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第一部 英国の街づくりと日本の街づくり

1 はじめに

英国に限らずヨーロッパの街並みは、見るものを感動させる。歴史的な

景観の保存、街並みの統一感、歩きやすくコンパクトな中心市街地、郊外

の開放感、走りやすい道路、整備された駐車場、自転車交通の普及などな

ど、街のあり方は、日本の街並みとは大いに異なった様相を見せている。

いうまでもなく、街や景観には、特定の所有者はいない。誰のものでもな

い、あるいはみんなのもの publicである公共の空間がどのような考え方と

手続きに基づいてつくられ、維持されているのか。日英の街づくり担当者

へのインタビューを通して、公共空間に対する意識と取り組みの違いを明

らかにし、日英の公共性の一端を比較してみたい。第一部では、英国の都

市計画と比較しながら日本の都市計画について概観する。その上で、第二

部の日英の都市計画担当者へのインタビューをご覧いただきたい。

この研究は、2008年 8月から、まず日本側の街づくり関係者へのインタ

ビューからはじめた。対象は、東京近郊の 2都市、秦野市(人口 17万)と町

田市(人口 42万)である。それを元に英国側街づくり関係者への質問項目

を決め、同年 9月に渡英して、英国側のインタビューを実施した。

英国側の都市は、これまで 15 年ほど研究のフィールドとしてきた北東

イングランド地域から、ダーラム(Durham 人口 42900)、ゲーツヘッド

(Gateshead 191000)、およびハートルプール(Hartlepool 88600))の 3都市
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を選んだ。これらの都市がある英国北東イングランド地域(総人口 300万)

は、1980 年代後半以降、日産自動車、NSK、小松製作所など、製造業を中

心とした日本企業 50 社ほどが進出、操業している。われわれはこれまで

この地域でおもに、進出企業従業員の文化適応を扱ってきたために、地域

の大まかな事情を理解しており、研究協力も得やすい地域であった。

近年、日本では良質な街と景観に関心が集まり始めている。たとえば、

日本の入り江の原風景をとどめる広島県鞆の浦の開発計画に反対する住民

が、広島地裁で勝訴した事件(2009.10.2)は記憶に新しい。楳図かずお氏

の赤白ストライプの住宅が近隣住民によって提訴された事件も注目を集め

た。阪神大震災の際には、街中の電柱が救援の障害になるとして問題と

なった。頭上に張り巡らされたクモの巣状の電線は、欧米の先進国にはあ

りえない都市景観である。建物の色、素材、高さ、形状など、どれをとっ

ても統一感に欠ける街並みを見て、｢なんとかならないものか｣と思う人は

多い。郊外に眼を転じても、住宅、工場、倉庫、野立て看板などが延々と

続き、緑豊かな田園が虫食い状に開発され、のどかな農村風景はいつしか

失われ、郊外に広がる優良農地は次々宅地化され、農村経済を破壊してい

る。都市のスプロール化は、食料自給率が 40 パーセントを切る時代に農

業の衰退を加速させている。農村においても、耕作放棄地は増大し、里山

は荒れ、伝統的農村景観も失われつつある。

このような風景は、美観の観点からだけではなく、都市機能の観点から

も問題が指摘されている。徒歩圏内に必要な都市機能をそろえたコンパク

トシティの考え方は、高齢化社会を迎えてますますその重要性を増すだろ

うと思われる。排気ガス公害と交通事故防止の観点からみても、郊外の自

動車交通圏と街なかの歩行者圏とを分離しない日本の街づくりは、歩行者

を交通事故と排気ガスの危険にさらしている。

都市圏と郊外が分離されてないために自動車輸送も非効率で、渋滞に

よって失われるエネルギーと時間、撒き散らされる排気ガスの量は膨大で

ある。人々が生活する都市と、通過交通を受けもつ郊外とがはっきり分離

されないために、道路はどこまで行っても交差点、信号待ち、渋滞の連続
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である。

このような現状を考えると、わが国においても、快適な都市とは何か、

景観はどのようにあるべきかなど、公共的空間のあり方を考えた街づくり

を進めるときがきているように思われる。ヨーロッパ諸国で目指されてい

る自転車と徒歩で移動できるサイズの街づくり、コミュニティの復活、中

心商業地域の活性化、犯罪抑止、エネルギー消費の少ない街など、われわ

れにとっても考えるべき課題である。

2 英国の都市計画の概要

わが国では都市計画の権限が中央に握られているために地方独自の街づ

くりができない、と考えがちであるが、英国の都市計画は中央集権的なシ

ステムでおこなわれている。とくに 80 年代にサッチャー政権が進めた税

収の国への集約によって、中央政府主導はいっそう進んだ(海道 2001

p40)。たとえば、英国においては、誘致するスーパーマーケットの大きさ

や駐車場の数、都市の周りのグリーンベルトの保護などさまざまな点で中

央政府が基本方針を示す。ただし、中央政府が提案するのは都市開発の基

本的理念についてだけであり、具体的な個々の問題については、自治体に

幅広い裁量権が与えられている。そのため地方自治体は、政府の基本方針

に沿っているかぎり、その地域の実情に応じて柔軟な対応ができる。英国

においては、中央は都市計画の理念を示し、地方は具体的な都市計画をす

すめる。日本では中央と地方の明確な役割分化がないまま、英国で地方自

治体に任されている細かな規制を中央政府がおこない、英国において中央

政府が担っている司令塔の役割を担当する部署がない。それゆえ、日英の

違いは、地方分権かどうかではなく、中央政府と地方自治体の果たす役割

の違いであるということができる。

英国政府の定める都市計画の基本方針である｢計画方針声明｣Planning

Policy Statement は、｢計画および強制買収法 2004 年｣the Planning and

Compulsory Purchase Act 2004 に基づいて定められたものである。これ

は政府の都市計画に対する基本的考え方を列挙したものであり、細かな規
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制については触れられていない。たとえば、Planning Policy Statementの

最初に書かれていることは、｢プランニングのための政府目標｣であり、そ

の第一項目は以下のとおりである。

｢プランニングは人々が住み働く場所およびわれわれが住む国を形づ

くるものである。いいプランニングはしかるべき場所と時期に正しい

発展をもたらす。それは、自然および歴史的環境の保護と増進、およ

びひとりひとりにとってかけがえのない資源であるカントリーサイド

とオープンスペースを保全しながら、人々の生活に肯定的な変化をも

たらし、住宅、仕事、よりよい機会をすべての人に提供する。これに

対して、貧弱な計画は現在と未来の世代に荒廃したタウンセンター、

安全性に欠ける荒れた住宅、犯罪と無秩序、美しいカントリーサイド

の喪失をもたらす。｣(Planning Policy Statement 1 p.2)

政府はこのような、都市計画の理念を示し、これをもとに、地域ごとに

地域開発計画 the Regional Spatial Strategyが作成される。地方政府の定

める開発計画(デベロプメント･プラン)も、環境、開発、景観など項目ごと

にその考え方ないし指針を記述したもので、図面や数値で具体的に示した

ものではない。この指針は、社会的合意に基づいて各地方で採択した都市

計画の基本方針である。

北東イングランド地域では、政府方針を元に、北東イングランドプラン

TheNorth East of England Planを作成し、これにしたがって開発許可、指

導などの具体的なコントロール業務をおこなっている。つまり、政府が、

基本方針を定め、自治体は、それに基づいてデベロップメントプランを作

成して、それを運用する。政府の基本方針が抽象的なものであるために、

規制の具体的運用に当たっては、自治体に幅広い裁量権が認められている。

地方ごとに定めるデベロプメントプランには、以下のような内容が含ま

れている。
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① 予定新規住宅戸数

② グリーンベルト(都市の周りの緑地帯)、自然環境の保全

③ 農村経済

④ 都市経済、大規模工場、事業所、店舗などの雇用創出

⑤ 交通、道路

⑥ 鉱物資源、採掘事業

⑦ 廃棄物処理

⑧ 観光、レジャー、レクレーション

⑨ エネルギー消費とその循環

このデベロップメントプランは、人口、交通システム、経済などの基本

調査をもとに、一次案が作成され、それに民間からの意見を加えて修正案

が作られ、最終案として採択される。

英国では、都市計画の指針となる開発計画の策定段階から住民参加の機

会があり、市民、企業、NPOなどは初期段階から意見を述べることができ

る。計画の作成や開発許可にも、関係者、地域組織、住民には発言の機会

が与えられ、最終的には議会が決定するという全員参加の計画づくりがす

すめられる。

いったんデベロップメントプランができあがると、それに基づいて開発

規制がおこなわれるが、規制は、日本のようにゾーニング(用途地域による

線引き)と建築基準法のみの外形的規制ではなく、景観のように主観的分

野から環境変化、周りへの影響など、開発によって生じるさまざまな側面

が個別に審査される。審査の結果得られる許可を開発許可 planning per-

missionと呼ぶ。このとき計画審査に当たるのがシティープランナー city

planner(タウンプランナー town plannerともいう)である。シティープラ

ンナーは、自治体の定めた開発計画にしたがって、個人の責任と価値判断

で個々の申請を審査する。英国の都市計画の権限は、最終的には選挙で選

ばれた議会 councilの議員がメンバーとなっている委員会とワーキンググ

ループがもっているが、住宅改修のような小さな変更は、自治体に所属す
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るシティープランナー個人の権限で許可される。(海道 2001 p110)

審査対象となるものは、日照、採光など数値化できるもののほか、形態

やデザインなど幅広く、家の大きさ、特徴、高さ、シルエット、さらには、

屋根形状、壁面素材、歴史的コンテクスト、街並みとの統一感など、客観

的測定になじまないものが審査される。最も重視されるのは、周辺環境と

の調和である。具体的基準は、審査を担当するプランナーの裁量にゆだね

られている。

近年、開発業者は、開発地区全体のデザインをアーバンデザイナーとい

う美術系の専門家に依頼するようになってきた。それは開発許可を得るう

えで審査されるものが、技術的、工学的観点からだけでなく、住みよさ、

機能性、建物の美観、開発地域の景観など全体にわたるためである。英国

では、個人が単独で建物を建築することはまれで、多くの場合、開発業者

が公園や道路を含めて開発区域全体を一体的にデザインし、開発申請する。

建築家や道路設計者は、街の全体像が決まった後で個々の設計をする。日

本で言えば鉄道会社が沿線の団地を開発するときのやり方に似ている。そ

れゆえ、ひとつひとつの道路や建築物のデザインよりも、それらを一つの

街として統一的に見たときの開発地域全体のデザインや景観が重視され

る。許認可権限を持つシティープランナーと同じ経歴を持つアーバンデザ

イナーは、この分野の専門家として社会的に認知された専門職である。

3 合意形成

英国においてもさまざまな利害の対立はあるが、英国の合意形成は完全

な合意を求めるものではない。わが国では全員一致の合意、あるいはそれ

に近い合意を求めるために、意見が対立した場合、意思決定ができない。

英国では対立する意見をインスペクター inspectorという政府の調査官が

中立的立場で裁定する。インスペクターは、政府と自治体、個人と自治体、

あるいは個人と国家の紛争を調整し、公開審問をおこない、不服申し立て

や計画是正の審議などをおこなう仲裁者である。イングランドとウェール

ズに常勤、非常勤合わせて 200 名程度がいる(中井ほか 1998 p.88)。英国
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の都市計画はフレキシブルであるために、裁量と交渉の世界である。イン

スペクターは、その中心にいて対立する利害を調整している。

また、開発計画は政治に密着しており、共和党が与党であるか労働党が

与党であるかによって開発方針も異なる。保守党は 80 年代のサッチャー

時代に特徴的に見られるように、自由競争と市場原理を大幅に取り入れた。

その結果、大型スーパーの郊外立地が進み、中心市街地の空洞化がすすん

だ。90 年代の労働党政権はこれを大幅に修正し、郊外開発を抑制し、中心

市街地の再開発に重点を移した。中心部の衰退は、都市人口の郊外流失、

学校の質の低下、犯罪多発、貧しい住宅など環境を悪化させ、結果として

生活の質の低下、経済悪化、社会の悪化をもたらしたためである。

現在、英国の都市計画は以下のような基本方針のもとにおこなわれてい

る。

① 人々が住みやすく、働きやすい街づくり

② 地球温暖化防止のために、エネルギー消費が少ない都市計画

③ 市街地再開発と空地利用の促進

④ 持続可能な農村経済と、景観、自然資源の価値を保全

英国の都市計画は、環境保全を重視し、持続的発展を目指していること、

市民参加システムが確立していること、紛争処理は中立的インスペクター

と裁判によっておこなうこと、都市計画のなかに交通網整備も含まれてい

ること、人口、住宅数、雇用なども総合的に計画されることなどの特徴が

ある。

4 グリーンベルトの保全

近年、都市の中にいくつかのコアとなる街を配置するアーバンビレッジ

(都市の中の村)の考え方が生まれてきた。これはモデル人口 3000〜5000

で、居住者が徒歩や自転車で移動できる範囲(半径 800メートル)内にコ

ミュニティ施設、住宅、買い物、レジャー施設などをそろえたコンパクト

な街であり、その内部には、公共住宅を含めた多様な住宅が配置される。

街づくりと景観デザインの日英比較

− 53 −



アーバンビレッジでは、さまざまな階層の人がひとつのコミュニティをつ

くって生活する。これは人々の日常的な生活サイズに合わせた街づくりで

あるといえる(海道 2001 pp.62-63)。

街の外延を無制限に拡大しないために重要な意味を持つのがグリーベル

ト(都市をとりまく農地などの緑地帯)の存在である。英国ではグリーベル

トが厳しく保護されている。グリーンベルトは、都市周辺の自然環境を保

全し、隣接する都市と分離し、固有の街並を保全すると同時に、郊外環境

である農地、林地を維持し、景観を維持する。グリーベルトはまた、街の

無秩序な拡大圧力を抑止することによって、内側の街を強くする役割も

もっている。｢健康なショッピング healthy shopping｣や｢強い街 strong

city｣などの概念は、英国の街づくりのキー概念になっている。グリーンベ

ルトによって街と郊外が明確に区別されているために、郊外を通る通過交

通は高速走行が可能であると同時に、さえぎる物のない美しい田園風景も

維持される。

5 総合的視点の欠如

日本の開発規制は英国と比べて緩やかである。建築基準法は、建ぺい率、

容積率、北側斜線、道路斜線などの外形的規制だけで、景観やコミュニティ

作りなどのソフト面は都市計画の範囲に入ってこない。何のために街づく

りをするのか指針がないために、現状では外形的な規制だけにとどまって

いる。

都市計画法によるゾーニングもおおまかであり、準工業地域は｢何でも

あり｣のグレーゾーンであり、地方都市周辺には用途未指定地域も存在し

ている。用途地域の変更も頻繁におこなわれ、新設道路ができれば、土地

を提供した地主には土地提供の見返りとして沿線の開発規制を緩めてき

た。その結果、郊外にバイパスができても、その沿線にはガソリンスタン

ド、コンビニ、郊外型スーパーなどが進出し、バイパスは瞬く間に商店街

化して渋滞と交通事故多発地帯となる。通過交通のための道路をつくるの

か、ショッピング街をつくるのか、街づくりの理念がないままに道路だけ
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がつくられていく。

このような理念のない開発とゆるい建築規制であるにもかかわらず、中

央は画一的な基準を定め、自治体には裁量の余地がない。たとえば、歩道

の幅は 2メートル以上という規制があるために、立て込んだ中心市街地で

歩道の設置が進まない。その反面、ほとんど人が歩かない郊外の道路にも

歩道を付けなければならない。中央政府によるこのような画一的規則が、

地方自治体の積極的な街づくりを縛ってきた。

英国の都市計画は、ただ単に地方に任せているわけではない。発電所や

モーターウェイ(高速道路)のように、国家にとって必要な事業を中央主導

で進めることはもちろん、歴史遺産の保護、環境保護、グリーベルトの保

全、コミュニティづくりなど、国が基本的な指針を定めている。たとえば、

われわれが研究対象としたダーラム市は、英国キリスト教の聖地であり、

世界遺産にも指定されている大聖堂(カセドラル)とダーラム城が中心にそ

びえる歴史都市である。この景観を生かした街づくりをするよう、中央は

街づくりの指針を示し、北東イングランド地方政府は、それにしたがって

街づくりの基本方針を策定する。ダーラム市は、これらの方針に従って自

らの街づくりをすすめなければならない。ダーラム市は、たとえ経済活性

化を望んでも、中央政府と地方政府によって文化遺産の保護を優先するよ

う義務付けられる。

北アルプスの山々を望む安曇野の広々とした水田の真ん中に広域農道が

でき、その周りにはガソリンスタンドやコンビニが立ち並んでいる。安曇

野では、双体道祖神が点在するのどかな田園風景の上に、はるかに見える

残雪をかぶった北アルプスの稜線が一級の景観美を形成していた。しかし

いまでは経済開発をすすめる一般の地方都市と同じように、倉庫や工場が

立ち並ぶ平凡な産業都市に変貌してしまった。先に挙げた広島県鞆の浦の

開発計画も、地元経済界が望む地域振興、経済活性化という視点だけから

論じられてきた。日本においては、どの地方も経済活性化という同一の目

標を掲げて開発するために、地域独自の特徴は失われてしまう。これに対

して英国では、歴史都市には史跡を保存する義務が課せられる。工場や大

街づくりと景観デザインの日英比較
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型スーパーによって活発な経済活動と便利な生活を享受したいと望むもの

