重敬

エリアマネジメントの基本と
これからのエリアマネジメント活動
小林

それは、ディベロップメントとコン

ト」が注目されている。

みであると考える「エリアマネジメン

「育てる」都市づくりの中心的な仕組

れた都市づくりに移行している現在、

くりから、
「育てる」ことを視野に入

「つくる」時代を中心とした都市づ

ワーク（絆）
」が「人々の間の協調的

性」
、
「信頼」さらにその源の「ネット

「社会関係資本」の領域では、
「互酬

キャピタル」
）
―
「互酬性」と「信頼」

（１）
「社会関係資本」
（
「ソーシャル・

領域である。

タル」
、すなわち「社会関係資本」の

れているのが、
「ソーシャル・キャピ

そのため「ネットワーク（絆）
」をど

性を伴う行為をその中に含んでいる。

られるものを含み、経済学でいう外部

経済学が設定する市場の外に位置付け

利他的な行為を含むという意味では、

また「社会関係資本」は多くの場合、

トワーク（絆）
」が始まりとも言える。

組織から始まるという意味では「ネッ

住民、開発事業者などがつくる社会的

①「社会関係資本」と「互酬性」

からである。

資本」の成果に直接つながると考える

域の「まとまりの良さ」が「社会関係

る。地域の再生の面から考えると、地

以外の要素として取り上げた意味があ

と「互酬性」を「ネットワーク（絆）
」

そこに「社会関係資本」が「信頼」

横浜国立大学名誉教授 森記念財団理事長
全国エリアマネジメントネットワーク会長

トロールによる都市づくりから、ディ

な行動を促す」ことにつながるとされ

れだけエリアで強固にできるかが成否

体化を招くことになる。

ベロップメントとマネジメントによる

ている。

一般に、土地、財産などの物的資本

都市づくりへの移行である。

み出す成果が大きく変わるとされてい

によって、その内容あるいはそれが生

な質の「ネットワーク
（絆）
」を持つか

み出すことになり、もしその他の地域

る場合、それは往々にして外部性を生

おいて、地域の有志がまず活動を始め

地域再生のための「地域づくり」に

係資本の内実は、そこから生じる「互

的ネットワークである。また、社会関

るのは主体間のつながりであり、社会

のだが、社会関係資本が指し示してい

などの人的資本は個人の特性をさすも

は物理的対象を、スキル、知識、経験

エリアマネジメントには、その核心

る。また「社会関係資本」は、そもそ

関係者が、有志の活動にただで便乗し

酬性」と「信頼」である。

を握ることになる。

にエリアの単位で「人々の間の協調的

もあるグループを作り出すこと、すな

ていればいいと考えると、その活動、

まず「社会関係資本」ではどのよう

な行動を促すこと 」があるが、この

わち、エリアマネジメントとの関係で

エリマネジメント活動は早晩活動の弱

エリアマネジメントの基本
についての考察

「人々の間の協調的な行動を促すこと」

いえば、地域に関わる地権者、商業者、

社会学者パットナムによれば、
「互

に関わる知の領域として、近年注目さ
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の学術的な考察があるが、その中で注

