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我が国の都市を取り巻く問題点我が国の都市を取り巻く問題点

経済のグローバル化

少子高齢化・人口減少社会の到来

都市間・地域間競争の激化、経済力の格差拡大

地球規模での環境問題

超資源メジャーの出現やナショナリズムを

背景とする資源高騰

価値観の多様化・ライフスタイルの変化

社会的・経済的将来不安の増大
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その結果生じている様々な現象その結果生じている様々な現象

東京圏への過度な一極集中と地方都市の疲弊
中心市街地の空洞化、シャッター商店街の増大

ニュータウン・郊外住宅地の荒廃、都市型限界集落の出現

寿命の短い住宅ストック（物理的＆資産価値的）
全国主要都市の大規模ビルの32％は旧耐震構造のまま

道路・橋梁、ライフライン等都市インフラの老朽化
 貧弱な都市の空間的アメニティ

 
etc.

一方

結果として、将来にわたる様々な社会的コスト増に！
国・地方自治体の財政が困窮していく中で誰が負担？

短期的視点での経済性・市場性追求や拡大成長を
前提とする従来型都市づくり・住宅づくりの限界
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将来世代に引き継ぐことのできる街づくり
すなわち

持続可能な都市の創造

今、都市づくりに求められる視点今、都市づくりに求められる視点

ただし

経済、社会、環境、すべての側面で

「持続可能性」に

配慮されていることが重要

＊以降、本稿における「都市」とは、行政単位としての意味ではなく、一定のまとまりを有する市街地・エリアのレベルを指す。
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環境への配慮環境への配慮
低炭素化／省資源

自然との共生

良質な都市景観・空間

社会への配慮社会への配慮

安心・安全、健康・快適、

 文化的な生活

経済への配慮経済への配慮
・地域特性を踏まえた

『強み』の創出による都市

の活性化

・適正な社会的ｺｽﾄ負担

持続可能な都市
（ｻｽﾃｨﾅﾌﾞﾙ･ｼﾃｨ）

持続可能な都市
（ｻｽﾃｨﾅﾌﾞﾙ･ｼﾃｨ）

「持続可能な都市」とは

『住民の質的豊かさの実現と

その持続的発展』を目指すもの

その結果、世代を超えて

人々が集まり続け、

都市の“鮮度”も維持される

都市への誇り、愛着、

 ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨの醸成

「持続可能の都市」のイメージ「持続可能の都市」のイメージ
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１．成熟社会における福祉コミュニティとしての都市の重要性に関する指摘

■広井良典（千葉大学法経学部教授、社会保障論、公共政策論）

人間のライフサイクルのうち「子どもの時期」と「高齢期」という２つの時期は、いずれも地域への

 “土着性”が強い。したがって、急速に高齢化が進む我が国においては、地域（＝都市）というコミュ

 ニティが重要性を増していることは必然的な構造変化。ケアの実践にあたっては、特にケアの 終

 目標がその当事者の地域での自立にあるとすれば、コミュニティという視点を抜きに考えることはで

 きない。

こうした中、いわば“「福祉」を場所・土地に返す”こと、つまり福祉というものを、その土地の特性（風

 土的特性や歴史性を含む）や、人と人との関係の質、コミュニティのあり方、住宅や交通機関といっ

 たハード面を含む都市空間のあり方と一体的に捉え直すことが重要となる。

また、福祉やまちづくりに関しＮＰＯ等による多様な活動が活発化しつつあることを踏まえ、
「戦後の日本社会において人々は『カイシャ』と『家族』というコミュニティ（ムラ社会）への帰属意識

 を強く持ちつつ高度成長期を生きてきたわけだが、『地域』（＝都市）というコミュニティの存在が重

 要になっていくこれからの時代においては、やや妙な表現かもしれないが、いわば住んでいる市や

 街あるいは地域を一種の『カイシャ』（＝コーポレートとしての都市）と見立てて、そこへの帰属意識

 や“愛着”をこれまでより強くもつと同時に、それがより良い姿になっていくように積極的に参加して

 いくというイメージを考えることもできるだろう。」

『コミュニティを問いなおす』（ちくま新書2009年）より

●

●

●

『都市』の重要性に関する考察①『都市』の重要性に関する考察①
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２．グローバル経済下においても、引続き都市こそが経済発展に重要な役割を果たす