は、歴史都市を出なければならない。

日本においては、中央が果たすべき役割と地方が果たすべき役割が明確

に分けられておらず、英国において中央政府が果たしている各地域の性格

付けを担う部署がない。さらに日本の縦割り行政では、街づくりと深いか

かわりのある道路、上下水道、学校などのインフラ、コミュニティ施設、

レクレーション施設、歴史遺産、ランドマークなどを、総合的、一体的に

整備できない。たとえば、総合計画は総務省、環境計画は環境省、都市計

画は国土交通省、農村振興は農水省と、担当が分かれていて、補助金もそ

れぞれのルートから流れてくる。道路建設についていえば、道路を建設す

る国土交通省と交通安全を管轄する警察庁の方針も一体化されず、交通安

全を考えた道路づくりがなされない。わかりにくい標識、住宅街が抜け道

になってしまう道路設計、歩行者の歩く街と通過交通の混在など、歩行者

が交通事故に巻き込まれやすい道路が作り続けられる。

また、街づくりが、供給者側、行政側の視点から行われるために、納税

者である住民の利便を考えない街づくりがなされている。たとえば、漁港

の堤防で釣りをしたくてもそれは認められない、多摩川のような広大な河

川敷にさえ車は入れず、駐車できる場所はほとんどない、公共の公園がフェ

ンスで囲まれている、道路わきの空き地に停車したくても、そこをわざわ

ざポールでブロックしてある、などである。諫早湾の干拓、川辺川ダム、

吉野川可動堰、八ッ場ダムなど、環境への人々の懸念が事業計画に反映さ

れないのも、これらの開発計画が供給者の論理だけで進められ、住民や利

用者の視点が欠如しているためであろう。合意形成段階で住民のさまざま

なニーズを集約するシステムがないのが現状である。

また、自治体で住宅、市街地活性化、環境などさまざまな分野でマスター

プランが練られても、それらを調整し、優先順位を付けるルールもない。

その結果、せっかくの計画も、実現される見通しはない。縦割り行政を統

一する理念と司令塔が欠けているために、街づくりや景観保護のような生

活者を中心に考えなければならない分野への対応が困難になっている。街
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づくりは、地方分権ができれば可能になるような問題ではない。中央の果

たすべき役割と地方の果たすべき役割を明確にしたうえで、省庁ごとに分

断された権限を、住民の生活の質の向上と景観の保全を目標に統合する必

要があるのではなかろうか。

6 コンセンサスを得る方法の欠如

英国の都市計画においては、住民、企業、関係団体などだれでも協議か

ら決定までのさまざまな段階で発言の機会が保障され、地方自治体もさま

ざまな手段で地域に呼びかけ、合意形成の努力をする。日本においてもこ

のような努力は地方自治体によって始められ、それによって街づくりのア

イデアが住民の側から提出されるようになってきた。しかしながら、この

ような努力はいまだ試みの段階にとどまっていて、法的、制度的根拠がな

いために、住民の意思が街づくりに反映されることには限度がある。住民

からの意見聴取においても、特定の政治信条をもったものや行政に関心の

高い住民の声だけが大きく、大多数の声なき声を取り上げるためにはどう

したらいいのか、模索が続いている。そのため、一般の住民は街づくりに

ほとんど関心はなく、行政の決定にただおとなしく従っているのが現状で

ある。

以前われわれがおこなった英国の調査では、例えば、家の建て増し、改

修などのほか、道路の進入禁止、一方通行、駐車禁止などは地方自治体が

一元的に管理し、居住者には意見を述べる機会が与えられていた(藤田弘

夫ほか 2008 p.143)。英国ではしばしば交差点の改修や通行方法の見直

しがおこなわれ、より通行しやすく事故の少ない交通方法が研究されてい

る。交通に関係する人たちの意見を吸い上げることによって、よりよい交

通システムを作っていこうという努力が住民を巻き込んで不断に続けられ

ている。そのため、街づくりに対する住民の関心は高いばかりではなく、

住民意思によって規制が柔軟に見直されることも多い。

これに対して日本では、信号設置、右左折禁止、駐車禁止などの規制を

どこが行っているのか、一般の住民はほとんど知らない。われわれは、何

街づくりと景観デザインの日英比較
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のために規制があるのかわからないまま、たとえ理不尽な規制であっても

上から言われるがままそれにしたがっている。

以前、別の調査で北東イングランドを代表する企業である日産自動車英

国工場を訪問したときに、工場の壁に大きく｢KAIZEN｣(改善)と書かれて

いた。日産自動車では、従業員の意見を生産活動に反映させるために、さ

まざまな提案を奨励していた。この日本的経営方法が故障の少ない高品質

の日本車を生み出してきた。街づくりに関して言えば、英国が住民意思を

吸い上げながら｢改善｣への努力をしているのに対して、日本では法による

支配、ないし官僚による上からの支配が続いている。これでは住民生活に

密着した質の高い生活環境は生まれ出てこないのではなかろうか。

｢公共とは publicであり officialではない。英語の publicは peopleと同

じ語源をもち、もともと｢人々の｣という意味である。政府は人々のために

公共サービスを提供してきたが、政府は人々の奉仕役であり、主役は人々、

あるいは公衆である。ところが政府の行う諸活動が公式の(official)ものと

しておこなわれていくうちに、行政は権力を行使し、この本来の意味が忘

れられる場面も増えてきた(原科ほか 2005 p14)。｣

日本の街づくりには、地域住民の声を反映させるためのシステムが制度

的にも法的にもまだ確立されていない段階であると思われる。

7 紛争処理システム

日本においては、景観のようにそれぞれの主観によって感じ方が違う問

題や、賛否が分かれる問題をどのように処理するのかについて確立された

方法がない。できるかぎりの完全合意を目指すため、反対意見がある場合、

合意に多大の労力と時間を必要とするばかりでなく、意思決定ができない

こともしばしばである。100 パーセントの合意を理想としている以上、少

数意見を切り捨てられないためである。

英国では、個人が自治体を訴え、自治体が個人を訴え、ある場合には自

治体が中央政府と対立する。このようなときに紛争を避けるのではなく、

それを積極的に裁定しようとする。英国の合意形成は、はじめから反対意
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見の存在を前提にしている。交渉の余地を残しながらも最終的にはインス

ペクターが、あるいは司法が介入して解決を図る。対立する意見をなくそ

うとするのではなく、それを明確にしたうえで、第三者であるインスペク

ターや司法が中立的立場で裁定を下す。結果として、強制買収や家の取り

壊しも選択肢に含まれる。といっても完璧な中立はありえない。どのよう

な街づくりを希望するかは、最終的には選挙によって何党の議員を選ぶか

で決着することになる。

これに対して日本においては、｢ごみ屋敷｣のような迷惑な存在を取り締

まることができない。市街地から離れた家でも、水道の敷設を求められれ

ば拒否できない。香川県豊島においては、産業廃棄物の不法投棄が延々と

続いた。私権と公共的価値の対立がたとえ裁判に持ち込まれたとしても、

法的根拠が薄弱な公共的価値が認められることはめったにない。最終的手

段として強制買収も存在するが、そのための時間と費用は膨大である。こ

こには、たとえ家賃滞納者であってもアパートから追い出すことができな

いのと同じ構造が存在している。

英国では、計画策定までに多大のエネルギーを使って住民意思を吸い上

げるが、いったん計画が策定されれば、少数意見は切り捨てられる。司法

は公益性の認定を積極的におこない、私権の制限もおこなっている。

8 街の拡大とコンパクトシティ

超高齢化社会を迎え、中心市街地で車を必要としないコンパクトな街を

つくる必要性は高まっている。比較的新しく開発された多摩センターや筑

波研究学園都市にも、暮らしやすいコンパクトな街を作るという思想はな

く、生活空間は、縦横に貫く広い車道によって碁盤の目状に分断されてい

る。これらの地域の都市計画では、人々の生活よりも道路計画が優先され

ている。このような街には人々が集うコミュニティがなく、居住地域、商

業地域、オフィスは全域に拡散する。どの施設に行くにも車による移動は

必須である。エネルギー消費、犯罪、交通安全、コミュニティ形成などさ

まざまな面から問題の多い街づくりである。

街づくりと景観デザインの日英比較
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日本の人口は 2005 年にマイナスを記録した。この減少傾向は地方だけ

でなく、首都圏の都市部においても避けることができない。都市の拡大が

続いたまま人口減少社会を迎えた場合、都市部にも大量の空き家が発生す

ることになる。地方都市のシャッター通り程度で問題が収束するのか、あ

るいは一時期のニューヨークのように、割れ窓と落書きの街が出現するの

であろうか。英国の街づくりには、しばしば｢持続可能な sustainable｣とい

う用語が使われる。日本においても長期的展望にたった街づくりが必要な

のではなかろうか。

9 犯罪防止、交通事故防止、エネルギー節約

英国には、古いデザインになったとはいえクルドサック cul de sacない

しクロース closeとよばれる袋小路になった住宅地がある。このなかに居

住者以外の車が入ってくることはほとんどなく、居住者は交通事故の心配

から解放されて家の外に出やすい。そのためこのような住宅地には、コ

ミュニティが形成される。クルドサック内には個々の住宅を仕切る塀もな

いために、住宅地全体が一体の庭となって広々とした空間を提供している。

居住者、とくに子どもを交通事故から守る上で、あるいは空き巣のような

犯罪から住民を守る上で、参考になるデザインである。

日本で人車分離というと、国道 1 号線のような通過道路に歩道を取り付

けることと考えられている。歩行者がほとんどいない夕張の国道にも、多

額の費用をかけた歩道が延々と整備されている。ところが英国では、歩行

者の少ない郊外の国道に歩道はなく、たまにいる歩行者は、道路わきの畑

の畦を歩いている。歩道をどこにつけるか、優先順位の決定が地方に任さ

れ、フレキシブルに判断される。人が住み、買い物をする街と、高速で走

る通過交通とは完全に分離されている。通過交通を街から締め出すことに

よって、輸送の効率化、交通事故防止、輸送経費削減、地方の活性化など、

国土全体の競争力を高めている。

クルドサック以外にも、さまざまなところで交通安全の視点が街づくり

に組み込まれている。車の速度を落とすためには、路面のカラー舗装、石
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畳、シケイン(道路を狭隘化する)、バンプ(道路に小山を設ける)などが取

り入れられている。交差点付近では、ドライバーが歩行者の存在に気づく

ように、0.6メートル以上の視界をさえぎるものを設置してはならない。

住宅地の交叉点は十字路にしてはならず、かならずＴ字路になければなら

ない。あるいは主要道路からは個々の住宅へのアクセスはできない。都市

計画のなかに交通安全対策が一体的に組み込まれている。

日本では交通安全は警察庁、道路建設は国交省に分かれている。そのた

め交通安全を語るとき、他省の縄張りである道路設計や街づくりについて

は一切触れず、｢注意一秒けが一生｣｢そのスピードが死をまねく｣のように

運転者の自覚に訴えるのみである。母親が車をガードレールに衝突させた

ために、ガードレールの先端が車を貫き、助手席と後部座席に乗せたわが

子を死亡させるような事故(2009.9.23岡山県)は英国では考えられない。

英国のガードレールは、すべて地面から斜めにせりあがるような構造をし

ており、衝突してもガードレールに乗り上げるだけである。あるいは信号

のない交差点で 2台の車が衝突して乗員が 4人も亡くなるというような事

故(2009.10.3栃木)も考えられない。英国では郊外の交差点はラウンドア

バウト(ロータリー)になっていることが多く、双方とも減速して交差点に

入ってくるために、衝突しても死亡事故に至ることは少ない。たとえ二本

の道路が交差する場合でも、十字路は避け、優先道路に接道する下級道路

の接道部をずらして、2か所のＴ字路にしてある。交通安全に関するさま

ざまな工夫が道路建設に生かされている。日本の縦割り行政では見えな

い、総合的視点が存在している。

10 駐車場整備

英国の街づくりの中で駐車場の果たす役割は大きい。駐車場をどこに作

り、どこは歩かせるか、駐車場の数はどのくらい必要かなど、街づくりの

基本要素に駐車場が組み込まれている。たいていの街には NCP national

car parkという公営駐車場が設置してあり、それが買い物客や観光客に便

利に利用されている。

街づくりと景観デザインの日英比較
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駐車場は、広場、歩道、街路灯の整備と同じように、街を活性化させる

基本要素である。そのため、自治体は財政負担をして積極的に駐車場整備

をおこなっている。都市部のみならず、海岸線、河川敷、公園、公共施設

など、人が集まるところには必要な数の駐車場が整備されている。街の周

りに広がるグリーンフィールドとよばれる芝生の広場も、イベント開催時

には広大な駐車場になる。都市計画の中に｢住民が快適な生活を送る｣とい

う目標をあげ、そのなかに車の存在が組み込まれている。

これに対して日本においては、都市部に安い駐車場は少なく、公園や公

共施設でも十分な駐車場が整備されていることは少ない。これでは人々が

郊外の大型スーパーに流れてしまうのも無理はない。これはたんに都心部

に用地が不足しているだけの理由ではない。どうしたら住民の生活が快適

になるかではなく、河川整備は河川だけ、道路整備は道路だけ、都市計画

は街づくりだけというように、供給する側の論理で街づくりが進められて

いる結果であろう。人々の快適な生活を支援するという考え方が、行政の

姿勢から抜け落ちてしまっている。

11 コミュニティづくり

北東イングランドでは高層建築はほとんど作らない。低所得者向けにか

つてつくった高層建築は、いまでは治安が悪く、評判はよくない。という

のも、高層建築には広場がなく、コミュニティが育たないために、人々は

孤立し、治安も悪いからである。高層建築と同様、交通量の多い通りに面

した地区にもコミュニティは育たない。大都市の中にアーバンビレッジを

作る考え方も、住宅地をクルドサックに設計する考え方も、住宅地の道路

にシケインを作って車の速度を落とさせる考え方も、目指しているのは健

全なコミュニティの育成である。ロンドンでは、高速道路によって分断さ

れてしまった移民のコミュニティを再生させるために、高速道の下の用地

をボランティア組織に貸し出す試みもおこなわれている。これらの街づく

りの考え方の基本には、コミュニティの重要性がある。名古屋、浜松、筑

波のように、広大な地域を碁盤の目のように道路が分断するだけの街づく
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りは、コミュニティを重視する英国では考えられない街づくりである。

12 観光立国 ランドマーク、歴史的街並み保存

英国では、個々の建築よりも街自体の美観が問われている。しかも街づ

くりに、その土地の文化、歴史、伝統などが生かされ、街はそれぞれの表

情をもっている。無機質な機能性だけでは街とはよべない。そのため、英

国ではどの街も観光客が訪問するだけの価値をもっている。

そのために都市計画の第一歩は、その街の性格付けである。歴史都市

ダーラムは、世界遺産であるカセドラルとキャッスルが街づくりの中心で

ある。このランドマークが街のいたるところから見えるように建物の高さ

は厳しく制限され、街全体もレンガと三角屋根に統一されている。その土

地の歴史遺産は何か、地域の特徴は何か、ランドマークは何かなど、中核

となる理念を基本に、あらゆる開発と保存がおこなわれる。

日本はこれまで貿易立国で十分外貨を稼いできたが、観光が経済に果た

す役割も重視されるようになってきた。小田原城より高いマンション、海

の見えない熱海、古都京都駅前の展望タワー、歴史を刻んだ日本橋の上の

高速道路などなど、英国では考えられない街づくりである。日本において

も個々の建築物のみならず、街全体をひとつの文化遺産として考えるとき

がきているのではなかろうか。

13 土地本位制と開発利益の私物化

日本には開発利益を公共に還元するシステムがない。たまたま道路建設

や鉄道駅設置などの公共投資によって土地が値上がりすれば、個人は労せ

ずして大金を手に入れることができるが、迷惑施設ができれば資産価値は

下落する。さらに土地所有に対する資産課税が低いために、利用目的がな

くても土地を所有し続ける。売却する場合でも、土地は幅広い用途に使え

る万能の資産であるために市場価格は高い。そのため都市中心部に多くの

未利用地が残されている一方で、勤労者は遠距離通勤を強いられている。

職住接近の街づくりは困難である。

街づくりと景観デザインの日英比較
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郊外においても事情は同じで、あらゆるところに工場、研究所、商業施