「信頼」についてはこれまで幾つか

②「社会関係資本」と「信頼」

成される傾向がある。

作用が行われると、互酬性の規範が形

るものであり、人々の間で頻繁な相互

また「信頼」は社会生活の潤滑油とな

ると確信するから」
ということである。

きっと誰か他の人が私に何かしてくれ

りを期待せずに、これをしてあげる、

酬性」とは「あなたからの特定の見返

①エリアマネジメント活動の効果

地域価値増加性

（ ２）エリアマネジメントと公共性、

認識できる。

みると「システム的信頼」の重要性が

「地域ルール」などの実効性の面から

いう意味であり、まちづくりに関わる

は抽象的なシステムに信頼を寄せると

は事実的であり、
「 システム的信頼 」

信頼」は人に対する信頼という意味で

うことは明白である。さらに「人格的

「システム的信頼」が重要な役割を担

源の面からいうとエリアに課金する可

で利益を生み出すわけなので、活動財

は、エリアマネジメント活動が、そこ

に、三番目の地域価値増加性というの

が重要であるということである。さら

人からフリーライダーを出さないこと

及ぶことであるから、中に入っている

によるメリットが活動組織を担う者に

リアマネジメント活動を展開すること

二番目の互酬性の側面というのは、エ

ことになることによる公共性である。

リアマネジメント活動も公共財に近い

要である。
その事例について考察する。

が存在し、その活用を考えることが重

都市づくりの互酬性を生み出す仕組み

として、個々の開発では実現できない

エリアマネジメントによる絆を前提

市づくりの互酬性を生み出す仕組み

（３）個々の開発では実現できない都

が必要である。

に一定の強制力をきかせる制度づくり

るにはエリアマネジメント組織の組成

第三に、上記の第一、第二を実現す

ているとし、そこから「信頼」を単に

性を縮減する機能を果たす役割を担っ

る。それはまた近代社会の事象の複雑

うリスクを引き受けこととされてい

以外の可能性を制限して行動するとい

は、ある目的を実現するために、それ

ルーマンが理解する「信頼」の本旨

頼」に分化させて考えることである。

念を「人格的信頼」と「システム的信

ニクラス・ルーマンによる「信頼」概

との三点があげられる。

経営的視点から有意味な活動であるこ

と、第三に地域価値増加により、都市

リットが活動組織を担う者に及ぶこ

ジメント活動を展開することによるメ

互酬性により、エリア内でエリアマネ

よくし、まちをよくすること、第二に

区域内への外部効果）により、社会を

部にスピルオーバーする活動の成果と

析すると、第一に、公共性（エリア外

エリアマネジメント活動の効果を分

ジメント組織として、またそれを担う

記効果が発揮されることをエリアマネ

るのではなく、一定の期間をかけて上

第一に、短期的な効果のみを期待す

ための条件

②エリアマネジメント効果を実現する

えすということである。

Ｆの場合は先に借金して稼いだ分でか

ることにつながる。あとで述べるＴＩ

民の世話にならないでエリアで対応す

能性が出てくること、すなわち他の市

駐車場を作り、駐車場を集約する仕組

場を作らせないで、大規模敷地に集約

にルールを決めて、小規模敷地に駐車

駐車場ルールのなかで、敷地規模別

生特別措置法に最近組み込まれている。

い。また駐車場ルールの一部は都市再

によって担保されている事例が近年多

約化
（共同配送）
は自治体の条例や要綱

駐車場ルール及び荷捌き駐車場の集

約化（共同配送）

①駐車場ルール及び荷捌き駐車場の集

ことも重要である。

目すべき内容は、理論社会学分野での

「人格的信頼」とせず、
「システム的信

ーにならざるを得ないので、その人た

ア外からくる人たちは、フリーライダ

その結果、一番目の公共性は、エリ

や助成が行われる仕組みが用意される

含めて、活動の内容に応じて規制緩和

第二に効果が発揮されるまでの間を

主体として理解することが重要である。

座地区がある。

である。そのような事例として東京銀

とにつながり、まちづくりの上で重要

みは歩道を駐車場導入路で切らないこ

頼」を分化させている意味でもあると
様々な人格が関わるまちづくりの面

ちに対する効果は、空間そのものもエ

している。
では、
「人格的信頼」には限界があり、

広がる官民連携のまちづくり
［ 特集 ］
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また、駐車場の整備は開発につきも

