞理子 氏

研修会名 第２回班別事前研修

日　　時 平成19年７月17日（火）13：30～17：15

活動内容 ・調査先への質問書の草案を作成

・調査先の変更を提案

研修会名 第３回班別事前研修

日　　時 平成19年７月31日（火）13：30～17：45

活動内容 ・調査先への質問書の原本を作成

・日本人留学生に紹介していただく調査先を決定

研修会名 第４回事前研修

日　　時 平成19年８月７日（火）13：00～17：30

活動内容 ・自主研修先の検討

・調査先への質問書の修正

・研修における旅行会社からの説明

・視察に対する心構え・留意点等
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研修会名 第５回事前研修
日　　時 平成19年９月５日（水）14：00～17：00

活動内容 ・渡航に関しての説明
・研修先のアポイント状況の説明
・自主研修先の決定

研修会名 第６回事前研修
日　　時 平成19年9月21日（金）14：00～17：30

活動内容 ・事務局から研修日程等の説明
・研修先のアポイント状況の説明

研修会名 第１回事後研修
日　　時 平成19年10月12日（金）14：00～17：45

活動内容 ・班別研修日程の調整

・現地調査の概要報告
研修会名 第１回班別事後研修
日　　時 平成19年10月31日（水）14：00～17：45

活動内容 ・現地調査報告書の作成と修正

・班別前文の作成と修正
研修会名 第２回班別事後研修
日　　時 平成19年11月21日（水）14：00～18：00

活動内容 ・現地調査報告書の班員全員による点検
研修会名 第２回事後研修
日　　時 平成19年12月７日（金）14：00～17：30

活動内容 ・現地調査報告書の報告
研修会名 プレゼンテーション研修
日　　時 平成20年１月９日（水）９：30～17：30

活動内容 ・講義　９：30～17：30
『わかりやすく、説得力のあるプレゼンテーション技法』

講師　ビジネスサポート 阿部 紀子 氏

研修会名 第３回班別事後研修
日　　時 平成20年１月29日（火）９：30～18：00

活動内容 ・報告書の校正（２回目）
・報告会での報告内容の検討・資料作成

研修会名 第４回班別事後研修
日　　時 平成20年２月６日（水）13：00～19：00

活動内容 ・報告会での報告内容の資料作成
・報告書の校正（３回目）

研修会名 マッセOSAKA研修研究成果報告会
日　　時 平成20年２月22日（金）13：30～17：00

活動内容 ・現地調査報告
「環境政策推進による未来の創造～待ったなし！地球環境温暖化対策～」
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行　　 程 図