設が誘致され、あるいはマンションが建設されて資産価値の増加が追求さ

れている。このような状況の中では、都市の無秩序な拡大は避けられない

し、自然環境、景観、歴史的遺産の保存は難しい。

英国の場合も不動産が資産の中心ではあることに変わりはない。しか

し、土地所有権は日本のように万能ではなく、自分の土地だからといって、

利用目的を勝手に変更することはできない。農地は農地である。自宅の敷

地に勝手にアパートを建てることもできない。自宅の敷地を分割して売り

出すこともできない。

さらに｢プランニングアドバンテージ｣という開発利益を自治体が吸い上

げるシステムもある。これは開発者にアクセス道路、コミュニティ施設、

育児施設、安い住宅などの提供を求めるものである。インタビューのなか

でも、大型スーパーの進出に際して、取り付け道路の整備、街中の防犯カ

メラ、市庁舎など、さまざまな要求が自治体から出されていることがわかっ

た。

マンション建設によって教室が不足するような場合、英国であればこれ

らの負担は開発業者が教室の増築費を負担させられる。逆に開発計画に

よって不利益を受けた個人は、以前の価格で買い取りを求めることもでき

る。このような開発利益の公共への還元と不利益の補償があってはじめ

て、強制買収も住民の支持を得られる。儲ける人がいる一方で運の悪い人

が追い出されるような強制買収では、人々の理解は得られない。

考えてみれば高度成長期の日本で最大の利益を享受したのは土地所有者

であった。本人の努力と無関係に、勤労者が一生かけても得られない開発

利益を、自己の労働によってではなく、公共投資によって一夜にして手に

入れていた。当時は、地主も商店も企業も自治体も個人も、日本人全体が

土地投機に狂奔していた。このような状況下では、都市計画が資産価値の

増大だけを目指す開発計画になってしまうことは避けられなかった。不動

産価格が実勢価格に近づいたいまこそ、土地所有の観念を考え直すときで

あろう。土地は誰のものか。都市は誰のものか。景観は誰のものか。街並
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は誰のものか。これらのものの公共的側面を見直さない限り、街づくりの

閉塞状況を抜け出すことはできない。

14 英国のまちづくりの問題点

これまで英国の街づくりから学ぶべきものを強調するあまり、英国の都

市計画の問題点には触れてこなかった。英国では何が問題になっているの

か見ることによって、将来の都市計画の方向を見いだす参考にしたい。

英国では、公共の利益を優先するあまり、街づくりが一部官僚の手に握

られ、民間のダイナミックな活力そがれてきた。土地は経済活動の主要な

要素であり、これを行政が管理してしまえば、土地に関しては社会主義的

停滞への道があるだけである。日本の経済発展のスピードは、市街地の拡

大とセットになっていた。つぎつぎに新しいビルが建ち、家が建つために

は、硬直的な開発規制や歴史遺産の保存はむしろ障害である。農業社会か

ら工業社会へ、さらにサービス産業の時代への変遷をスムーズに成し遂げ

られたのは、日本の用途規制がゆるかったためである。事実、経済競争力

を高めるために市場主義を取り入れた 80 年代のサッチャー時代は、日本

と同じような都市の空洞化と郊外への拡大が起こった。経済も人口も日本

に比べて安定している英国では、都市計画が比較的容易にできたが、高度

成長を続ける日本に官僚主導の英国のやり方を持ち込めば、経済活動を阻

害してしまう。

都市部で見られる独身者の急激な増大に対しても、英国の都市は対応で

きない。一軒の住宅を何人かの独身者がシェアするのは、時代のニーズに

合った独身用アパートを機動的に供給できなかったためである。人々の生

活に必要な街を提供するのではなく、人々が街に合わせて生活している。

官僚主導の都市計画は、硬直したものにならざるを得ない。

英国の街づくりが機能するためには、個人が街に合わせた住み方をしな

ければならない。自宅に住み続けながら商売をすることはできないし、工

場を経営することもできない。住宅地は住宅地であって、他に転用できな

い。住宅改装も、テラスを付ける程度の簡単なものならばできても、増改

街づくりと景観デザインの日英比較

− 65 −



築の許可を得ることは難しい。そのために、住宅を家族の生活に合わせて

変更するのではなく、家族の側が住宅に合わせて生活していく。家族の人

数が増え、あるいは減った場合、個人は増改築できないために、転居する

ことでこれに対応する。たとえば、子どもたちが独立した後の老夫婦は、

住み慣れたところを離れ、高齢者向けの住宅に移り住むのである。転居を

前提としたこのような住み方が、日本人にできるかどうか、考えなければ

ならない。

経済発展に対応できた日本の土地規制の柔軟性は、農地においても市街

地においても、拡大を求めるばかりで、優良な資産を蓄積させられなかっ

たことも事実である。幸か不幸かこれから日本は人口減少時代に入る。人

口減少は必然的に経済規模を縮小させる。日本にとってはこれからが生活

の質を高める街づくりの時代ではなかろうか。

15 日本文化と街づくり

英国の街づくりが比較的うまくいっているのは、家族が完全な核家族で

あるという点に支えられている。家族のライフサイクルは日本と比べ単純

で、夫婦のみ、夫婦と子ども、夫婦のみのサイクルをくりかえす。標準的

な家族員の数でいえば 2 人、4人、2人である。このような家族構成であれ

ば、最大でも 4人が住める住宅、つまり 1階には居間と食堂、2階に夫婦の

主寝室と 2つの子ども部屋があればよく、大きな家を必要としない。その

ためテラス(棟割長屋)のような標準的住宅を大量に供給するだけで、ほと

んどの家族を収容できる。供給する側としては画一的な住宅を供給するだ

けで事足りる。

さらに英国は土地がやせているために、人が移動することを前提にした

牧畜文化の国である。土地への愛着は、｢一所懸命｣に働く農耕民族に比べ

たら強くない。街に満足できなくなったら転居すればよい。鞆の浦のよう

な風光明美な土地に住みながら経済開発を望むのではなく、経済開発を望

むのであれば、鞆の浦から出ていくのである。転居が比較的容易におこな

われるために、計画的な街づくりが可能であった。
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これに対して日本の文化は、家や土地に対する思い入れが強い。われわ

れは、｢生まれ育った野山｣や｢先祖伝来の家屋敷｣という感覚のなかで、自

然と共に暮らし、祖先の霊と共に暮らしている。われわれは家族構成が変

わったからといって簡単に土地を離れるようなことはない。日本人は、た

とえ長距離通勤になったとしても自分の家に住み続ける。老婆がたったひ

とりで大きな屋敷に住み続けることはよく見られる光景である。日本人に

とって家は、単なる物としての住宅ではない。家には自分のいのちが宿り、

先祖の霊が宿っている。庭木の一本一本にも、思い出があり、共感がある。

日本人の心性は、家を単なる自然物としてではなく、自分や先祖の霊魂が

宿ったものと考える。

英国の老夫婦は、子どもたちが独立した後、その部屋をベッド・アンド・

ブレックファースト(B&B)として旅行者に貸し出す。われわれは、見ず知

らずの旅行者に家族の部屋を使わせることができるだろうか。日本人に

とって自分の部屋は、どこにでもある一般的な部屋ではなく、自分だけの

特別な部屋である。英国人と日本人が同じ心性をもっているようには思え

ない。

墓の作り方も、英国では個人墓が原則である。遺灰を木の下に撒いてし

まって、跡形もなくこの世から消え去ってしまうことを望む人さえいる。

われわれと家との関係、あるいはわれわれと街との関係は、他者からも自

然からも切り離されて孤独で生きることを前提にした英国人の感覚とは基

本的なところで違っているように思われる。

また、自然を征服し、支配するヨーロッパの文化は、犬を人間の思い通

りに調教し、庭園を幾何学的に成型する。都市についても同じように、権

限を行使して統一された美しさを求める。私権の制限が必要な場合は、そ

れも積極的におこなう。策定された計画に合致しない個人の意見は、容赦

なく切り捨てられる。

日本人に、このようなある意味で無慈悲ともいえる都市計画ができるだ

ろうか。日本人は、弱者や少数者を切り捨てず、｢惻隠の情｣や｢憐憫の情｣

で包み込む和の文化をもっている。また、われわれは、自然を征服するの

街づくりと景観デザインの日英比較
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ではなく、あるがままの自然をそのまま受け入れ、自然に合わせて暮らし

てきた。日本の文化は、人間中心に自然を支配してきた欧米の文化とは、

基本的な部分が違っているように思われる。日本の都市の無計画さは、日

本人の適応力の大きさと柔軟性ゆえかもしれない。

16 まとめ

町田市の担当者はわれわれのインタビューに｢かつては都市計画が必要

だと思ったが、いまではこれでいいと思うようになった｣と述べているの

が印象的だった。このことばは、日本で英国流の都市計画を実行するとす

れば、官僚の縦割り行政の廃止、地方行政の自立を阻害している中央集権

的行政システムの変更、土地所有権の見直し、ライフステージによる住み

かえ、土地への執着の放棄など、根本的な変化が要求される。これほど大

変なことをしてまで都市計画する意義はどこにあるのか。担当者は、大き

すぎる問題を前にして気力が失せてしまったのかもしれない。しかし、こ

の言葉を積極的にとらえれば、新宿歌舞伎町の無秩序と喧騒から、日本の

ダイナミックなエネルギーが生まれてくるのだという、日本の都市のもつ

エネルギーを評価してのことかもしれない。

統一感のない街並み、締まりなく広がる都市、虫食い状態に侵食される

農地、どこまでも信号と渋滞が続く道路、住宅地にまで入り込む通過交通、

災害時に救援の障害となる電柱、空を覆い尽くす電線など、日本の公共空

間において解決すべき問題は多い。しかしながら、これらの問題には、土

地所有権、税制、司法、行政組織、国と地方の権限、さらには日本文化に

までさかのぼらなければ解明できないさまざまな問題がかかわっている。

街づくりは、まことに複雑かつ困難な問題である。
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第二部 街づくり担当者へのインタビュー

1 ダーラム市のインタビュー 2008.9.8

Mr. Rod Lugg, Head of environment and planning environment, Durham

county council, county hall Durham

インタビューアー 石井秀夫(帝京大学) Mikiko Davies(帝京大学ダーラ

ム分校)

Ｑ：日本と英国の都市計画の違いについて調べています。英国の街づくり

について教えてください。日本の街は電柱が乱立していて、街がごた

ごたしています。タウンプランがあるようには見えません。それに比

較するとイギリスの町並みはきれいで整然としています。どうしてこ

のような違いがあるのでしょうか？

2004 年に新しい法律ができました。われわれは、国が出す指針 state-

mentにしたがって、この地域の実情にあった街づくり計画をたてていま

す。この地域のどこを発展させ、どこは縮小するか、歴史的に大切なとこ

ろはどこか、交通アクセスをどうするか、気候変動に関連して CO2 の削減

や道路の混雑解消なども考え、健全なショッピング healthy shoppingがで

きる街づくりを考えています。

エリアとしては、北東イングランド North eastエリアです。この計画を

考えているところは、(この地方の中心都市である)ニューカッスル New-

castleです。国の下にいきなり県 county(ダーラムの場合人口約 60万人)

があるのではなく、North eastの地方政府(人口 300万人)があります。

街づくりについてお話しするためには、まず、街づくりの歴史的な経過

をお話しないといけません。2004 年に｢街づくりと強制買取法 2004 年

Town Planning & Compulsory Purchase Act 2004｣という新しい法律がで

きました。これができるまでは 1947 年以来｢街づくり法 1947 年｣に従って

ずっとやってきました。少しずつ改定されましたが、2004 年に新しい法

(act)が制定されました。
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まず、政府が法律をつくり、都市計画の指針 statementを出します。そ

の内容は政府レベルで決定します。｢街づくり指針｣planning policy state-

mentにはいろいろな項目が入っています。気候変動(温暖化)の問題、タ

ウンセンターの条件、洪水(排水)への対処、経済開発など、いろいろな項

目があります。われわれは政府の決めた条件に従いながら、この地方に合

わせたプランをつくります。(本を示しながら)これが、国の法律をこの地

域に適用して作った｢地域空間戦略 2021Regional spatial strategy to 2021｣

です。これは、イングランド北東部全域に適用されます。どこを開発し、

どこは開発しないか、地域によって開発程度に差があります。タウンセン

ター、環境、地域ごとに違う開発、村落の開発、あるいはその保存、失業

問題を解決するための雇用創出、環境保護、ダーラムなどの歴史的街並み

の開発などなど、地方ごとに国から指針が出され、その指針が県(county)

に適用されています。

ダーラムには、保存すべき遺産としてヘイドリアンズ・ウォール Had-

rianʼs wallやダーラム市 Durham cityなどがあります。これらを保存する

方針は、国が出し、さらに地方の条例となり、これを地域ごとに運用しな

ければなりません。｢2004 年法｣が要求していることは、政府の方針に従い

ながら、さらにダーラム県はダーラム県独自の地域開発案を作らなければ

ならないということです。われわれは、それを作成することになります。

ダーラムの特徴は、古い街を損傷させないように保存するという政策方針

に基づいて行います。ダーラム県には、12 のおもだった街があります。こ

の 12 の主要な街を開発したいのかどうか、もし開発するとしたら、開発し

たい街はどこか、保存したい街はどこか、保存したい部分はどこか、それ

をどのように保存するのかなどを決めます。

周辺の村から街へのアクセス道路の改善、新しい道路の建設、気候変動

によって生じる洪水への対処、洪水時の街の安全対策、洪水発生時に障壁

(堤防)をどこに設けるか、CO2排出対策、車の交通量をどうすれば減らせ

るか、交通渋滞対策、道路が混雑する時間帯にどのように配送車をタウン

センターへ通すのかなど、いろいろなことがあります。
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ダーラム市だけを例に取り上げてみても、健全なショッピングエリアか

どうか、新しいショッピング地区が必要かどうか、もし必要なら古い部分

をどういうふうに守りながら開発するか、どのくらいの規模の街にするか、

標識やその書式スタイルが街の景観を損なわないかなどたくさんのことが

らを考えないといけません。

街づくりを計画するとき、ダーラムの場合はまず、歴史的なこの街を守

り、損傷しないように進めなければなりません。それをどういうふうする

のか。われわれは National Planning ─ North East Planning ─ Regional

Planningに従っておこないます。

ここにあるのは、ニューカッスル Newcastleで作っている政府の都市計

画規定、もう 1冊はこのダーラム県内でのおこなう街づくりの規則につい

ての本です。北東イングランド North East Level(ノースイースト)は、

ニューカッスル Newcastle、タインアンドウエア Tyne and wear、ストッ

クトン・オン・ティーズ Stockton on Tees、ダーリングトン Darlington、

ノーサンブリア Northumbria、ティーズバレー Tees valley の区域をカ

バーしています。政府は、オフィスをニューカッスルに置いて、この地域

全体の計画指針を作成しています。それには気候変動、タウンセンター、

洪水、経済開発などに関係する事項が含まれています。

この地域の県政府 county council(小さい)と、この地方全体の地方政府

district council(大きい)の二つがあります。｢地域空間戦略 2021｣という政

策規定は、中央政府方針に従って、地域でつくります。これはこの地域の

実情を考慮して、政府方針とは少々違った項目も加えてあります。この地

域のなかで開発すべきところ、あるいは経済成長に問題があるところなど

を取り上げています。この規定に従って対策を実施します。

ダーラム県 Durham countyは｢2004 年法｣に従って、さらにダーラム県

独自の枠組みも作成しなければなりません。経済の開発、事業所誘致、交

通混雑の問題、環境問題など、この地区の実情にあったものを取り込む必

要があります。また、ダーラムは歴史的な街ですから、それを守りながら

開発する方法、周辺の村の問題、街を洪水から守るためにどのようにバリ
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アを建設するかなどなど、この地域特有の問題に合わせたダーラムの方針

が必要になるわけです。現在のところ、県政府 county councilと地方政府

district councilの二つの対策書がつくられています。

県政府 county councilは県のすべてに関して責任があります。主な業務

はゴミと鉱物に関することです。（本を見せながら）これは 2005 年にでき

た法律で、こちらは 2000 年の法律です。これらの法律に従ってゴミや廃

棄物を規制します。具体的にどんなプランかというと、ゴミ処理の問題、

鉱物である岩を道路の建設に利用するとか、石ころはセメントに混ぜて建

物に利用するとかです。炭鉱はすべて閉山しましたが、まだ露天掘りの石

炭が残っていますので、それに関する規定もあります。

地方政府 district councilは、上記以外の他のすべてのことに関して責任

があります。タウンセンター、ショッピング、環境、レクレーションなど

です。レクレーションには、セッジフィールド(Sedge Field 古い街並みの

あるダーラム近郊の小さな町)やティーズデール(Tees daleティーズ川上

流域)などのレクレーション地域が含まれています。2009 年 4 月からは、

新法によって県政府と地方政府は統合されることになっています。

このダーラム市でもいろいろ実現したいことがあります。健康なショッ

ピングセンターを建設し、古いスタイルを尊重しながら新しい街をつくり、

眺望も良くして、交通のリンクをつくるなどです。このために県 county

と地方 districtが一緒にやったほうがいいということです。

Ｑ：シティープランはどの程度の強制力があるのですか？

街づくり計画をする時はまずいろいろな調査 surveyをする必要があり

ます。はじめに街を見て、開発できるかどうか、どういうふうにできるか、

人口、街の経済、環境条件、交通リンク、街を広げたときには何が必要か、

もちろん、業者や住民の声も聞きながらおこないます。もし、開発が可能

だとすると、どれくらいの土地が使え、どこまで開発できるか、などを調

査検討し、それによって街づくりの必要性について申請書 recommenda-

tionを議会 councilに提出します。議会のメンバーがそれ受け取り、どこ

までそれを実施できるかを検討し、決定します。もし、議会が同意すれば、

街づくりと景観デザインの日英比較
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強制買取りもします。しかしながら、計画が議会に承認された段階で、ま