置義務が上増しされ、それが駅周辺の

剰に設置されることになり、駅周辺に

個々の商業ビル、
業務ビルに課される。

連携を多として駐車場整備のソフトな
車を集中させる好ましくない結果を招

のであるが、開発地内にルール通りに

仕組みを公が実現する事例である。第
く。そこでエリアで民が絆を結んでエ

しかしそれらがすべてルール通りに実

一が駅周辺など車が集中することが好
リアマネジメント活動を展開している

駐車場を整備することがエリアにとっ

ましくない場所に大きな駐車場を設置
場合、その整備すべき駐車場台数を低

現すると駐車場規模は多くの場合、過

しなくて済むなどの仕組みである。具
減できる条例を地元自治体が策定する

店街のように実績を積んでいるとこ

いて、公開空地やアトリュウムをネッ

施し、街の賑わいを実現することであ

トワーク化して作ることにより、イベ

駐車場ルール及び荷捌き駐車場の

味で、互酬性を実現する仕組みであ

の配送車の運行を削減するという意

地を生み出して歩道の整備が十分でな

たガイドラインなどにより、歩道状空

また、一定の通りや地域で決められ

る。

るが、それだけにエリアマネジメン

い地区の整備に寄与することである。

集約化（共同配送）は、エリア内で

ト組織が適切にあり、絆が十分にで

れたガイドラインなどにより、歩道に

さらに、一定の通りや地域で決めら
②個々の開発では生み出せない質の

植栽を施し歩道緑化を実現しエリアの

きている必要があると考える。
空間を作り出す仕組み

魅力を作り出すことである。
また、一定の通りや地域で決められ

「ある通り沿い」や「エリア」で
決められたガイドラインなどに基づ

仲通りの賑わい
日比谷通り沿いの景観

て好ましくない場合、エリア内の民の

体的には駅周辺で大規模開発を行う

ことになり、そのような事例として横
浜市、東京渋谷区などの事例がある。

・賑わい、憩い
・文化・交流・活性化
機能等の連続
・風格・統一感
・壁面の連続性

ろもあるが、まだ社会実験の段階に

街並み形成型まちづくりのイメージ

ントなどを通り全体、エリア全体で実

「賑わい形成型」
「街並み調和型」
（丸の内駅前広場、行幸通り、
日比谷通り） （仲通り）

あるものも多い。

も重要な課題であるが、横浜元町商

義務が発生するし、また駅周辺であれ

と、開発床面積に応じて駐車場の設置

新規整備する
施設内駐車場台数
新規開発

荷捌き駐車場の集約化（共同配送）

横浜市の駐車場条例の事例

ば商業床開発となり、さらに駐車場設

附置義務

業務・商業
共同利用

相互利用
（空きの担保が必要）
市大店法（商業）

弾力的な必要台数の設定

（用途別に利用 （かつ、商業・業務の共同利用（
用途毎に算出かつ

業務のみ
で利用

新規供給床面積
に応じた必要台数
本ルール

現行ルール

既存施設の
駐車場
弾力的な
必要台数の設定
業務のみ
で利用

方面別の需要に対応する
適正な位置に配置
附置義務の柔軟な運用により
共同利用を認め、必要台数を低減

空き
附置義務の整備台数
以上を確保
商業のみ
で利用

〈周辺の駐車場との連携による空き駐車場の有効活用〉
〈商業用と業務用の駐車場の共同利用〉

たガイドラインなどにより、エリアで

生み出されるデッキのレベルなどを統

一し、将来的にも歩行者にとって利便

性の高い、また魅力のある地区とする

ことである。

③街並み景観の統一などを図る仕組み

ガイドラインなどにより、街並み景

観の統一などを図る仕組みが存在し、

その活用を図ることである。具体的に

は地域で決めたガイドラインなどに従

って、建物の高さ、色彩、ファサード

の在り方などが決められることであ

る。また、建物の高さは、周辺地区と

の取り合いにより決められ、周辺地区

が低層地区であれば、周辺に超高層建

物を立地させない取り決めや、皇居な

どの重要な景観地区との取り合いを意

識して建物高さを決めるガイドライン

作りが行われていることである。

さらに地域の歴史的文脈を読み取

り、低層部に旧の建物規制であった三

一ｍを基とした基壇部を設けることで

あり、地域の「通り」を単調な建物が

並ぶことがないように、また歩道との

取り合いを意識して建物の高さを三層

構造としたり、ファサードが広い平面

を持つ建物の面に変化をつけたりする