という指摘

■Ｒ.フロリダ（トロント大学経営大学院教授、都市経済論）

世界経済のグローバル化によって世界はフラット化すると言われてきたが、現実には世界の経済

 成長は、僅か20から30箇所程度の「メガ地域」が担っている。これら地域の人口は世界人口の20％

 に満たないが、経済活動の約70％とイノベーションの約80％がなされている。

当該地域を「メガ地域」たらしめている要因は、３つのＴ、即ち①テクノロジー（Technology）、②クリ

 エイティブな才能（Talent）、③都市・コミュニティの寛容性（Tolerance）である。

都市・コミュニティの寛容性が高いほど、クリエイティブな才能を有する多様なクリエイティブ・クラス

 （創造的階層）の集積が図られ、結果としてこれら知の集積が、先端的企業や研究機関の立地を促

 進し、地域としての経済成長や所得の増大をもたらす。その意味で都市・コミュニティは経済発展の

 上で今後とも極めて重要な位置を占める。

クリエイティブ・クラスを惹きつける都市・コミュニティの寛容性とは、人的・制度的・コミュニティ的な

 多様性、開放性に加え、文化的／ライフスタイル的アメニティ（バーやナイトクラブの存在等も含む）

 と自然的アメニティである。

『クリエイティブ資本論』（ダイヤモンド社2008年）他より

●

●

●

●

『都市』の重要性に関する考察②『都市』の重要性に関する考察②
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都市『開発』から都市『経営』への転換が
急務ではないか

（デベロップメントからエリアマネジメントへの視点拡大）

対応領域の拡大
いかに多様な人々の

多彩な活動・生活拠点となりうるか

時間軸の拡大
社会や人々のニーズ変化に対応して

都市も変化し続けられるか

経済、社会、環境に関する持続可能性への配慮

多様性（＝寛容性） 可変性・柔軟性

これらを担保していくために

パラダイムシフトの必要性パラダイムシフトの必要性

都市としての
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持続可能な都市の実現に必要な３つの要素持続可能な都市の実現に必要な３つの要素

これまで行政の役割とされてきたが…

都市構造 建築物・インフラ

持続的な
都市経営の仕組み

エリアマネジメント

エコ・コンパクトシティ

長寿命／高耐震

環境共生

将来の用途変更を前提とする

可変性への配慮

低炭素な都市エネルギー・システム

マイカーに頼らない交通利便性

生活利便機能の集積／職住一体

魅力的な都市空間・自然環境

都市の魅力づくり・付加価値の向上

都市の活性化

都市の維持管理

安心、安全、快適・文化的な

住民生活環境の整備・維持

ロングライフ・インフラ
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新たなエリアマネジメントとその主体の必要性新たなエリアマネジメントとその主体の必要性

１．期待される効果（全国の先進事例から）

・住民のみならず就業者・来街者にとっても快適なエリア環境の形成とその持続性の確保
・エリア活力の回復・増進
・資産価値の維持・増大
・エリアへの愛着・誇り・満足度の醸成・増進

２．行政機能との差異

・様々な政策領域に横断的に対応するものであり、従来の縦割行政や単年度会計主義ではもはや効果的・
効率的対応が困難となりつつあること。
・エリア特性を踏まえ、より地域に密着した対応が求められるため、行政の担保すべき「公平性・均一性」とは
必ずしも合致しないこと。
・直接的受益者たる当該エリアの住民、事業者、地権者が主体でなければ必ずしも有効に機能しないこと。

３．持続的なエリアマネジメントのためにその主体が具備すべき条件

・「長期的都市発展の視点」と「ニーズ変化への柔軟な対応力」とを兼ね備えた、相応の経営能力と専門性
・行政、企業を含む多様なステークホルダーの結集と合意形成・連携を実現するリーダーシップと信頼性
・これら要件の具備を考慮すれば、特に優秀な専任スタッフの継続的確保は必須。そのためにも寄付や補助

 金に頼るのではなく、活動を支えるための安定的な営利事業を有するべき。（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱは持続性に乏しい）
・当然、営利企業的な色彩は強まるが、得られた余資はエリアの更なる価値向上に再投資（地域への還元）
することが重要であり、その点で民間企業とは異なる。（ｿｰｼｬﾙ･ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｽﾞあるいはCSR企業）

但し、こうしたエリアマネジメントによる都市単位での発展は、行政の目的と反するものではなく、むしろ行政
にとっても、多様な分野での公民連携・相互補完による行政の効率的運営を可能とするとともに、資産価値

 の維持・増大や来街者増による安定的な税収確保等のメリットをもたらすものと思料。
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[参考]国においても、エリアマネジメント主体の必要性が認識されている。[参考]国においても、エリアマネジメント主体の必要性が認識されている。