ずは民間との協議 public consultationを実行します。これは広く民間、事

業者、商店に相談し、その意見を聞くことです。まず、そこから始めます。

方法としては、タウンセンターで街づくりの写真や、設計図を展示して住

民の意見を聞きます。一般の住民や業者を集めて夜に討論会を設定した

り、勉強会を設けて話し合ったりします。一般の人たちからのフィード

バック(意見)が必要です。ビラをくばったり、マスコミを使ったり、イン

ターネットでも知らせています。家々のドアにも通知を入れます。柱や店

にも掲示してもらって、慎重にすすめていきます。

もし計画に反対であれば、住民は署名を集めてそのリストを提出します。

それを自治体 councilに提出して無視されたら、直接に国へ訴えることも

できます。ですから、自治体としては、反対があれば、最終決定の前に、

中央政府の総務省 secretary of stateという部署から調査官(インスペク

ター)をよんで、検討してもらいます。この調査官は独立した立場で、その

土地の規制、プランニングシステム、さらに政府レベルでの街づくり指針

を考え合わせて調整にあたります。住民は満足できなければ、何回でも訴

えることができます。同様に自治体も個人と同等の資格で申し出ができる

システムになっています。インスペクターが自治体に同意すれば強制買取

もできます。

迷惑施設の場合、人々はプラン作成段階でも反対できます。反対する人

は、署名を集めてインスペクターに訴えます。プランが決まるまで何度も

反対する機会があります。最高段階は国の機関にアピールすることです。

地域 local community、地方 region authority、中央政府 national govern-

mentの各段階でインスペクターが中立的立場で問題を解決します。

Ｑ：ダーラムのタウンセンターの再開発はどのような手順でおこなったの

ですか？

計画からほぼ 10 年かかって、ショッピングセンターと駐車ビルを一体

的に開発しました。計画にあたっては何度も調査を重ね、国のコンサルタ

ントである CABE(Comission for Archtecutre and the Build Environ-
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ment)という中央政府の建築専門家にアドバイスを受けます。この人たち

は高いレベルの専門家たちです。どのあたりに新しいショッピングエリア

を設けることができるかなど、さまざまな案をつくって、デザイン、機能

などを検討してくれます。どんな開発の仕方があるかを検討した後、民間

の意見を聞く public consultationに入ります。その後で最終的に決定する

わけです。その途中で開発業者 developerによって別のアイデアも加わ

り、それまでの計画に手を加えてようやく建設にとりかかりました。ダー

ラムのような歴史的な街は、いろいろな行政法人 agenciesを招いて話し

合いをおこなわなければなりません。いろいろな提案がなされ、業者や民

間の意見も聞き入れながら最終的な開発計画が決められました。決まった

後で、開発業者とも相談し、開発が始まりました。多くの政府組織、政府

のオフィスも加わり、長期間にわたって話し合いがもたれました。そうし

てやっとマーケット広場(市の中心にある広場)の再開発がスタートしまし

た。

立ち退きになった人たちには、市場の価格に見合った補償をしましたし、

反対して動かなかった地主のなかには強制買取になった人もいるはずです

Ｑ：ダーラム市の駐車場はどのようになっていますか？

現在、ダーラム市の駐車場はすべて自治体 councilのものです。私営で

は維持できないと思います。もちろん、使用者から駐車料金をとっていま

すが、自治体がかなりお金を出しています。マーケット広場のお店は私企

業が所有していて、それを貸し出しています。

Ｑ：ダーラム市内だけにお金をつぎ込むと外部から批判があるのではない

ですか？

はい。ダーラム地区には主要な町が 12 か所あり、どこも開発しようと

しています。それぞれの街の要求は様々で、自治体 councilがそれぞれに

お金を支援しています。いまは、ビッショプ・オークランド Bishop Auk-

landのタウンセンターをかなり援助しています。コンセット Conset、ス

タンリー Stanley、シーハム Seaham(いずれもダーラム近郊の街)はひど

く衰退していますので、新しい道路建設、新しい建物、タウンセンターや

街づくりと景観デザインの日英比較
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ショッピングエリアも新しくしないといけません。

One North East(官民共同で設立した地域振興のための法人)が援助して

いるのは、ダーラムとバーナードキャスル Bernard Castle だけです。ダー

ラム市はこの県 countyの中でもキーになる街なので、特に地域開発公社

と One North Eastからサポートを受けています。

Ｑ：ダーラム郊外のセインズベリー地区の商業開発は、ダーラム市と同じ

要領で計画したのでしょうか？

セインズベリー(Sainsberry 大型スーパー)を誘致したピティーミー

Pity Me地区は郊外の街ですので、それほど難しい問題はありませんでし

た。しかし、もし、Pity Meが栄えるとダーラム市のタウンセンターが衰

退する恐れがあります。数年前までは郊外の開発許可 planning permis-

sionを得るのが容易でしたが、最近では政府がダーラムのタウンセンター

開発を重視し始めたので、郊外の開発は難しくなりました。

Ｑ：日本ではそういう規制がないために、タウンセンターが廃れてきてい

ます。

センターから人がいなくなってしまうかどうか関連審査 sequence test

があります。新しく開発するばあいは、どのように既存のタウンセンター

を維持するのか、交通はどうするのか考えます。政府はタウンセンターが

閑散とならないようにします。ですから、今は、郊外のセインスベリー周

辺の開発は難しくなっています。

Ｑ：ということは、街を大きくせずに、開発に費用がかかってもコンパク

トな街にするということですか？

タウンセンターを広げるのにはお金がかかります。われわれはミレニア

ム計画で新しい劇場などをつくりましたが、街のセンターの中の(バスター

ミナルの近くの)アーケード商店街が空になってしまいました。中心部の

お店がなくなってしまったので、いま優先しているのは、外部を開発する

ことではなく、空になっているタウンセンターを活性化することです。

ノースロード(North Road バスターミナルがある通り)を改良し、いい道

路にしていきたいと思っています。おそらくバスターミナルの位置を変え
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たり、部分的には歩行者天国をつくったりして、バスが街に入れるように

して開発しないといけないと思います。ノースロード通りに並ぶ建物は改

善を待っています。いろいろお金がかかることを One North Eastが認め

てくれ、サポートしてくれています。

Ｑ：アメリカでは、街の中央に広い道路が通っていますが、アメリカの街

づくりと英国の街づくりの違いはなんですか？

われわれは今、2か所で街の開発を考えています。そこでは街の中の交

通量を減らすために、公共交通機関が街に入るようにして、自家用車の量

を減らすことを考えています。人を車から降ろして、歩行者を増やします。

ダーラム市では｢パーク＆ライド｣park and rideというサービスをはじめ、

車を街の外側に駐車してバスで街の中に入るようにしました。われわれは

街をコンパクトにしたいと思っています。車よりもバスと歩行者を増やし

たいと思っているので、街の中にアメリカのような広い道路はつくりませ

ん。

現在では郊外の開発には規制があって、開発は難しくなっています。

ダーラムの街の規模をどうするのか考え、中心地区が衰退しないように郊

外の開発は抑えています。街の中は車のスピードを落とし、交通量を少な

くし、ゆっくり買い物ができるように考えています。アメリカの街づくり

とは違います。

ダーラムには建築規制 building controlがあって、外壁などのプランニ

ングが規制されています。高さ規制は特に厳しくなっていて、これは地域

独特のものです。国の基準ではありません。

ロンドンでは、一部に高い建物が建っていますが、これも政府の建築規

制 national inheritageに従っていると思います。建築規制は厳しいです。

建築規制 building controlでは、断熱や外壁の厚さがなどを定めていま

す。建物の高さについては、周囲の環境をこわさないように、どれくらい

の高さまで許されるか規定されています。ベッドルームと居間で違いはあ

りますが、日照がどれくらい入るかについての規制もあります。

(ダーラム市のランドマークである)大聖堂が各所から見えるよう、建物

街づくりと景観デザインの日英比較
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の高さは厳しく規制されています。これは国で決めたものではなく、ダー

ラム市独自の規制で、かなり厳しいものです。シテイープランナー city

plannerは、ダーラム市 Durham councilに属してはいますが、いまはこの

地域全体をカバーする事務所 district city centreで仕事をしています。民

間の業者にこの建築規制の内容を説明することは、シテイープランナーの

仕事です。

地球温暖化の問題がありますので、将来は、一般の建築規制が厳しくな

ると思います。

エネルギー節約のため、断熱が求められています。近い将来は罰金など

も取られるようになるでしょう。

いま、一番大きい問題はゴミ処理問題です。将来は、(現在やっている)

埋め立てとは違う方法が必要になると思います。

1947 年に法律が変わって以来、街づくりがしやすくなりました。

政府が強くなりすぎると自由がないし、個人が強すぎると都市計画はでき

ません。街づくりには、バランスが重要です。

2 ゲーツヘッドGateshead 市のインタビュー 2008.9.8

Mr. Paul Dowling, Director, Development and enterprise, 2nd floor civic

centre, Regent street Gateshead, NE8 1HH

Mr. Mike Baker Strategic Director, Legal and Corporate Services, 1st floor,

Legal and Corporate Reception, Civic centre, Regent Street, Gateshead

NE8 1HH

インタビュアー 石井秀夫(帝京大学) Mikiko Davies(帝京大学ダーラム

分校)

挨拶、研究紹介の後、ゲーツヘッド市の姉妹都市である小松市の話から入っ

た。

Ｑ：小松市は東京からとても遠いところにあります。

私たちは、まずシャンハイヘ飛んでから小松市に行きました。そのほう
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が随分安く行けます。小松市を訪問したあと、新幹線で京都に行って 3日

間滞在しました。アメリカからは遠いですね。

Ｑ：小松製作所はチェスターリストリート chester-le-street(ゲーツヘッド

市の隣町)にあるんでしょうか？

ゲーツヘッドにあります。よく、小松製作所は chester-le-streetにある

会社だと思われています。というのは、chester-le-streetがダーラムとゲー

ツヘッドの境界に沿うようにありますからね。実は、小松製作所のあると

ころはゲーツヘッドです。（後でわかったこと：小松は地理的にはダーラ

ム州だが、行政的にはゲーツヘッドの管轄内にある。）

Ｑ：小松製作所は、ゲーツヘッドで唯一の日本企業で、いちばん大きい会

社ですか？

はい、日本の会社ではいちばん大きい会社です。しかしながら、ビジネ

スをはじめる人のために設けてあるビジネスセンターには、小規模の日本

の会社も入っています。

Ｑ：Dawlingさんのお仕事は(日本から)企業を誘致することですか？

ゲーツヘッドの小松製作所は、20 年も前からあります。日本の小松を訪

問したとき、日本の新しい鉄道の駅を見学して、われわれが英国でやった

ことと比較することができました。

One North Eastはこの地域が設立した会社でゲーツヘッドだけでなく

さらに広い範囲に企業誘致をしています。また、市場や組織からの投資も

誘致しています。ゲーツヘッド市は One North Eastと緊密に連携しなが

らやっています。

Brough of Gatesheadはゲーツヘッドを中心にした地域ですが、この地

に小松製作所他が工場を建て、またゲーツヘッドが小松市と姉妹都市に

なっていることをうれしく思っています。

Ｑ：英国の都市が美しく整備されているのはなぜでしょうか？

自治体 councilは公の土地(パブリック・グラウンド)に関して、まず、こ

の地域の作戦企画のプラン(Strategic overview plan)という地図(地域設

計図)を作成します。これによりすべての土地や空間がどうなるのかを決

街づくりと景観デザインの日英比較
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めます。(地図に)グリーンで示された部分はすべて公共のオープンスペー

スです。このグリーンスペースは、そのままの形で保護するようにしてい

ます。しかし、グリーンベルト地域、商業地域、住宅、工業地域などに土

地を割り振り、そのプランも作ります。このプランは、最初自治体 coun-

cilが作り、それに住民の意思を投票で反映し、最終的には国の認可を得ま

す。

Ｑ：日本ではオープンスペースに割り当てられたばあい、地主の反対が予

想されますが、そういうことはないのでしょうか？

ゴルフ場の一部は私有地ですが、それ以外はほとんどの土地を自治体

councilが持っており、反対はありません。

Ｑ：プランによって土地の値段が変わると思いますが、自分の土地の価格

が下落することで反対する人はいないのでしょうか？

地主がプランニングし、その許可を申請することもできるし、規制を緩

和するよう申請することもできますが、そのためにはよほどしっかりした

理由や根拠がないと認められません。自治体 councilは土地を十分もって

いますので、計画に反対する人があれば、建物を破壊してでも動いてもら

います。そのほうが問題の解決になります。自治体 council 側も個人と同

様に計画の申請ができます。反対する人の土地を開発したい場合は、自治

体 councilがその人の土地を別の土地と交換してから開発するようにして

います。さらに公共用地 public spaceが必要であれば、強制的な買取もし

ています。個人の利害調整は、未利用地との土地交換や強制買取などで

やっています。

Ｑ：プランは、ゲーツヘッド全体で土地の価値が上がるようにつくるので

しょうか？

主たる理由は、住民の環境改善と産業振興のためです。

Ｑ：大型ショッピングセンターである｢メトロセンターMetro centre｣は、

そこからの税収で住民の税負担を軽くするためにつくったのですか？

開発業者の税金は、商業地開発であれば安いです。しかし、VAT(付加

価値税＝消費税)は地域には入ってきません。VATはすべて中央政府に
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行ってしまいます。メトロセンターを作るメリットは、この地域の雇用が

増えるというだけのことです。

Ｑ：土地に対する税金は、工場の場合とメトロセンターの場合と同じでしょ

うか？

個人の所得税 income taxとビジネスの事業税 cooperate tax(工場やメ

トロセンターなど)は中央政府に行きます。住民税 community taxのみ

が、地方自治体 councilに入ります。

Ｑ：開発業者が、高速道路からメトロセンターに入る取り付け道路を作っ

たのでしょうか？

そうです。自治体は計画時にサポートはしましたが、A1(国道 1 号線)

からメトロセンターへの取り付け道路の建設は、開発業者がプランニング

許可願いを自治体 councilに提出し、自治体の許可をもらうという手順で

おこないます。もしデベロッパーが道路ネットワークの変更を希望する場

合は、その希望を自治体 councilに申し出て、自分でお金を出して道路を

作ることになります。日産の場合など、ときには自治体 councilが道路を

作ることもあります。日産の場合、道路のメインテナンス費用は自治体

councilが負担します。それは公共(パブリック)にとって利益となる会社

だからです。

基本は、公共の道路は公共のお金で作り、私的開発は、私的お金でやる

ということです。

メトロセンターができたことで一部には苦しむ人もいますが、買い物客

は遠方からもやってきており、大きな問題はありません。開発に当たって

は、はっきりした国の方針があって、自治体 councilはそれを考慮しなけ

ればなりません。国は最初、メトロセンターをもう少し小さくしないと、

他の商業地域が衰退すると考えましたが、政府の調査官 government in-

spectorは、地元の要望を聞いて、考え方を変えました。メトロセンター

には、スカンジナビア半島からフェリーでやってくる人々など、世界中の

人が見学に来ます。

Ｑ：何にひかれて来るのですか？

街づくりと景観デザインの日英比較
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設備の大きさ、ショップの数、バラエティー、安さなどです。特に電気

製品がスカンジナビアより安価なので、ここまで買出しに来ます。メトロ

センターは、ヨーロッパでいちばん大きいショッピングセンターです。

Ｑ：アクセスのよさはどうですか？

メトロセンターは A1 とリンクしているので、交通も便利です。これら

のコンビネーションがメトロセンターの魅力になっています。

Ｑ：道路の管理はどのようになっていますか？

A1 は国の道路ですから、国が管理します。取り付け道路は開発業者が

作り、自治体 councilに寄付しました。Ｍロード(高速道路)といくつかの

Ａロード(主要国道)は国が管理しています。A19(最高速度 70マイル＝

112キロの道路)は地域道路です。

Ｑ：道路開発と地域開発は関連してやっているのですか？

インターチェンジもまちづくりの一環として作っています。道路計画に

反対するおもな理由は、生活の仕方が変わる、騒音、景色の変化などです。

土地の値段が下がるから反対する人はいません。

Ｑ：人々は土地に執着しないのでしょうか？

公営住宅(council house)に住んでいる人は土地の値段は関係ありませ

ん。私有住宅の人が反対することはあります。迷惑施設、反対される施設、

たとえばごみの焼却場などは、住民の意見を参考に決めています。

逆に、過開発(over developed)すると、住民が増えすぎ住民サービスが

低下するとか、住宅(residential unit)が不足するなどの理由で、民間の開

発に自治体 councilが反対することがあります。その場合、開発業者は、

国の調査官 planning inspectorに訴えて裁定を仰がなければなりません。

しかし、現在のところ、もっと多くの人にこの地域に住みついてほしいの

で、人口増加に対する制限はしていません。

住宅を作りたい場合は、自治体 councilに学校を作るお金を払わなけれ

ばなりません。でなければ市役所は開発を許可しません。

申請段階で計画をチェックし、これに違反すれば罪になります。特に保

存緑地(グリーンベルト)内に建てたりすれば速やかに壊します。規則に
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従っていない建物は壊すことができます。