平成１９年９月２６日（水）～１０月４日（木）９日間

日程 月日（曜） 都 市 発 着

ハンブルクハンブルク 

フランクフルトフランクフルト 

ミュンスターミュンスター 

ハンブルク 

フランクフルト 

ミュンスター 

研修日程概要

視察調査先

日　　時 Ａ班

9月26日（水）１

関 西 空 港 発

フランクフルト経由

ミ ュ ン ス タ ー 着

9月27日（木）２ ミ ュ ン ス タ ー

9月28日（金）３ ミ ュ ン ス タ ー

9月29日（土）４
ミ ュ ン ス タ ー 発

ハ ン ブ ル ク 着

9月30日（日）５ ハ ン ブ ル ク

10月1日（月）６ ハ ン ブ ル ク

10月2日（火）７ ハ ン ブ ル ク

10月3日（水）８
ハ ン ブ ル ク 発

フランクフルト経由

10月4日（木）９ 関 西 空 港 着

・ハ ム 市 エ コ セ ン タ ー Ｎ Ｒ Ｗ

・シュタインフルト町ボルゴスト住宅団地

９月29日

・マ キ シ ミ リ ア ン パ ー ク

・エ ム ズ ホ フ
９月27日

・ミュンスター市環境フォーラムミュンスター

・市 街 を 調 査

・ハ ム 市 環 境 省 及 び リ ッ ペ 川

・ルール工業地帯（ツォルフェライン

炭坑群第12坑）

９月28日

・ミュンスター市　自転車ツアー・カーフリー団地・エコロジー住宅

・ハンブルク市アルバート・ティア・ギムナジウム

・ハ ン ブ ル ク 都 市 清 掃

・連 邦 風 力 発 電 協 会

風 力 発 電 設 備 視 察
10月１日

・ハ ン ブ ル ク 市 都 市 計 画 環 境 省

・ハンブルク市アスクレピオス・ノルド病院

・ハ ン ブ ル ク 市 都 市 計 画 環 境 省

・ブ ラ ー ム ヴ ィ ッ シ ュ
10月２日

Ｂ班
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平成１９年度　市町村職員海外研修生名簿

氏　　　名
団 長 大阪府市町村振興協会

寝 屋 川 市
熊 取 町

事 務 局 次 長
まち建設部道・みどり室道路建設課
住 民 部 住 民 課

所属市町村等 所　属　課　等

Ａ班

氏　　　名 所属市町村 所　　　属　　　課
大 坪 信 幸
植 浦 満 男
岩 崎 　 隆
増 田 正 俊
古 川 富 郎
向 原 伸 晃
橋 本 直 人
木ノ元　　　誠
布 施 秀 樹
春 日 正 人

寝 屋 川 市
豊 能 町
池 田 市
茨 木 市
守 口 市
河 内 長 野 市
柏 原 市
泉 佐 野 市
阪 南 市
忠 岡 町

ま ち 建 設 部 道 路 建 設 課
総 務 部 財 務 課
市民生活部環境にやさしい課
建 設 部 建 築 課
福 祉 部 総 務 課
環境経済部環境政策室環境保全課
市 長 公 室 経 営 企 画 本 部
生 活 産 業 部 商 工 労 働 観 光 課
総 合 政 策 企 画 部 政 策 推 進 課
町 長 公 室 自 治 推 進 課

氏　　　名 所属市町村 所　　　属　　　課
宮 口 好 行
田 辺 和 史
巣 組 悦 子
藤 本 洋 祐
鶴 田 洋 介
青 木 昭 和
橋 本 飛 龍
春 木 秀 一
横 田 　 勝

熊 取 町
泉 大 津 市
箕 面 市
枚 方 市
八 尾 市
富 田 林 市
松 原 市
岸 和 田 市
太 子 町

住 民 部 住 民 課
市 立 病 院 事 務 局 総 務 課
都 市 環 境 部 都 市 環 境 政 策 課
都市整備部まちづくり推進課
保 健 福 祉 部 保 育 施 設 課
生 涯 学 習 部 文 化 財 課
都 市 整 備 部 道 路 室
総 務 部 納 税 課
健 康 福 祉 部 福 祉 室

Ｂ班

氏　　　名 所　　　　　属 役　　　職　　　名
花　田　眞理子 大阪産業大学大学院　人間環境学研究科 准　　　教　　　授

指導助言者

氏　　　名 所　　　　　属 役　　職　　名
相 川 　 匡
大 澤 亮 太
道 根 洋 介

大阪府市町村振興協会
大阪府市町村振興協会
大阪府市町村振興協会

事 務 局 次 長
研 究 課 主 幹
研 修 課 主 査

事務局

副
団
長

Ａ班班長
Ｂ班班長

相 川 　 匡
大 坪 信 幸
宮 口 好 行



◇　海外研修報告書の編集が終わると今回の研修は終わりですが、10人の仲間ができ楽しい

一年でした。この研修を通して出会った10人に感謝し、今後も仕事などのネットワークと

してつながり、この経験をいかして今後、市の政策に役立てていきたいです。

◇　同じ視察先で同じ内容の話を聞いていても、学んだことは人それぞれ、出身市町村や所

属など研修生の境遇を反映して特色が現れたのではないでしょうか。海外研修から得たグ

ローバルな視点を地域の発展に生かしていきたいと思います。

◇　現地研修の際、在住日本人のお話しを聞いて、文献で紹介される理想の国、バラ色の未

来のみではない、迷い、悩むドイツの姿も知ることができました。紙面の都合で紹介でき

なかったのは残念ですが、貴重な体験を今後の地域づくりに役立てていきたいと思います。

ありがとうございました。

◇　今回の研修で学んだことや出会いは、私にとってかけがえのない財産となりました。こ

の経験を今後の仕事に生かしていきたいと思います。また、報告書を通して、研修での成

果を多くの人にお伝えできれば幸いです。

◇　今回の研修では、旅行では体験できない経験と、普段の職務では知り得ない他市町村職

員との出会いがありました。現地研修以外でも、たくさん得たものがあり、講師や事務局

の方、また職場の皆様に感謝しております。

編 集 後 記

平成１９年度大阪府市町村職員海外研修

報 告 書 編 集 部 会

岩 　 崎 　 　 　 隆

古 　 川 　 富 　 郎

春 　 木 　 秀 　 一

巣 　 組 　 悦 　 子
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