地域住民等が共有すべきビジョン等を策定し、これに基づき様々な取り組みを総合的にマネジメントしながら、一貫して再生事業等を進める体制の構築が必要

団地再生に向けた総合的なマネジメント主体が存在しない

土地利用を相互に調整・
コントロールする仕組みが不十分

買い物支援
ＮＰＯ

子育て支援
ＮＰＯ

住み替え支援

介護支援
ＮＰＯ

移動支援
交通事業者

ＤＩＹ支援
ＮＰＯ

連携不十分

国交省：「土地政策の中長期ビジョン」より（2009年6月）

個別課題対応となり
再生の目標・ビジョンを

共有できない

必要な生活支援
サービスが揃わない

一体的・合理的な
土地利用転換が困難

学校等公益施設
公益住宅

センター施設

戸建て住宅

分譲マンション 公社等賃貸住宅

ニュータウン再生に取り組む体制の現況と課題
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都市に特化した新たな「エリアマネジメント主体」のイメージ都市に特化した新たな「エリアマネジメント主体」のイメージ

【目的】
住民の質的な豊かさの実現と
都市の持続的で自律的な発展

《民間企業》

《行

 

政》

経営力・収益力
企画力・柔軟性

公益性
住民福祉の増進社会に貢献しよう

 
とする高い志

エリアマネジメント主体

・「都市」としての独自性・差別性の創造

・長期的視点とニーズ変化への柔軟な対
応力とを兼ね備えた経営能力と専門性

・多様なステークホルダーの結集と合意
形成のためのリーダーシップと信頼性

・「都市」の収益力を高めるマネジメント力
と、それを地域価値向上のために再び還
元（再投資）する姿勢

×政策横断的・機動
的対応がしにくい

×特定地域への

 
特化がしにくい

×利益を地域に
還元するという
姿勢は強くない

×組織体としての
持続性に疑問

《ＮＰＯ／TMO 》

各
セ
ク
タ
ー
の
強
み
・機
能
を
併
せ
持
っ
た
第
４
の
セ
ク
タ
ー

住民・地場企業・地権者中心

＊広井教授は、こうした社会的担い手を、「公」＝国家・行

 
政、「私」＝市場・企業に対置される、新たな「共」として位

 
置づけ、成熟社会においては、その対象領域が拡大し、

 
社会的重要性が増大するとしている。
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エリアマネジメントの対象領域の事例エリアマネジメントの対象領域の事例

１．エリア全体に係る領域

①都市の将来性・プランの策定・共有とそれに基づく新たな空間・機能の誘導・誘致（再開発事業等の中核にも）

②街並みルールの策定と運用・誘導

２．共有物・公物等の管理に関する領域

③共有物等の維持管理（集会所、公開空地、駐車場、CATV等の共有施設・設備管理、生垣・外壁等の一体管理

 等）

④公共施設の維持管理（公民館・ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ等の公益施設、公園、河川敷、道路、植栽等の管理

 

等）

３．居住空間や都市の活性化に関する領域

⑤防犯性の維持・向上（防犯灯・防犯ｶﾒﾗ等の設置、巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ、ｾｷｭﾘﾃｨｼｽﾃﾑ導入

 

等）

⑥快適性の維持・向上（美化・緑化活動の推進、迷惑駐車・駐輪の防止

 

等）

⑦都市のＰＲ・広報（ＨＰ・広報誌等による情報発信、地域ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ、ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ･ｲﾍﾞﾝﾄ等の開催

 

等）

⑧地域経済の活性化（地域の名産等の創出・生産、新たな企業・事業者・経営者のｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ

 

等）

⑨空家・空地等の活用促進（空家・空地等を活用したﾋﾞｼﾞﾈｽ展開、空家等の修繕・斡旋、市民農園等の運営

 

等）

⑩地球環境問題への配慮（地産地消の推進、再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの普及、省資源化等のｿﾌﾄ的活動、河川・里山等の

 整備・管理

 

等）

４．サービス提供、コミュニティ形成等に関する領域（一部自治会・町内会活動ともラップ）

⑪生活のルールづくり（ｺﾞﾐ出しやﾍﾟｯﾄの飼い方等に関するﾙｰﾙ作り

 

等）

⑫利便性の向上、生活支援サービス等の提供（高齢者支援ｻｰﾋﾞｽ、子育て支援ｻｰﾋﾞｽ、ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ･ｶｰｼｪｱﾘﾝｸﾞ等）

⑬コミュニティ形成（企業ｺﾐｭﾆﾃｨ形成、域内交流機会の創出、伝統行事の開催・参加、ＩＴ利用による情報交流

 

等）

出典：国交省「街を育てる

 

～エリアマネジメント推進マニュアル」（2008）より一部佐藤が加筆・抜粋
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【事例①】（再開発＆エリアマネジメント）
地元商店会が中心となって「街づくり会社」を設立し、土地･建物の所有と利用を分離しつつ、商店街の