Ｑ：日本では、法令内であれば開発業者の土地開発を規制できません。土

地所有者の権利が強く、建物の高さ、建ぺい率、北側斜線などが規制

されている程度です。土地の分割も自由にできます。これに対して、

英国では、開発計画全体がコントロールされている。ここゲーツヘッ

ドでは、建物の規制はどうなっていますか？

建物の建築には厳しい規制があります。デザイン、色、材料、条件、企

画プラン(ストラテジック・プラン)も含めて、ガイドラインがあって、許

可が要ります。許可は、タウンプランナー town plannerがやっています。

私有地であろうと、自治体 councilの土地であろうと、建設には開発計画

許可 planning permissionという法的許可が要求されます。とくに保存地

区には厳しい制限があります。

なにを規制するかを決めた詳細な指針がありますが、それは、住民の意

見を第一に決めます。道路を作り変えるかどうか、あるいは作り変えるこ

とができないかなどもこの指針に示されています。開発計画は、それに

沿ってなければなりません。

Ｑ：ゲーツヘッドは陸屋根(平らな屋根)でもいいのでしょうか？

ここでは、昔から雪のために三角が多かったが、歴史的、気候的に平ら

な屋根も認められてきました。市役所を三角屋根にしているのは、地域と

のマッチングを考えてのことです。でも平らな屋根にも反対はしません。

地域にマッチすればいいということです。もちろん、過去にはいろいろ失

敗したこともありました。

Ｑ：ここゲーツヘッドのランドマークは何でしょうか？エンジェルオブザ

ノース(巨大モニュメント)でしょうか？

ゲーツヘッドは、タインブリッジ(タイン川にかかりゲーツヘッドと

ニューカッスルを結ぶ歴史的な橋)とタイン川沿いの地域が中心です。こ

の地域は、歩行者天国とリンクしています。ゲーツヘッド 19万、ニュー

カッスル Newcastle25万くらいの人口で、ゲーツヘッドにはグリーン地域

が多くあります。これは残さなければなりません。

街づくりと景観デザインの日英比較
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将来の予定として、新しいタウンセンターを計画中です。タウンセン

ターは、歩行者天国、バスターミナル、メトロ駅などを入れてコンパクト

に歩ける街にしようとしています。4年ぐらい先の計画です。ニューカッ

スルのように大きい町にする必要はありません。ゲートヘッドの特徴は緑

が多いことです。古い家をこわして、新築する計画もあります。しかし、

街全体は広がらないようにしています。拡大する必要はありませんから。

Ｑ：高層住宅街はありますか？

川沿いに 60 年代か 70 年代に作った地域があります。その他、ヒルトン

ホテル、スワローホテルが高層建築になっています。

Ｑ：住宅地区がブドウの房状 clusterにできていますが、これはそのよう

に計画しているのですか？

行き止まりの住宅地(コルデサック cul de sac)は、1970 年代には作りま

したが、街があまり発展しませんでした。そのため現在では道が突き抜け

るようにつくっています。閑散となりすぎたので、通り抜けられるように

しました。

Ｑ：通過交通はどうしているのですか？

A1 が渋滞してきたため、将来は A1 のバイパスを作って通過交通をさ

ばくように考えています。また、現在の片側 2車線を 3車線にするなど、

道路車線を増やすことも考えています。

住宅地のスピード抑制は、道路バンプ bumpsやシケイン chicane(わざ

と道路を狭めて速度を遅くする障害物)などを作ってやっています。

Ｑ：ゲーツヘッド市内を通る A167 は通過道路ですか？

この道路は、信号を設置して速度を抑制しています。時速 30 から 40マ

イル(48から 64キロ)に制限しています。ここ以外は、市内は 20マイル

(32キロ)までの制限を理想にしています。

ダーラムとニューカッスルの間の交通には、A167 は使わず、なるべく A1

(制限速度 70マイ＝ 112キロ)を使うようにしています。

Ｑ：ゲーツヘッドにもアーバンプランナーはいますか？

ゲーツヘッドにもいるし、自治体 council内にもスタッフはいますが、
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大きな計画があるときは、アーバンプランナーを雇って計画することもあ

ります。開発業者がアーバンプランナーを雇って計画し、それを市が審査

することもあります。アーバンプランナーとシティープランナー、タウン

プランナーは同じです。アーバンプランナーは、細かいこと、例えば空間、

デザイン、材料などに関わります。

Ｑ：シティープランナーの資格と権限はどのようなものですか？

大学でタウンプラナーや環境学の卒業資格 degree、あるいは大学院修

士の資格masterが必要です。募集すると、大体 10 人くらいが応募してき

ます。現在ゲーツヘッド市には 30 名くらいのプランナーがいます。

Ｑ：アーバンプランナーは許認可権を持っているのですか？

増築などの場合は権限を持っています。2段階の決定(許可の与え方)が

あって、大きな決定は、地域で選ばれた議会 councilがメンバーである委

員会 committeeでします。小さなケース、例えば家の増築の程度は、われ

われのプランナーがコントロールします。問題が解決できないときは裁判

になることもあります。

3 Hartlepool 市インタビュー 2008.9.10

Richard Waldmeyer, Team Leader Planning policy & Information,

Hartlepool Borough council, Brayan Hanson House, Hanson Square

Hartlepool TS24 7BT

インタビュアー 石井秀夫(帝京大学) Mikiko Davies(帝京大学ダーラ

ム分校)

Ｑ：国が地方に示している街づくりの指針とはどういうものですか？

過去 60 年の歴史をふりかえってみると。1947 年法まではゆるかったの

ですが、1948 年から急に国がコントロールしはじめました。それでも

1984 年法までは地方自治体の自主性が認められましたが、次第に中央集権

化して、数年前からは国の力がたいへん強くなりました。

Ｑ：どういうことを規制しているのですか？

街づくりと景観デザインの日英比較
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日照、建物の大きさなど具体的なものより全体的なものを規制していま

す。1947 年法までは土地を掘ったり、建物を建てたり、家屋の使い方の変

更(例：家を店にするなど)比較的自由であったのに、1947 年法から急に厳

しくなりました。

その後、一般の家から商店に至るまで次第に規制が厳しくなり、計画段

階での許可 planning permissionが必要になりました

数々のルールがあります。多くは、周囲の環境との調和を考えたもので

す。例えば、すでに家が建っているところに新築する時には、すでにある

家の居間の窓と新しい家の窓との間隔は 20メートル以上離さなければな

りません。ロンドン中心部ではもっと狭くても大丈夫です。都市で新築す

る場合、このルールを守らせるようにしていますが、20メートルまでは必

要ないし、すでに建っている建物には要求できません。このルールはそれ

ぞれの地域で決めます。

中央政府と地方自治体では、決めることが違います。すべての開発には

開発許可が必要です。まず、選挙で選ばれた議会 houseが方針 policyを作

ります。いろいろなことがありますから、これまで 15 年間は、国とは別に

定めたローカルプランにしたがってやってきました。しかし、政府の法規

には従っています。大枠は国のポリシーに従いながら、細かなことはロー

カルで決めるということです。国は、広い見地からプランを検討する。た

とえば地方が Tesco(大型スーパーマーケット)の進出に対して何度 Noを

言っても、国が Tescoのプランを認めることもあります。

国と地方の考え方が食い違ったとき、裁判に訴えることができます。こ

ういうことはよほど重要なことでないとやりませんから、めったにありま

せん。莫大なお金がかかりますから、たいていの場合は中央に従います。

ローカルと中央政府とではやはり中央政府が最終的な力をもっています。

また、地方自治体の新しいプランに住民が反対して、中央政府に訴えれ

ば、中央政府が調査官 inspectorを送ってきて、たとえ地方政府が反対し

ても最終的にはその判断で決まります。

2004 年には、緑地帯(グリーンコリドー)に家を建てる必要性を強く感じ
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たのですが、中央政府と衝突してしまいました。地域の人々もそこに家を

望んでいましたが、国のインスペクターが調べて許可しませんでした。イ

ンスペクターは、グリーン地区は昔から使わないことになってるのだから

農地のままにして、すでに家が建っているイエロー地区(住宅地)に建てる

ようにということでした。

Ｑ：農地をもつ地主が建築を要求することはないのですか？

ローカルのマスタープランがあって、この中でしか建築は許されません。

その境界線の外側を開発することは許されていません。農地の転用は、認

められません。

Ｑ：日本ではお金儲けのために郊外に家を建てる結果、街の中がからになっ

てしまう。土地でお金儲けはできないのですか？

15 から 20 年の間は、この計画を変えることはありません。市街地の外

の土地は開発できないので、それほど土地の値段は高くないはずです。し

かし境界線のすぐ外側を、数年後に開発できることを予想して業者が買取

り、20 年ぐらい保持しておくかもしれません。

Ｑ：安く買い取ってあとで高く売るということですか？

農場はその値段の動きをわかっているので、安くは売りません。高値で

す。開発業者は土地を買っておいて、そこを開発できれば、儲けることは

できます。

Ｑ：固定資産税は、土地によって違うのですか？

地方税 council taxは家に対してだけかかり、ゴミ処理や学校の費用に

使います。

農地には税金がかかりません。庭が広くても税金はかかりません。税金

は、土地の広さとは関係ありません。国は、一度固定資産税的なことをや

ろうとしましたが、うまくいきませんでした。キャピタルゲイン(資産売

却所得)には所得税がかかります。開発利益は、所得税になります。

Ｑ：もし発電所ができて土地の値段が下がるようなばあい、地域の住民は

反対しますか？

はい、反対します。

街づくりと景観デザインの日英比較
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Ｑ：そういう場合、どう調整するのですか？

地域計画は、中央政府の計画に従います。中央政府は、家や工場の開発

ルールをつくります。このルールは 25条(項目)ぐらいありますが、政府

はたえず更新しています。開発は、政府のナショナルプランに沿って進め

られます。たとえばタウンセンターには重要施設をたくさん配置し、強い

街にしなければならないなど、国は、ガイドラインを示しています。

Ｑ：ロンドンのような人口急増地域で急に学校が必要になった場合はどう

しますか？

やはり、ルールに従います。民間は開発計画に反対する事ができます。

反対がある場合は、インスペクターを呼んで解決します。重要な問題は、

直接、中央政府に行きます。大きい問題であればあるほど地方より中央に

力があります。原子力発電などの重要な開発は、直接、中央へ行きます。

ヒースロー空港は反対者が多く、調査 inquiryに 5年もかかりました。

結局、政府がまちがいに気づき、緊急に境界委員会 border commissionに

決断させました。

Ｑ：日本では、40 年もかかって成田の 2本目が完成しません。強制買収の

制度もありますが、日本ではめったに使いません。

英国では最終的にはすべて強制買収です。1960 年末か 1970 年にかけて

原子力発電所がハートルプールに作られたとき、人々は最初歓迎しました

(現在 500 人が雇われている)。仕事が増え、お金が落ちるので反対する人

は多くありませんでした。現在 2基目の計画がありますが、これで終わり

というわけではありません。いずれ、住民に賛否を聞くことになります。

今のところ住民からの強い反対はありません。ほとんどの原子力発電所は

郊外にありますが、ハートルプールの場合は民家に近いので多少心配です。

反対のおもな理由は、安全と放射能です。そのほかには、この地域には

化学物質、石油工業があるので、事故の心配があるということです。健康

と安全の問題です。住民からの意見聴取 public consultationをやったと

き、発電所の隣の住民が反対しました。危険なものが外から来れば、だれ

でもそれを取り除こうとします。原子力より大きな問題は、この近辺にア
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メリカなど外から船で持ち込まれる危険物や船体の解体時に出るアスベス

トやリサイクル物のほうです。

Ｑ：具体的な建築規制はどのようなものですか？

われわれのところでは、保存地区(歴史地区)が少しあり、そこには規制

があります。でもペンキの色や小さい増築に規制はなく、自由です。窓を

変更する時、窓の枠の材質とか屋根などには規制があります。ダーラム

Durhamやヨーク Yorkのような歴史のある街とは違います。

保存地区には、収入の低い人が多いので、政府から出る維持費を住民に

回しています。

歴史保存地区では、プラスチックの窓枠はだめで、木の窓枠にしなけれ

ばなりません。保存地区では、貧しい人たちは保存のための補助金をもら

えます。

Ｑ：現在のハートルプールの開発状況について教えてください。

最初、テスコ(Tesco大型スーパー)が進出を申し出てきましたが、われ

われは反対でした。すでにタウンセンターがあり、そこにお店が入ってい

るので、テスコにはタウンセンターの近くではなく、少し離れた所を薦め

ました。しかし、中央政府が許可してしまい、タウンセンターの近くにテ

スコができてしまいました。

また、国は開発公社を作って港のあたりを買い取り、そこを開発しまし

た。そこにはお店とともに、大きなアスダ(Asda大型スーパーマーケッ

ト)を誘致しました。既にタウンセンターの中に小さいアスダがあるので

これにも反対しましたが、開発協力センター develop co-operation centre

が大規模のアスダを置かないといけないというので、地方政府は仕方なく

受け入れました。そのため、数年まえからテスコとアスダの両方がありま

す。

その後、モリソン(Morrison大型スーパー)が進出してきました。タウ

ンセンターの外側にあった犬のレース場が長い間空地になっていました

が、モリソンがその土地を買い取って開発しました。われわれとしては空

地のままにしておくよりはいいのでないかと考えて受け入れました。とこ
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ろが、モリソンに入るための取り付け道路によって歩行者が不便になった

という問題が発生しました。そのためモリソンには代償を払ってもらっ

て、住民のためになるよう使いました。

われわれのおもな目的はタウンセンターを活気に満ちたものにすること

です。中心市街地が空洞化しないように、さまざまな工夫をしています。

街が広がらないように、街の外縁を決めるだけでなく、タウンセンターも

コンパクトにするようにしています。適切なサイズの限られた土地のなか

に建物をまとめて建て、ちょうどいいサイズの街を作るようにしています。

タウンセンターは歩ける範囲であることが中央政府の条件です。中心か

ら歩ける距離(300メートル)のなかに施設が入るように政府は指針を出し

ています。アメリカのロスアンゼルスやワシントンとは街づくりの考え方

が違います。車での移動を少なくして、公共交通機関を使って街に入れば、

その中は歩けるようになっています。

駐車場も自治体が整備しています。駐車場は儲かりませんが、街を活性

化するためには駐車場が必要です。本来なら公共交通機関を利用してほし

いのですが、駐車場をつくり駐車料金を安くして来やすくしないと、ストッ

クトン(近くの町)やメトロセンター(近くのショッピングセンター)に人を

取られてしまう恐れがあります。

商店を散らさないでタウンセンターに集めコンパクトな街にすること

は、車の交通量を減らすことにもなります。地方政府にとっては駐車場も

収入源です。広い道路に歩道をつけて、タウンセンターに安全に入れるよ

うにもしています。

Ｑ：ヨーク Yorkの外周道路 ring roadのような考え方は、この街にはない

のですか？

大きな通りが街の中に入っているので、そういう計画はありません。

Ｑ：リングロードは国の指針になっているのですか。

そんな指針はないと思います。1960 年代はニューカッスルでも車を

もっている人は少数でした。長い間 40 パーセンぐらいでしたが、今では

50 − 60 パーセントくらいの人が車で来るようになりました。
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街の周辺のグリーンベルト(緑地帯)は残すようにしています。公園とし

て使っている部分もあり、川もあります。車で入れるようになっています

し、駐車場もつけてあります。新しい家もありますが、中心の緑地は保存

しています。1950 年代に公共用地として買って、学校などに使うつもりで

した。それをそのまま残して住民がイベントに使えるようになっていま

す。

街の中にも空き地はありましたが、いまでは次第に家が立て込んできま

した。ラッキーなことに、ハートルプールにはオープンスペースだけでな

く、海岸沿いに土地があります。そこは、ハートルプール市が海岸や波止

場のある魅力的な観光地として開発しました。この土地に、工場、商店街、

ビジネス会社などを誘致し、一部は歴史ある波止場として博物館などをつ

くり守っています。ハートルプールには炭鉱はありませんでしたが、主要

産業は近くの炭鉱から出る石炭を輸出することでした。また、木材を輸入

していました。

Ｑ：日本の街はアメリカと同じで全部十字路になっていますが、住宅街の

街路がカーブしているのはどうしてですか？

時代によって開発のファッションがあります。1880 − 1900 年くらいは

まっすぐの道路でした。1930 年代はたくさんの家を建て替えました。

1950 年代には大きな通りを作りました。現在は、住宅街の道路を狭くして

います。曲がりくねった cul de sacはアメリカとは違います。カーブして

いるのは、少し前に作られた街で、交通事故や犯罪者が入ってこないよう

にするためです。

開発業者がデザインする段階で警察が加わることもあります。国の指針

にはありませんが、地方の指針で警察を入れています。

街のデザインは、街の必要によって違います。犯罪防止、ノスタルジッ

クな趣味などもあると思います。環境指針 general environment policyに

は外から見た感じ、周りとの関係、騒音、振動、プライバシー、景観、光

公害などあって、すべて考えて街づくりをしています。増築に関しての指

針も詳細に記してあります。

街づくりと景観デザインの日英比較
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Ｑ：防犯カメラはあるのですか。街の状況はどうですか？