ことを要請することである。
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都市景観

④屋外広告物ガイドラインと質の高い
マネジメント活動である。

からの社会的な課題を見据えたエリア

エリアマネジメント活動であり、これ
間を拡張して、拡張

ストリートの歩道空

シカゴでは、メイン

極的に景観を作り出す広告を掲出する

り、広告物を規制するのではなく、積
してきたが、これからは公もエリアマ

マネジメント活動が民の活動を中心に

また、そのためには我が国のエリア

マネ団体がＢＩＤ活

して地域にあるエリ

した歩道空間を活用

屋外広告物ガイドラインなどによ

ことにより、街の賑わいを作り出すこ

合わせて、地区に広告物の審査を自主

例えば、屋外広告物ガイドラインと
ののこれからについて説明する。

その後エリアマネジメント活動そのも

べきと考えるので、
その点をまず示し、

ネジメントの中で重要な役割を果たす

が中心になってＴＩ

動を行うかは、行政

どのようなＢＩＤ活

動 を 展 開 し て い る。

とである。

的に行う組織を作り、地域に適切な広

Ｆで施設整備をする

固定資産税

前段階で、その地域のＢＩＤ組織と協

（１）公共と民間の補完関係
エリアマネジメント活動から財源を

告物を掲出し、さらにエリアマネジメ
ント広告事業にすることによってエリ

議をして整備をするという関係から決
ＢＩＤの仕組みについてよく知られ

獲得するツールとして、空間が一定程
カフェなどの事例が多い。ただそれは

るようになっているので、ここではＴ

アマネジメント組織の財源とすること

計画的に開発されたケースであり、そ

ＩＦの仕組みを図示しておく。

められてくる。

れ以外の所では、なかなかそういった

（２） これからのエリアマネジメント活動

度整備されているエリアでのオープン

空間は出来ない。実際は難しいという

である。

これからのエリアマネジメント
の考え方
これまで進められてきたエリアマネ

リア内を対象とした「内向きのエリア

であると考える。しかし、それらはエ

てきた。そのような活動は今後も必要

の課題解決やエリアの活性化を目指し

整備した公共空間をＢＩＤが活用して

公共施設を整備する。その後ＴＩＦで

利用して財源を起債によって確保し、

を以下に示すＴＩＦのような仕組みを

しかし米では公共側が公共施設整備

大災害への対応といった、近年急速に

とである。すなわち、環境への配慮や

みとして実践する必要があるというこ

エリアマネジメント活動の重要な取組

及び「防災・減災」に関する取組みを

を具体的に示せば「環境・エネルギー」

これからのエリアマネジメント活動

マネジメント活動」であり、これから

エリアマネジメント活動（例えばオー

意識されている社会的課題は、都市の

話になりがちである。

は、新しい社会動向を見据えた「外向

プンカフェ）を展開し財源とするなど

作り方や都市の活動と密接に関係して

ジメント活動は、多くの場合、エリア

きのエリアマネジメント活動」への展

両者は深い関係を持っている。例えば

投資家

TIB発行

要である。

への対応を掛け合わせていくことが必

ギー」への対応と有事の「防災・減災」

るのではなく、平時の「環境・エネル

ギー」と「防災・減災」は個別に考え

すことが必要である。
「環境・エネル

ク）を減らしプラス（魅力）を生み出

を掛け合わせて考え、マイナス（リス

「環境・エネルギー」と「防災・減災」

ことが必要ある。

重要な取組み領域として実践していく

ってエリアマネジメント活動の今後の

って効果が上がる課題である。したが

多くの主体が連携して取組むことによ

おり、エリアの地権者をはじめとする

Tax Increment District

公共施設整備
補助金・低利ローン等

$

Base Value

Tax Increment

開が必要である。それが長い視野での

TIB購入

将来固定資産税増分
（Tax Increment）
により返済

市
（City）

$

開発後

一定期間
（ex：50年）

現在

Assessed Value
Tax
Increment

広がる官民連携のまちづくり
［ 特集 ］

19

＊サンディエゴ・センター
シティ地区