 再生を総合的に展開している事例
高松丸亀町商店街再開発(香川県高松市）

【事例②】（開発＆エリアマネジメント）
特定地域で民間企業が多様な開発・エリアマネジメントを40年間にわたり一体的に展開している事例
㈱山万「ユーカリが丘」開発（千葉県佐倉市）

【事例③】（開発＆エリアマネジメント）
産官学民連携によりエコ・コンパクトシティの実現を目指した新たな街づくりの事例
八幡東田総合開発

【事例④】（開発＆エリアマネジメント）
開発時に定めた「街並みﾙｰﾙ」等を住民が遵守し続けることで地域価値を維持している住宅団地事例
フェアロージュあやみの（兵庫県姫路市）、高見三条（福岡県北九州市）、
さくらが丘Isaac日吉（神奈川県川崎市）

 
他

【事例⑤】（長寿命住宅普及に活用可能な制度）
土地及び建物のスケルトン部分までを公的機関が保有し、内装部分以降を民間事業者が整備し、
賃貸・定期借家する住宅事業制度
都市再生機構「民間供給支援型賃貸住宅制度〈スケルトン型〉」

参考事例参考事例
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トピックス１トピックス１
低炭素型環境共生マンション

～リビオ東田ヴィルコート～
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●敷地面積：12,312.78㎡
●総整備戸数：218戸（Ⅰ街区79戸、Ⅱ街区139戸）

●竣工：Ⅰ街区

 

平成20年3月
Ⅱ街区

 

平成21年3月

※平成18年度環境省「街区まるごとCO2

 

20％削減事業」認定（第一号案件）
※ＣＡＳＢＥＥ建築評価認証

 
Ｓランク

 
<マンションでは全国で３例目>

次世代省エネ基準との比較でCO2削減率：約34％（実測値）
年間約190tのCO2削減≒約190ha相当（東京ドーム41個分）の森林年間吸収量に相当

リビオ東田ヴィルコート①リビオ東田ヴィルコート①
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徹底した省ＣＯ2化に加え、環境共生やライフスタイル変革、
建物の長寿命化等に幅広く配慮

１．多様なエネルギーの活用

 

◆東田コジェネによる低炭素＆廉価な電力の利用
◆太陽光発電システムの設置（共用部）
◆ハイブリッド街灯の設置（太陽光＆風力発電）

２．高断熱仕様

 

◆住宅性能表示・省エネ対策等級４（最高位）レベルの高断熱仕様
◆Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラスの採用

３．高効率機器の採用

 

◆エコキュート、エコジョーズの導入（セレクト可）
◆魔法瓶浴槽

４．ヒートアイランド対策

 

◆透水性舗装
◆敷地内緑化・緑化フェンス

５．ライフスタイル変革

 

◆カーシェアリング・システムの導入
◆ピークカット分電盤
◆省エネナビ（但し一部住戸のみ）

６．その他の環境への配慮

 

◆エコパイルの採用（基礎杭）
◆キッチン回りのエコセイバー面材（再生材）

７．建物の長寿命化への配慮

 

◆住宅性能表示・劣化対策等級３（最高位）に相当
◆太陽光発電の余剰電力売電収益を修繕積立金等に充当

リビオ東田ヴィルコート②リビオ東田ヴィルコート②



-17-

多様なエネルギーの活用と高効率機器の採用

リビオ東田ヴィルコート③リビオ東田ヴィルコート③



-18-

優れた高断熱仕様、ヒートアイランド対策に配慮した外構、九州初のカーシェアリング等の導入

リビオ東田ヴィルコート④リビオ東田ヴィルコート④



-19-

四季折々の自然が息づき、
穏やかな気候を形成する植栽計画

長寿命化への配慮
耐久性を高めた構造や設備

リビオ東田ヴィルコート⑤リビオ東田ヴィルコート⑤



-20-

同時に実施したＬＳＡ（Life Style Assessment）

適用による生活行動の把握とその改善調査結果

住民の意識改革による日常生活の改善により

さらに、11％のCO２削減が可能と判断される。

そのためには、ＣＯ2の

 

「見える化」が重要であり

省エネナビ等の導入が効果的と思料。

設計段階３０．７％⇒利用段階３４．０ 参考①

 

各対策の地域別費用対効果シミュレーショ

各段階の
CO2排出量

参考②

（検証対象Ⅰ街区・７９戸）

リビオ東田ヴィルコート全体で約190t/年のCO2削
減と推定（森林面積約190haの年間吸収量に相当）

リビオ東田ヴィルコート⑥
 

～環境性能の検証（※）と考察～リビオ東田ヴィルコート⑥
 

～環境性能の検証（※）と考察～



-21-

持続可能な都市の創造に貢献する持続可能な都市の創造に貢献する

Sustainable Urbanization for FutureSustainable Urbanization for Future

ご清聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。
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