CCTVカメラはたくさんあります。例えばモリソンは、(進出の見返り

に)町全体にカメラを取り付けて期限つきで(例 10 年間)維持費も払ってい

ます。プライバシーのためにカメラ設置に賛成しない人もいますが、多く

は賛成です。

移民は、インドやパキスタンから入っていますが、ハートルプールの街

は他の街から離れていて小さい街ですから。移民問題は大きくはありませ

ん。アジア人地区(おもに中国人)、インド人地区などが少しある程度です。

宗教は、アイルランド人が造船業でたくさん移ってきたのでカトリック

は多いと思います。プロテスタントがいちばん多く、アイルランドとの関

係でカトリックも多いです。(カトリックの嫌う)火葬は次第に増えてきま

した。カトリックでも火葬する人はいます。環境問題やガスのことを考え

て、火葬はよくないと思う人も出てきています。最近は土葬のための墓地

不足の問題が出てきています。そのため土葬でもお棺を紙にしたりしてい

ます。火葬しなければならないという法律はありません。

Ｑ：人口についてはどうですか？

ハートルプールの人口は、1966 年がピークで 10万人です。それからは

減ってきました。家は建て続けてきましたが、人口は減っていきました。

ここ 2年ぐらいは独身の人や離婚した人がもどってきたので微増していま

す。もっと増やすためには、家が足りるかどうか確認しないといけません。

目標は、現在の人口を維持することです。

他の町の仕事や給料にひかれて、町の人口は流失傾向です。北東イング

ランド全体が、同じような問題を抱えています。

Ｑ：ゴミの分別はどうなっていますか？

中央政府は、ごみの埋め立てをやめさせようとしています。ハートル

プールでは、一部は燃やして、一部は山に埋めています。ハートルプール

にはごみ埋め立て場はありません。

分別については、一般ゴミ、庭のゴミ、ガラス、プラスティック、段ボー

ルなどに分けています。住民は、一般ゴミは毎週、木に、芝は 2週間に一
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回出します。紙、ビン、カンなどリサイクル品も分けています。

Ｑ：日本の街づくりは、土地が狭いにもかかわらず無計画です。英国は計

画的ですね。

モリソン、テスコ、セインズベリー、アスダ(いずれも大型スーパー)は

力のある開発業者です。テスコは拡大するために、自治体にお金を支払っ

ています。テスコはダーリントンに進出したいので、市庁舎を寄付したい

と申し出ています。

4 アーバンデザイナー会社社長 Peter Owens 氏インタビュー

2008.9.9

Mr. Peter Owens, Managing Director of Colour Urban Design Limited,

Milburn House, Dean Street, Newcastle upon Tyne NE1 1LE

インタビュアー 石井秀夫(帝京大学) Mikiko Davies(帝京大学ダーラム

分校)

通訳 高梨友佳子 urban designer of Colour Urban Design Limited

Ｑ：英国で公共性はだれのものか、どう管理されているのかを知りたいの

で教えてください。たとえば景観、空気、水、地下水など、本来公共

的なものはどのように扱われていますか。とくに街という公共的なも

のが、どのようにつくられているのか(街づくり)についてお聞かせ下

さい。

国立公園、あるいは特別景観地域に指定されている地域は、景観が優先

的に保護されていて、開発業者は手をつけられません。それ以外は法律で

守っています。

Ｑ：日本の場合、公共的な利益はほとんど守られずに、ひどい状態にあり

ます。成田空港 40 年とかごみ屋敷問題など、個人の権利が守られす

ぎている問題があります。

プランニングシステムが違うのではないですか。環境評価 environment

assessment があって、地方自治体 local government が、開発規制 de-

街づくりと景観デザインの日英比較
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velopment controlを作って、保存すべき優先順位を決めています。

開発業者が開発するときには、環境評価が義務付けられています。開発

によって景観がどう変化するのかの景観調査 view studyをやらなければ

なりません。

Ｑ：日本の場合は、公害、騒音、保護動物などは環境評価されますが、景

観は保護対象には入っていません。

どこまで保護するかは、地方自治体が優先順位を決めます。環境評価は、

開発時に必ず付けなければなりません。アセスメントのやり方は、景観研

究所 Institute of Landscape designがインターネットでやり方を公開して

います。生態学的側面、景観的側面などから 5年 10 年 20 年単位でどう変

化していくか説明しなければなりません。

この景観研究所は、政府から独立した組織で独立行政法人です。この法

人が、環境アセスメントのガイドラインをつくっています。景観が変わる

ことは、Impactという章で紹介されています。開発前と、開発後の景観の

変化を Impactとして評価します。そして景観が変わることが有害かどう

かをみます。Impactがプラスかマイナスかを評価するわけです。

Ｑ：日本では、美観は個人によって違うという理由で、役所は介入できま

せん。英国ではなぜそれができるのですか。

景観研究所が 100メートル先から見た景観はどうか、1キロ先から見た

景観はどうかを評価する方法を決めています。だから規制に法的拘束力が

あります。英国の美しい景観は、公共的なものと考えられています。

Ｑ：開発できない地域からの不満はないのですか？

郊外 countrysideで価値がある土地は、すでに法的に開発が規制されて

います。これまで郊外と市街地は別々に管理されてきました。これだと郊

外が発展しないということで、最近では郊外にも企業が入ってくるように

なりました。今は、世界的にみると人口の半分が都市部にすんでいます。

都市部の人間をどのように自然と結び付けるのかが問題です。

Ｑ：国立市では開発業者が、利益を見込んで高い値段で土地を買い入れま
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したが、あとから住民の反対で高さが制限されてしまいました。イギ

リスにも同じような例はあるのですか？

ダーラム市で許可なしに家を建て、市が家を壊したことがありました。

英国でも、開発が許可されないリスクはあります。だから、建築家を雇っ

て周辺とマッチした開発が必要になるのです。

Ｑ：日本では役所に権限がないから、景観の規制はできません。ミニ開発

も阻止できません。

英国では日本の景観研究を勉強しています。日本の新しいデザイン、古

い街並みなどの本を買っています。その日本が景観問題を抱えているのは

興味深い。

イギリスの立場は、開発してもいいが、その方向づけをしましょうとい

うことです。カントリーサイドエイジェンシーという政府直結のお役所

が、国土の各地方を特徴づけたレポートを書いています。たとえばニュー

カッスルの特長は、丘があり谷があるということです。たとえば地元産の

石を使うという規制は、このレポートに基づいています。地元の産業を反

映したようなプランニングをしましょうということが推奨されています。

Ｑ：農地を商業地にして価値を高めたいという願望はないのですか？

英国にもその問題はあります。政府が、ガイドラインを出した後に、自

治体が、開発計画 unitary development planを出します。これは 5年、10

年ごとに改定されます。審議会 planning committeeが申請を審査して要

望を付け、開発を許可します。一度拒否されても、再度アピールすること

ができます。

Ｑ：日本は土地が細分化されていて、それぞれの地主の所有権が強いため

に地域を一体で開発するようなことは少ないです。鉄道会社の住宅開

発や開発許可を得て開発する場合など、例外的に一定地域を開発する

ことはあります。

われわれは、ヒグチタダヒコ（樋口忠彦京都大学教授）のデザインをた

くさん学んでいます。いまわが社がやっているのは、ハートルプールの海

街づくりと景観デザインの日英比較
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岸地区のデザインです。(図面を示して)これが新しい提案です。工場跡地

で犬の散歩などに使われている大きな芝生の広場をこのような感じで、住

宅地区と商業施設を混ぜて提案しましたが、グリーンスペースを作るよう

に審議会が要求してきました。それに対してわれわれは、グリーンスペー

スは、寒いし風も来るので、このようにビルに囲まれたスペースの方が快

適であるとアピールしました。

グリースペースを補てんしなさいという要求に対して、できることは 3

つあります。オープンスペースを残して住宅を開発する。これはやりたく

ない。2つ目はアピールする。これが許可されるには 2カ月くらいかかり

ます。もしそんなに待ちたくないなら、3つ目は、ここだけ新しいプラン

ニングを作り直して、以前のものよりいいということをアピールします。

審議会がアウトラインと個別デザインに深くかかわっています。全体の

デザインが承認されても、個別のデザインについては、それぞれの建物と

その周辺の景観が個別に審議会によって審査されます。

Ｑ：住宅地のデザインが行き止まりになっているのは、なぜですか。

道路を抜かないことで、住宅地に使う土地をたくさん確保するためです。

郊外の炭鉱住宅地が行き止まりではないのは、1920 年とか 1930 年代とか

の古いアイデアだからです。以前は効率的につくるために、cul de sacは

考えなかった。その後、誰もが庭をもって快適に住むために、このような

デザインになりました。

Ｑ：通過車両を入れないとか犯罪予防の考え方はありますか？

あります。子どもが車のあまりこない、スピードの遅いところで遊べる

とか、静かな環境で生活できるという考え方があります。

Ｑ：一軒ずつ垣根で囲うことはできるのですか？

それはできます。しかし、cul de sacでは、垣根を作らずに完全にオー

プンにしている。道路とオープンスペースをコミュニティの敷地として使

うようになっています。

車の速さによって、地元住民が相互にどれだけ知りあっているかという

研究もあります。アーバンデザイナーが勝手にデザインしているのではな

− 96 −



く、街を使う人のためにアーバンデザインはあります。

Ｑ：日本では、道路が街の中を突き抜けていて、コミュニティができにく

いようになっています。

最近はイギリスでも、行き止まりレイアウトは古くなってきています。

ストレートラインの方が、デザイン的に強いデザインである。そのように

変わりつつあります。

歴史的な都市から学ぶこともありますが、われわれが注目しているのは、

仕事場からも学校からも｢歩ける街｣です。いまアーバンビレッジという考

え方が広がっていて、大きな街を広域的につくるのではなく、街の中にい

くつかのコアをつくって、そこにお店、コミュニティーセンター、公園、

グリースペースなどのコミュニティースペースを作ります。

Ｑ：日本では、車が歩行者をはねてしまう事故も多く、お年寄りが歩ける

街がないなどの問題があります。

イギリスでも事故が多かったので、石畳にして車のスピードを落とし、

事故を減らしています。カーライル Carlisle(西海岸の都市)では、昨年、

洪水で信号が機能しなくなりました。そしたら、交通事故が無くなった。

今ではまた元通りになってしまいました。

Ｑ：日本では、住宅地と通過道路の区別がないから、事故も多いし渋滞も

激しい。

われわれのプランでは、住宅街と大きなラウンドアバウト round about

(ロータリー式交差点)を結ぶ道路は車の通行が多いので、ここを石畳にし

て車の速度を遅くしようとしています。

Ｑ：日本では外周道路 ring roadという考え方もありません。

リングロードのある街では、その内側と外側で都市の性格が違います。

リングロードによって、都市の拡大を防ぐこともできます。ハイウェイデ

パートメント(自動車道路局)にも言い分はありますが、そこは道路しか要

求しません。道路課の人は、道路の最低限しか設計しないから、街全体を

デザインするアーバンデザイナーの方が力は強いのです。

街づくりと景観デザインの日英比較
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5 アーバンデザイナー高梨友佳子氏インタビュー 2008.9.7

場所：Newcastle Vermont Hotel

インタビュアー 石井秀夫(帝京大学) Mikiko Davies(帝京大学ダーラム

分校)

アーバンデザインは芸術系学科であり、工学ではありません。工学とデ

ザインの境界領域です。

建築許可を出す行政側にも、アーバンデザイン出身者がいるから行政とも

話は通じます。

街をデザインする上での重要な 5要素があります。われわれはそれを考

えながら都市デザインをしています。

①ノード node：人が集まる空間 カフェ、公園など

②エッジ：ヨーロッパは壁構造の建物なので、壁に囲まれた空間があるこ

と

③パス：道が通っていること

④ランドマークがあること

⑤地域 Districtの単位があること・・・都市の外縁があること、です。

Ｑ：商業地域のデザインは何が基準になるのですか？

商業地域にプライマリーリテールエリア(コアになる商業地域)とセカン

ダリーリテールエリアがあり、まずそれを決めます。そのほかに歴史的に

重要な地域や文化的に重要な地域を商業地域に組み込むこともあります

が、その場合は、きびしい規制を受けることがあります。

エリアの決定は地方政府 local governmentがおこないます。こういう

ことを決めるのはシティープランナー city planner(都市計画課のひと)で

す。シティープランナーはアーバンデザイナーと共通する分野の仕事をし

ています。シティープランナーの仕事は、法的な拘束力のある文書をつく

ることと、街づくりをコントロールすることです。道路の幅などの決定は、

道路課(ロードエンジニア)でおこない、エンジニア学科出身者が合理的に

機能的に安全な基準を作ります。
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シティープランナー(都市計画課)は、アーバンデザイナーのような美術

分野の人ではありません。これはアーバンデザインよりずっと古く、ビク

トリア時代からありました。大ロンドン計画のように産業革命で町が大き

くなってきたときに、グリーベルトなどを計画しました。職種としてのシ

ティープランナーが出てきたのは、最近 5 から 10 年くらいの間です。

シティープランナーは工学系、アーバンデザインは芸術系です。シ

ティープランナーが、合理的･機能的基準に基づいて、法的に拘束力のある

その地域で有効な計画文書を作ります。

国は、こういう風に街づくりをしましょうというガイダンスを作ってい

ます。ガイダンスは、デザイン業者も見る機会があります。English part-

nership という独立行政法人がガイダンスを作っています。場作りやグ

リッド grid(道のデザイン)にはどういうものがあるかとか、人口密度に

よってどういう住宅の形があるかとか、日照の話もあります。これは民間

のデザイナーとシティープランナーのガイダンス本になっています。自治

体はこれを基準に、人口密度による住宅の形、グリッドという道路の形、

ランドマークの作り方、駐車場の作り方などを計画します。

Ｑ：土地所有者の権利はどうなっていますか？所有者が反対したらどうす

るのですか？

英国では、反対があっても無視するという話です。英国では、土地に建

つ建物の使用権がある程度で、土地所有という観念がありません。だから

土地だけを譲るようなことはありません。英国の大地はもともと女王陛下

のものです。人々にはその使用権があるだけという考え方です。公共に

とって必要であれば私権は制限されます。

反対がある場合、最終的には、裏金などで解決する場合もあります。裁

判になっても、公共の利益という考え方が優先されます。

発電所などの建設は、地方政府ではなく中央政府が責任をもつように格

上げしました。このようなものを建設する場合、公共の利益 public be-

nefitが前面に出ます。しかし、ヒースロー空港の第五ターミナルは 5 年

か 10 年くらいもめています。

街づくりと景観デザインの日英比較
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駐車場整備については、整備基準があり、都市計画課の中に駐車場の担

当があります。施設に対する駐車場の数とか、6パーセントは障害者用に

などの基準です。駐車場整備のために、土地の強制買収もあります。

迷惑施設や商業施設の開発に際して、市役所が強制買収して別の会社に

デザインさせることもあります。英国では裁判になる例は多いです。

Ｑ：都市の真ん中に駐車場をたっぷり造るのはどうしてですか。

市は、駐車場の数を施設に強制します。さらに市が駐車場を整備するか

らです。

Ｑ：緑地帯 green fieldはなぜあるのですか？

パブリックスペースとしてグリーンフィールドがとってあります。そこ

は多目的広場になっています。一人当たりどれくらいの広さの固い表面の

広場と芝生の広場が必要かなどの規定があります。広場をつくることが、

街づくりの一部に入っているのです。

道路沿いのグリーンは、グリーンバッファという騒音、安全性などのた

めに低木などを植えてある地域になっています。日本は真ん中にグリーン

がありますが、英国では、真ん中にではなく、両側にグリーンがあります。

Ｑ：スーパーマーケットは、どのように計画されるのですか？

スーパーマーケットの誘致は、お役所と地域の審議会のメンバーが計画

します。安売りスーパーにするか高級スーパーにするかなども審議会が決

めます。テスコは安物、アスダ安い、セインズベリーは少し高級のイメー

ジがあり、どのスーパーを誘致するかは審議会が決めます。

テスコエクストラという特大バージョンのスーパーが進出すると、地域

の商店が成り立たないので、計画を縮小したこともあります。テスコはイ

ギリス人が使うお金 8ポンドのうち 1ポンドを占めるという話です。

ダーラム近く Pity Meのセインズベリーは、商業地域というブロックを

作って、そこに商店を誘致しました。メトロセンターは、建築家がデザイ

ンするときにスーパーの要望も入れて設計しました。A1 からメトロセン

ターへの進入路は、アーバンデザイナーが計算して設計したものです。

道路税は、車一台につき年間 2万円くらいで、納付した車にはステッカー
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が張ってあります。車の持ち主が、車 1台ごとに払います。イギリス国内

のみ走れるステッカーとヨーロッパを走れるステッカーがあります。

農地の転用許可などのゾーニングは地域で決めます。

グリーンベルトは、都市の無秩序な拡大を防ぐために絶対壊してはいけ

ません。地域ごとにデザインコードがあります。たとえば地元産の石を壁

に使うとか、煙突をつけるとか、デザインコードに書いてあります。色や

素材は地域によってちがいます。イギリスの街づくりは、歴史遺産から始

まります。歴史との関係が重視されるのです。日本では、京都でもこのよ

うなものはありません。

Ｑ：電柱地中化はどのようになっていますか？

英国では、電気のケーブルを引き込むときは、日本の水道の引き込みと

同じようにおこないます。歩道幅が 2メートルでも 1.5メートルでも電線

の地中化はおこなわれます。地元が電線地中化のお金を負担しています。

ロンドンの下水は、もともとコレラやペストなどの疫病対策のために

作ったものです。ロンドン大火のあと、下水の地中化ができました。

Ｑ：シティープランナーとはどういう人たちなのですか？

シティープランナーは、求人広告(ジョブウェブサイト)を見れば分かり

ますが、お役所の職種で、シティープランナーの資格を持った人だけがな

れます。その人たちは大学の学位をもっています。

アーバンデザイナーも大学の学位をもった人だけがなれます。英国で

は、大学が専門学校のように職業と結びついていて、就職するときは大学

の成績が大いに関係します。ファーストクラスか、次の A1クラスでない

とその仕事には就けません。卒業成績が仕事と直結します。医師国家試験

に似ています。これが社会階級と関係しているのです。アーバンデザイ

ナーとして日本人の私を雇うためには、どうしても他に適任の人がいない

ことを証明するために新聞広告を出す必要がありました。

Ｑ：住民意思はどのようにくみ上げているのですか？

住民意思の吸い上げは 3種類のルートがあります。

建築計画があると、

街づくりと景観デザインの日英比較
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１ 近所の住民に手紙を出す

２ そこに張り紙をする

３ 新聞に広告を出す、の 3種類のルートです。

計画が気に入らない住民は、役所に電話できますがほとんど相手にされ

ません。

Ｑ：審議会とはどういうものですか？

コミッティー(審議会)のメンバーになるには、労働党のメンバーでない

となれません。現在は労働党政権ですから労働党です。そういう人たちが

開発許可を出します。

Ｑ：英国では個人の権利が制限されることに抵抗はないのですか？

それは、公共利益の優先、土地に対する執着のなさ、裏金などによって

解決されています。

デザイナーセッションに住民を呼ぶこともあります。

日本では土地の値段が下がるから反対しますが、英国でも同じようなこ

とはあります。高速道路の横の土地の値段が下がるなどはあります。

Ｑ：違反に対してはどのように対応しているのですか？

建築中の工事差し止めはありませんが、許可を出してないのに工事が始

まってしまった場合は取り壊しがあります。

Ｑ：住宅街が行き止まりになっているのはどうしてですか？

住宅地の行き止まり dead endや cul de sacは、デザイン上の安全のた

めに、デザイナーがおこないます。最近は、わざわざ木を植えて道路を曲

げて車の速度を落とすデザインが取り入れられています。

「住民との協働 Shared service」といって、住民との対話のなかで、都市

計画が作られます。

住宅街の計画 Home zone schemeを作るときは、わざわざ夜に住民との

対話をおこなって、安全な道路を作るようにしています。

クラスター形式(ブドウの房状)の住宅街は、住宅街から幹線道路に合流

するとき、スピードの違いがあって危ないという欠点もあります。

Ｑ：最近の住宅建築はどのようなものですか？
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最近は、伝統的なテラス住宅(棟割り長屋)はなくなってきました。それ

に代わってタウンハウスといって 2階、3階、4階建ての住宅で、各階に住

宅が入っていて、家族用であれば内階段でつながった住宅を組み込んだ建

物を作るようになってきました。

住宅には、デタッチト(一戸建て)、セミデタッチト(二戸建て)、テラス、

タウンハウスなどの住宅があります。高層住宅は海沿い、川沿いには建っ

ていますが、そのほかではあまり建てなくなりました。これまで高層は、

低所得者用住宅でした。

Ｑ：土地利用規制はどうなっていますか？

土地用途規制は、プライマリ・リテールエリア(主要商業地域 A1)、セカ

ンダリー・リテイルエリア(第二種商業地域 A2)などの全体図をプラン

ナーが作ります。デベロッパーは、その全体図に基づいて町のなかに商店

を配置します。

Ｑ：監視カメラ、ネイバーフット・ウオッチ(高齢者訪問)、自治会はどう

なっていますか？

監視カメラは、街じゅうにあり、カメラマップが売っています。ネイバー

フット・ウオッチは、チャリティーがやっているものです。日本の自治会

のようなものはありません。

そのため、住民に行政の方針を知らせるには回覧板ではなく、新聞広告、

たて看板、手紙で知らせます。

Ｑ：社会的企業 Social enterpriseはたくさんあるのですか？

Social enterpriseという、公共用地をボランティア組織に貸し出すやり

方はあります。

ロンドンのウエストエンドでは、高架下を民間のチャリティーに貸し出

してコミュニティースペースにしています。高架道路が移民のコミュニ

ティを分断した補償として高架下を安い料金で民間に貸し出しました。

麻布十番と似ています。住民の空間に対する感じ方を大切にしていま

す。ノースケンジントンの手前で、衰退した地域ではラウンドアバウト

(ロータリー)のなかに、ロッククライミング場ができました。これは地域

街づくりと景観デザインの日英比較
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の子どもたちが高速道路のポールによじ登っているのをみてアイデアを思

いついたものです。

歴史的遺産である日本橋の上に高速道路をつくってしまうのは、イギリ

ス人もびっくりです。

Ｑ：ロンドンのリージェントストリートは、ジョン・ナッシュがデザイン

したというのは、どういう意味ですか？

アーバンデザイナーが全体像をつくって、それにしたがって個々の建物

がデザインされます。Newcastleの Grey streetはイギリスでいちばん美

しい通りとして選ばれたことがあります。アールグレーという紅茶王から

名前を取った通りです。

Ｑ：Public footpath(農地の端などに設けられた通路)が私有地を通ってい

るのはどうしてですか？

Public footpathは、public right of way(PRWプラウ)という権利に基づ

いていて、だれでも近道ができる権利が認められているということです。

土地所有者でもこの権利を止められません。

Ｑ：郊外の看板は規制されているのですか？

郊外道路の周りに看板がないのは、SSSIという規制があるからです。

rich environment scientific importanceといって、生物多様性保護地域も

あります。

倉庫や工場も、道路から見えないようにデザイン上工夫されています。

またデザインするときに緩衝地帯 bufferを取り入れます。

Ｑ：歩道の設置はどのように決めているのですか？

郊外道路に歩道がないこともありますが、これは自治体がその場その場

で決めるためです。エンジニアが、歩道の必要性を検討して決めます。誰

も歩いていない国道に歩道があるようなことは、イギリスではありえませ

ん。

Ｑ：道路の流れが速いのはなぜですか？

道路には設計速度があります。これが流れをよくしているのです。たと

えば A1(国道 1 号線)なら 100キロくらいで流れるように設計してありま
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す。

6 秦野市インタビュー 2008.8.13. 秦野市役所西庁舎

秦野市都市部都市づくり課 都市づくり課長 F氏

都市づくり課 景観推進班主事 I 氏

インタビュアー 藤田弘夫(慶應義塾大学) 石井秀夫(帝京大学)

秦野市側で用意していただいた資料

秦野市街づくり条例 平成 12 年から

景観街づくり条例 平成 18年 4月 1日から

生活美観ガイドライン・・・建築計画している人に配るもの

地区計画 6 地区・・・区画整理事業を行った地域を中心につくったもの

(秦野市側からの説明)景観へのとりくみの前に、まちづくり条例の内容

についてお話したい。

まちづくり条例の内容には三つの柱がある。①協働のまちづくり(地域

の人たちと一緒にまちづくりをする)②紛争防止 ③手続き基準の 3 つで

す。

環境整備の基準や負担は、これまでは条例や規則ではなく要綱によって

定めていました。要綱は、建築基準に上乗せして開発業者に過度な負担を

要求するものだったために、法的根拠はありませんでした。そのため要綱

を守らない事例も発生しました。そこで要綱を条例化し、強制力を持たせ、

一定の区域の開発にあたって事前に協議するようにしました。しかし、条

例によって量的な部分は規制できましたが、景観などの質的な誘導は難し

かった。そこで市民･事業者・行政一体の｢協働のまちづくり｣ということ

で市民参加方式に取組みはじめました。

景観資源調査団(30数名で女高生から 80 代の人までさまざまな人が参

加)の参画を得て地域を 3つに分けて調査しました。シンポジウムを開き、

｢秦野市景観形成基本計画｣を作成しようということで、資源調査団で拾っ

街づくりと景観デザインの日英比較
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たものを盛り込みました。そのなかに秦野市の景観の特徴、景観の基本理

念や目標を入れて、秦野市景観形成基本計画を作り、条例化への取り組み

の一環としました。

市民参加といってもメンバーが固定化する恐れがあるので一般公募にし

ました。さらに段階ごとに公募してメンバーを入れ替えました。調査団だ

けとか、検討の市民会議だけとか、いろいろな段階で別べつの人が参加す

るようにしました。

事前協議の手続きの中に、新しく作った街づくり条例の事前協議を重ね

て入れるようにしました。開発については景観法の審査対象になります

が、審査が 30 日あるいは 90 日という期限が決まっているので、景観法の

届出の前に条例による事前協議を入れました。

条例による事前協議と景観法の届出によって市の考え方を伝え、具体的

な設計に入っていただく。用途地域によって違いますが、商業地では高さ

15メートル以上、面積 1000 平米以上などが条例による事前協議の対象と

なっています。

Ｑ：事前協議の期間は限られているのですか？

土地利用委員会の下部組織に調整部会があります。その調整部会が月に

2回開かれるので、そこにかけて市の各部署の意見を調整するようにして

います。手続きを踏まないと罰則規定もあります。条例の制度が徐々に浸

透してきたので業者は従ってくれています。

Ｑ：違反があった場合どうするのですか。日英の違いを調べているのでお

聞かせください。

罰則規定があっても伝家の宝刀は抜かないようにしています。

Ｑ：悪質業者が出てきた場合どうするのですか。強制力がないと悪徳業者

を誘うことがあるのではないですか。

地域住民が自分たちで土地利用規制の強化を受け入れるかどうかが問題

です。他人を規制すれば自分の土地利用も規制される。秦野市でも建ぺい

率 80％、容積率 400％の中心市街地に中高層マンションが建ち始めました。

これらのマンションは、建築基準法上は合法です。もともと住んでいる一
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般住民は、目の前にマンションができ始めたら反対をすれば阻止できるだ

ろうくらいの考え方しかありません。事前にルールを決めておく必要性

は、一般の人にはなかなか理解されません。地域のまちづくりについて住

民自ら考えて、一定の取り決めをすることは大切だと思います。

Ｑ：電柱の地中化についてはどうですか。

NTT民営化前後から国が地中化を進める事業を始めました。この事業

に駅周辺などが手を上げ、これはほぼ終わりました。秦野市では、都市計

画道路など幹線道路は地中化する方向です。

幹路の地中化整備費は秦野市が負担、そこに電線を通す費用は東電や

NTTなどの占用者が負担することになっています。最終電柱から地中化

までの費用は秦野市負担、幹路からの接続費は占用者負担です。

Ｑ：電柱は、阪神大震災のときわかったように安全上の問題があり、景観

の上でも最大の問題です。英国をはじめ先進国で電柱が地中化されて

ないところはありません。

日本では補助金を支出する基準があって、その基準を満たしていないと

補助金が出なかったり、補助金の返還を求められたりします。

Ｑ：英国では土地の所有感覚が日本と違って、土地を公共的なものとみな

しています。

たしかに、土地に公共性があれば都市計画はしやすいと思います。

Ｑ：開発利益が地主に属しているために、都市計画ができないのではない

でしょうか。英国では、細かな規制があるのではなく、プランナーの

考え方で規制されます。そのため開発すれば街はよくなる。日本で

は、よくなるときもあれば悪くなるときもあります。

日本で細かな条例が必要なのは、どんな問題にも対応できるようにして

いるためです。たしかにこのような対応では寂しいと思います。

Ｑ：日本では、どの街にも同じ建物が建てられるから住宅メーカーがあり

ますが、英国では街によって条件が違うため、全国一律の建物はあり

えません。市の担当者には、同じ建物よりいろいろな建物が混在して

いるほうがいいという考え方もあるのではないですか？

街づくりと景観デザインの日英比較
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市は、建築行為や開発行為に対して最低これだけは守ってほしいという

ものを示しているだけで、積極的にこういう建物を作ってほしいというこ

とは言えません。だれにも適用できる平等の基準を示すだけです。

Ｑ：前の水無川はきれいに整備されていますね。

この川は 2級河川で、25〜6 年前まではこんなにきれいではありません

でした。県の河川環境整備事業で整備し、上流の桜橋から上は砂防環境整

備事業で整備しました。

Ｑ：河川の整備について、市は県に要望を言えるのですか？

県でプランを作って年度ごとに整備していく中で、市にも話があります。

周りの遊歩道は市が作りました。そのときに地元の意見も聞きました。

Ｑ：日本の場合、私権の保護が手厚くおこなわれた結果、街が無秩序になっ

てしまいました。これに対して英国は、私権の制限をしている。日本

でこれをやると専制になってしまうので、なかなか難しいのかもしれ

ません。英国では司法の役割も大きく、市が個人を訴えることもあり

ます。

日本では、あまり事例はありません。

Ｑ：日本では公園でさえフェンスで囲ってあるのはなぜですか？

それは管理瑕疵の問題があるからだと思います。入り口を決めてそこか

らだけ入れるようにしています。

Ｑ：現場を担当されていて、もう少し権限があればと思うことはないので

すか？

強制執行をやろうとしても、手続きが非常に煩雑であるし、本市のまち

づくりのスタイルには合わない。強制的に何かをしようということではな

く、地域の住民の自主的なルールや市との協議によって円滑にまちづくり

が行われるべきで、本市もそういった姿を目指しています。

Ｑ：国道の整備について市は国に意見を言えるのですか？

246バイパスは地域の基幹生活道路です。厚木、伊勢原、秦野の 3市で

要望していますが、なかなか通らない。国は第 2東名の方を優先整備して

います。国には環境アセスや周辺整備について地元の意向を反映するよう
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にしてもらっています。

Ｑ：道路沿いの建ぺい率は国が決めているのですか？

そうではありません。基準法のなかで、道路斜線や 5 年ごとにおこなわ

れる用途地域や容積率の見直しをおこなって決めています。

Ｑ：道路沿いだけに高い建物があるのは、道路沿いの容積率を上げたため

ではないですか。むしろ道路に面さない内側の容積率を上げれば道路

沿いが広くなるのではないですか？

都庁から見ると甲州街道の周りだけ高層建築が建っています。街の外側

に通過道路を作っても、そこに商店街ができてしまう。英国では道路わき

に商店など作らせないから、郊外道路の見通しはいい。日本では、八王子

のど真ん中に 20 号線が突き抜け、16 号線は商店街になってしまいました。

秦野でも東名に抜ける新しい道路が商店街化して、その分だけ中心地が空

洞化しています。市が条例を作っても、国が都市計画の制度を作らない以

上、街づくりは動かないのではないでしょうか？

首都圏の町と地方の町では条件が違います。国はこれを一律に扱うから

問題が多い。日本では、汎用性を追及し、一般論で規制します。そのため

に問題が多いのではないでしょうか。日本には、特異なものを扱う方法が

ありません。日本には個々の意見を集約するシステムがない。日本人はそ

ういう手法を好まないのではないでしょうか。

Ｑ：英国の場合、司法の役割も大きい。市が個人を訴えたり、個人が市を

訴えたりしています。安曇野の田園風景が破壊されてしまったのはな

ぜですか？

あれは広域農道ができて、沿道利用がおこなわれたためです。市街化調

整区域でもガソリンスタンドや修理工場が作れます。

Ｑ：246 号線沿いのカインズホームの建設に当たって、問題はなかったの

ですか？

交通量を想定して、左折でしか入れないくらいの規制はしています。

Ｑ：小田原のダイナシティーの駐車場は、出入りにたいへんな時間がかかっ

ています。商業地開発を交通と一体的におこなうことはできないので

街づくりと景観デザインの日英比較
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すか？ 権限が分散しているためですか？

日本では、高速道路への接続方法など、できることが限られています。

これでよい商業地開発やまちづくりができたと思っているわけではありま

せんが、できる範囲でよりいいものを追求しています。

Ｑ：看板の色など規制はないのですか？

現在、看板は面積や高さを規定しているのみで、色については規制して

いませんが、最近は企業のほうでも、いくつかの色をもっていて、こちら

の要望に多少は合わせてくれるようになりました。これまでは看板の事務

は県がやっていたので現場を見に来ることはなかったが、市がやるように

なってからは、律儀に現場を見るようにしている。県単位では、台帳自体

が不十分で、未申請のものが多かった。市が申請をすすめてみると、違反

のものが多数発見されましたが、そもそも設置者に違反しているという意

識はありませんでした。これまでよかったのだから、このままでいいので

はないかということです。制度を周知し、協力してもらうようにお願いし

て、一歩一歩進めています。

Ｑ：英国ではヨドコウ物置もなければ工場も道路からは見えないようにで

きています。ごみ屋敷もなぜ取り締まれないのか。産業廃棄物の違法

投棄もどうして止められないのか。要するに強制力を使いたくないの

ではないですか。

日本の場合は条例で細かく規定しますが、違反しても不利益を被るシス

テムになっていません。小田急線の狛江近辺では、小田急側が裁判に負け

ましたが、だからといって取り壊せという命令はなく、そのままになって

います。国立の楳図かずお邸の赤白ストライプの建物も裁判では住民が負

けてしまった。楳図かずお氏側が正しいという人もいます。真鶴町でマン

ション規制をしましたが、裁判では町側が負けてしまいました。水道を引

かないとか下水をつながないようなことはできません。

Ｑ：246 号線の善波峠から富士山がよく見えるようになりましたね。

あれは電線を下に下げてもらって見えるようになりました。現在は道路

の上にある案内標識を移動できないか国に働きかけているところです。
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Ｑ：渋沢駅前の区画整理はどうなっているのですか？

渋沢駅南口では、途中から集団移転方式で、区画整理にかかる時間を節

約しました。ここは古い規格だったので、歩道が 1.5メートルしかなかっ

た。それを 2メートルにするために、70センチ追加買収して、さらに一階

部分だけ建物を 1メートルさげてもらって、その部分は税の減免をしまし

た。その結果歩道 2.5メートルを確保して、それを市が整備しました。こ

れは全国的にもめずらしい例ではないかと思います。

7 町田市インタビュー 2008.8.13. 町田市役所分庁舎

町田市役所都市づくり部 まちづくり推進課 課長 沖哲郎氏

町田市役所都市づくり部都市計画課 計画係長 野田好章氏

インタビュアー 藤田弘夫(慶應義塾大学) 石井秀夫(帝京大学)

(町田市からの説明)｢まちづくり｣をひらがなにしたのは、ソフトとハード

を含めているからです。都市計画課は都市計画法に基づいて都市計画を

やっている都市計画の本家です。これに対して、まちづくり推進課はソフ

ト面も担当し、景観計画を含む住みよい街づくり(市民による街づくり)と

市民主体の景観計画を担当しています。将来的には、市民主体の方に進み

つつあり、分家のまちづくり推進課が本家になるでしょう。また、高齢化

対応のまちづくり、公共交通機能としてバス交通網の整備などもやってい

ます。

Ｑ：電柱地中化の進捗状況はどうですか？

電柱地中化は、防災の観点と景観の観点から必要ですが、お金がかかる

(1メートル当たり 60万円くらいかかる)ので、道路自体の整備状況がよく

ない中で優先順位はまだ高くはありません。新しい道路は無電柱化を進め

ていますが、既設道路を無電柱化するほうはなかなか進みません。歩道の

幅員も 2.5メートルないとできません。地上機器を置く場所もありませ

ん。住民の合意も必要です。一般的に福祉、子供、教育などに比べて優先
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順位は下げざるを得ません。東京都からの補助は、検討段階から出るよう

になりました。

Ｑ：｢市民の意見を聞きながら｣というのはどういう意味ですか。

公募した市民モニター 50 名による街歩きをやりました。その中で、市

民にどのようなことができるか検討しています。生ごみ処理やプラスチッ

クの中間処理場などにも市民モニターを活用しています。ごみゼロ市民会

議(100 名以上の市民が参加)では、ごみゼロ作戦、リサイクルショップ、レ

ジ袋を出さないなどの活動を自主的にしています。

Ｑ：景観についてはどうですか？

景観に関しては自主性に頼る部分が大きいと考えます。企業のグラウン

ドにマンションが建ってしまった問題があり、市が法整備をすべきだと考

える人もいます。市民のなかには自主的に草取りやごみ拾いなどやってい

る人もいます。住民協定については、総論賛成･各論反対で、自分の利害が

絡んでくると規制は嫌います。そのため、住民協定を作成することは難し

い。

都市計画には強制力がありません。都市計画は全国的な最低基準に過ぎ

ません。強制収用もできないし、権限があっても行政は行使しようとはし

ません。美濃部都知事の時代と同じで、反対があれば強制はできないのが

実情です。

町田では全域最低敷地 120 平米とし、住環境の質を維持することを考え

ています。準工業地域では、高さ制限 31メートルにしています(約 10階

建てまで)。

Ｑ：戸建てのところにマンションが建つともめるのではないですか？

土地所有者の私権は制限できません。欧米の場合は建物と土地所有権が

分離しています。日本の場合、土地所有者がその利用権を持っています。

Ｑ：日本と英国の違いは、耐用年数の問題ではありません。欧米の場合で

も建物で残っているのはファサード(表面)だけで、常に改修していま

す。

新しい市街地については地区計画があります。場所によっては共同住宅
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ゾーンと戸建てゾーンを分けています。グループホームや診療所も建築で

きるように提案しています。

問題は既成市街地です。地方分権の流れの中で、どこまでが行政の責任

で、どこからが住民の役割かを考え始めているところです。この点、これ

まで 5年検討してきましたが、まだ決まりません。

Ｑ：それは裁判所を利用しないからではないですか？ごみ屋敷の問題も、

司法の怠慢ではないですか？

建て看板は、町田の場合よくなりました。市の英断として知られていま

す。隣接の相模原市ではやっていません。

横浜のように、訴訟を恐れず強制力を発揮するのは、首長の姿勢の問題だ

と思います。土地収用はやる方向に行っています。しかしまだやってはい

ません。

Ｑ：町田駅と原町田駅との間の地域の整備はどのようになっているのです

か？

あの地域の整備は、計画があってはじめたわけではありません。歩きな

がら考えてきました。

都市は計画的に考えると、潤いがなくなります。町田市では、小路が多

くて西の歌舞伎町というにぎやかな街になっています。

JRと小田急の間に広い道路ができるまでは、道路予定地を噴水広場に

していました。現在では午前 11時からは歩行者天国にしています。将来

は、町田駅に小田急多摩線と多摩都市モノレールが入ることになっていま

す。

Ｑ：近隣市との連携はやっているのですか？

相模原市と町田市と共同で都市連携はやっています。大和市と相模原市

は共同せず、大和市の道路の先を相模原市は住宅地にしてしまいました。

現在、(町田の中心を南北に貫く)町田街道の負担を減らすために、新し

い町田街道をつくっています。これまでは駅に行く道を整備してきました

が、これからは環状線をやろうということになっています。

町田は人口も増加しています。そのために学校が足りません。環状道路
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にショッピングセンターができることに対しては、用途規制をかけるよう

にします。ただ、土地を提供する地権者を納得させるために規制を緩める

話をしなければなりません。

建築確認違反に対しては、町田市はわりと厳しくやっています。そのた

めに危ないところは民間業者に確認してもらうようになっています。違反

の場合、取り壊すまではやっていません。数が多すぎて取り壊すまではで

きません。

開発許可のほうは厳しくやっています。

Ｑ：英国の場合通過交通と歩行者の街が分離してあります。住宅地も袋小

路に造ってあります。町田はどうですか？

町田も、中心市街地のまわりにフリンジパーキングを造ろうかというこ

とを始めています。

Ｑ：海外研修に行って先進事例に学ぶべきではないですか？

これまで海外視察には、私的に行くだけでした。国内では、名古屋に視

察に行ったことがあります。首都大学の名誉教授の石田先生と話をした

ら、イギリスの本を読めということでした。

8 自治体職員OB（前都市計画担当）インタビュー 2008.8.22

インタビュアー 藤田弘夫(慶應義塾大学) 石井秀夫(帝京大学)

Ｑ：日本では、公共の担い手が官から公、さらには民へと変化しつつあり

ます。われわれは公共感の違いから社会の変化を見ていこうという研

究をしています。御市の場合、公共的なものは誰が担っているのです

か？

これまで役所が担っていたか、あるいはどこかで担っていました。最近

は、それが少しずつ変化してきています。どこが担うのかについては、役

所も市民の側もよくわかりません。合意形成のときに、ただ自分の利害を

主張するのではなく、共通の観念や感覚を探そうとしています。

ある地区計画では、形の上ではうまくできましたが、現実にはうまく進
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んでいません。計画では、基礎となる計画人口、土地利用区分など考えて

ありました。市としてはこの地区を産業立地を前提にした地区として考え

ていました。しかし、実際は住居地域になってしまい、マンションがたく

さんできてしまいました。そこで問題になったことは、小学校、中学校用

地が足らなくなってしまったことです。産業地区にしたために、学校用地

が不十分でした。仕方がないのでとりあえず中学校用地に小学校を建て

て、当面しのいでいます。マンションの小学生たちが中学校に通うころに

なったらどうするのかは別途用地を取得して対応することになりました。

この地区では、以前廃プラスチック処理場をつくる計画がありましたが、

住民との合意形成ができず実現できませんでした。このような経験もあ

り、学校建設の際もこのときの反対理由として粉塵被害や、高圧線下での

影響なども問題になりました。一方、旧来からの住民には若干考え方が違

う面がありました。これらの人たちは小学校建設に強く反対だったわけで

はなく、中学校を建ててほしかった。自分たちの地域に中学校がないため

に、中学生になると他地域の中学に通わなければいけないことが不満でし

た。もともとの住民と、新住民とは感覚が違う面があります。

自治会単位で調整していけば、ある程度はまとまりやすいかもしれませ

ん。しかし、ごみ処理など地域を超えた全体の計画について、地区に任せ

てもまとめることは難しいと思います。

この地区にマンションを作らせないようにするには、用途規制を厳しく

してしまえばいい。しかし、地権者等との合意形成を前提にした制度上の

手続きを考えると簡単ではないし、一方日本の都市計画は、経済政策の手

段でもあります。工場誘致や人口増加によって町の経済を活性化するため

に都市計画をしている面もあります。

用途規制の決定も多様で、はじめから単一の理念的な動機があるわけで

はありません。はじめに事業計画、開発計画があり、それに応じて規制が

おこなわれることが多く、すべてがはじめから総合的な都市計画があるわ

けではありません。

欧米ではまず自治がありますが、1998年(平成 10 年)の地方分権一括法
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による改正までは、実質、市のレベルでできる都市計画はありませんでし

た。都市計画は、建設省の建築規制でした。自治体は建築主事を置いて都

市計画の進行管理として建物を規制していますが、それも建築基準法の延

長であって、国の権限です。

Ｑ：都市計画課で働いている市職員は、土地私有権の制限を求めないので

すか？

自分の利害を超えて住民が守ろうというものがないと、合意形成はでき

ません。昔でいえば｢おらが町の誇り｣というような意識が形成できれば、

それにしたがって街づくりができると思うようになりました。

ただ、私権が行き過ぎた場合には、地元の住民の利害をはなれた権限が

必要ではないでしょうか。

Ｑ：日本の場合は、お上が偉いわりには都市計画についての権限をもって

いません。ヨーロッパの町では｢ファサードをまもる｣という合意が

あって、それに国が関与しています。

ここでも、地区計画をたくさん作ってきましたが、計画ができたのは、

計画地域が開発区域で、地権者が少なかったためです。新たに開発すると

ころや区画整理地区内でやってきました。既成市街地では、200〜300 平米

の土地を分割させないようにと思いましたが、やっぱりできませんでした。

Ｑ：電柱地中化についてはどうですか？

東京電力も、自社で地中化することはありません。

また、歩道が 2.5メートルないところでは、現実的に地中化できません。

道路構造令が変わって、広い歩道が必要になりました。すでに都市化し

ていている既成市街地では、いまからそんなに広い歩道を付けるのは容易

ではありません。

幹線道路といっても地域の実情に応じた広さもありえます。昭和 33 年

に決定した都市計画で、都市計画道路用地に、3階建て、地下化、コンク

リート建造物などを作れないように規制していますが、一向に都市計画道

路ができないままで現実的に強固と言えないこのような規制を続けること

は実情に合っていません。
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Ｑ：地域に都市計画の権限を下ろして欲しいという思いはありますか？

既存の決定権限を下ろしてもらっても、それだけで住民主導で都市計画

の合意形成はできません。住民主導の街づくりは権限委譲だけでできるほ

ど容易なことではありません。

住民が満場一致で賛成することなどありえません。どこかで規制が必要

になってきます。とくに都市化が進んだ現代社会では、住民は、地域のこ

とより、自分の生活を中心に考えています。共同体の一員であるという意

識が薄く、自分の利害だけは明確に主張する。こういうところで、住民主

導の都市計画は困難な課題が多いと思います。

Ｑ：それは、行政区画が現実にあっていないからではないのですか？

今の行政区画と都市計画区域との関係はどうなのかという疑問はありま

す。

Ｑ：都市計画の権限は建設省にしかありませんが、もし権限が市にあって

も、都市計画はできないのではないですか。これまでは、行政が計画

しても司法が認めませんでした。法制度や司法の在り方が変わらなけ

れば、都市計画はできないとは思いませんか。

景観を問題にする場合、総論賛成各論反対で、何が美しいかが問題にな

らず、一部損得問題になってしまいます。そのため、住民の合意を困難に

していることもあります。

Ｑ：欧米では、高層地域と低層地域が分けてあるので、マンション建設に

ともなう地区住民との揉め事はありませんが、日本の場合は、日照、

景観、電波障害などさまざまな問題が出てくるのではないでしょう

か？

たとえば、住宅の壁の色を規制する場合など、あらかじめ地区計画に規

制があればできますが、それがなければできません。

Ｑ：イギリスでは、プランナーの主観で規制し、住民がそれを支持してい

ます。住民が街づくりに関心があります。日本では、ごみ屋敷問題の

ために使っているエネルギーは膨大なものがあります。日本では弱者

保護が行き過ぎ、私権を守りすぎてきたのではないですか。

街づくりと景観デザインの日英比較
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都市化が進む中で、個々の住民、とくに新住民はその地域にずっと住み

続ける意思が希薄になる傾向があるので、永続的な自治体が街づくりに責

任を持つ必要性が強まっているのではないかと思います。

Ｑ：道路計画ばかりでなく｢人が歩きやすい街づくり｣とか、｢住みやすい街

づくり｣という考えはないのですか。

日本の都市計画は、はこれまで道路計画だけでした。日本の伝統で言え

ば、造園計画が緑地管理など街づくりに関する思想を持っていました。こ

れが都市計画に生かされれば、日本の街づくりもずいぶん変わったと思い

ます。

都市計画マスタープランはありますが、それが住民視点のマスタープラ

ンになっているのか疑問は多いです。町工場が立地している既成市街地

で、この地域を住居地域に変更しようとすると、既存不適格が多発してし

まいます。そのためにそこを準工業地域として維持せざるを得ないのです

が、そうすると、準工業地域は、なんでもありの地域で用途的スプロール

化が更に進むことになってしまう。本当に住民視点に立った都市計画マス

タープランにするためには、これまでの都市計画をいったんご破算にして

計画を作り直すぐらいの必要があります。

Ｑ：そのとき、開発利益を吸い上げたり、固定資産税を高くしたりしない

と、地価上昇を期待して未利用のまま保有する土地がたくさんできて

しまう。マンションの固定資産税も安すぎるのではないですか。郊外

の通過道路に商店を作らせないで、中心地域に商業地域を集積させる

ことはできないのですか？

小売業の立地だけで見れば、郊外道路によって中心市街地は空洞化して

しまいます。現状の都市計画規制では、郊外での商業地域がスプロール化

することは避けられません。用途地域を決めるのは、これまでの建設省の

方針であって住民視点ではありません。

Ｑ：ヨーロッパでは、外側に住宅を建てても電気や水道が引いてもらえま

せん。また、開発利益を独占できないから、ごね得もありません。日

本の都市では、借家がほとんど(持ち家は 2割弱)でしたが、戦後、み
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んなが住宅を所有するようになってヨーロッパとの違いが大きくなり

ました。日本とヨーロッパでは、土地所有について、もともとあまり

違いはありませんでした。それが、戦後、建築基準法と都市計画法が

分裂し、土地さえあれば、どんな利用もできるようになってしまった。

ヨーロッパでは、土地の利用が、所有者の意のままにならず、所有は

できても利用は勝手にできない。外国の都市を参考にすることはない

のですか？英国の住宅地は行き止まりになっていますが、そういう街

づくりはしないのですか？

日本では大きな団地でやっている程度で、一般的ではありません。人口

の増える地域と、人口減少地域では、街づくりの違いは大きいと思います。

それを一律に規制しているから問題が多発するのではないでしょうか。

(以上)
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