
 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

 本日は、「米国におけるＴＩＦ、Tax Increment 

Financing について」というテーマをいただきま

した。ただ、これは都市開発又は整備のための

一つのツールにすぎませんので、本日は、その

仕組みだけご説明させていただくというよりは、

日本への適用を念頭に置きながら、ＴＩＦのど

ういった考え方が参考になるのか、或いはアメ

リカにＴＩＦが発展した背景ですとか、政府の

構造の違いですとか、そのような部分につきま

してもできるだけ触れながらお話をさせていた

だきたいと思います。テクニカルな仕組みでも

あり、説明が足りない部分がおそらくあろうと

思いますので、適宜でも後でも、ご質問等いた

だければと思います。 

 さて、ＴＩＦについてご説明させていただく

前に、本日の話をどういう観点で聞いていただ

きたいかをお示ししたいと思います。私は、Ｔ

ＩＦのどういう面に注目していくべきかという

ことを考えたときに、若干造語みたいになりま

すけれども、その「自立性」―まさに independence

という意味での自立性―に着目していくべきだ

ろうと思っています。仕組みを説明させていた

だく前からそんなことを言ってもピンと来ない

とは思いますけれども、今日の説明は、そうい

う視点で聞いていただければと思っております。 

 この「自立性」というのはどういうものかと

いうと、幾つかあります。まず先に財源を確保

して、財源がないから事業が何もできないとい

うのではなくて、事業を行った結果出てくるも

のに着目して事業を立ち上げていくというよう

な財源に関する自立性が１点目です。それから

やってみたら失敗したというのではなくて、や

れるかどうか目途を付ける、すなわち民間の投

資を先に確保して、それを前提にした上で進め

ていくという事業の進め方に関する自立性が 2

点目。それから 3 点目は、場所を限定した上で

そこから生じる利益を見据えて、そこから負担

も出すような仕組みを考える。いわば特区のよ

うな形で、場所を限定した上での受益と負担の

関係を確立させていく。そういうような３つの

視点からＴＩＦの仕組みを見ると、自立的な財

源調達・事業運営の仕組みの事例として参考に

なるのではないかと思います。 

 

ＴＩＦ導入・発展の背景  

（１）連邦依存型から自治体の創意工夫による

財源調達へ 

さて、この表紙に示しておりますのがこのＴ

ＩＦという仕組みなんですが、カリフォルニア

州で 1952 年に制度化されて以来、今までにもう

ほとんどの州、少なくとも 47 州で制度化されて

おりまして、最も多用されていますのが、最初

に導入しましたカリフォルニア州のほか、イリ

ノイ州、シカゴがある所ですね、それからミネ

アポリス等があるミネソタ州などです。特にシ

カゴでは、90 年代後半にかけて、ものすごい数、

年間に 30 も 40 ものＴＩＦ地区と呼ばれる一種

の特区をつくりまして、多数の再開発を進めて

きたというような次第です。そのうちの二つの

写真を表紙に掲げています。 

アメリカにおきましては、かつて、1950 年代

頃から自家用車がどんどん普及して居住が郊外

化し、都市の衰退が問題視され始めましたが、

この問題に対しては、70 年代に入るぐらいまで
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の間は、ほとんど連邦政府の事業又は連邦補助

金を用いた都市開発事業で対応されてきました。

当時は、こういった開発プロジェクトに必要な

コストの 100％が連邦政府の補助金から出てい

たこともあったと言われます。 

 ですけれども、財政状況が悪化し厳しくなっ

てきたこと、それから連邦の財政支出が国防費

ですとか、違う費目にシフトしていった結果、

都市への投資、都市に配分される連邦補助金は

60 年代終わりぐらいからどんどん減っていき、

その後、80 年代を通じてずっと減り続けるとい

う状況になりました。また、それまでの補助金

は、多くの場合、特定の目的毎に設けられてい

ましたが、60 年代後半から、皆様ご高承のよう

に、これが包括化されるようになりまして、

Community Development Block Grant に代表され

るように、一定の基準を満たせば自治体が自由

に使い道を定められるようなタイプのものが増

えました。そして、このとき単に目的が包括化

されるだけではなくて、全体として額も減らす

という方向性で進められてきたのです。1965 年

ぐらいには連邦が都市に配分していたお金は

112 億ドルあったと言われますが、70 年にはも

う 69 億ドル、そして今はまたもうそれの半分ぐ

らいになっているというような具合です。 

 そのような中、補助金を受けて事業を進めて

いた自治体は、財源減少をどうしたものか考え

るようになりました。特に、都市を管轄地域と

しております自治体はそのまま衰退に任せるわ

けにもいかず、対策を打つための財源確保をど

うするかが非常に大きな課題になってきました。

そこで、いろいろな工夫が生まれて、日本にも

多数紹介されておりますが、様々な手法が生ま

れ、発展してきたわけです。 

工夫の一つには、開発利益を社会に還元させ

るためのリンケージの手法があると思います。

ニューヨークなどではよくありますが、オープ

ンスペースをつくったもの、低所得者住宅や、

低所得者地域での住宅の整備を行ったもの、或

いは開発地周辺の住宅や基盤整備を行ったもの、

つまり何らかの形で社会、市民に還元するよう

なことをした場合には更に容積率、ボーナスを

与えるとかそういった方法です。 

 それからもう一つには、自助的な仕組みもあ

ると思います。これもいわゆる特区みたいなも

のになりますけれども、自分達で何かをやりた

いという場合には自分達で負担も行う。やりた

い人がまとまって事業を進めて、地区に付加価

値を付けるというようなことを自助的にやって

ください、というような仕組みがアメリカでは

増加してきました。アメリカには、「特別区」＝

Special District と言われる地方政府の仕組みが

ありまして、日本の特別区、いわゆる 23 区と同

じ名前でちょっとまぎらわしいのですけれども、

ここに示しておりますようにアメリカの地方制

度の中で、地方政府の一種として位置付けられ

ています。そして、これがまさに自助的な仕組

みを形成しています。この「特別区」は、先ほ

どから申しておりますように、特別な課税、或

いは特別な税の配分を行うことによって一つ或

いは少数の行政目的を果たしていくための仕組

みでして、例えば下水道特別区と言えば下水道

事業だけをやる。そのために設置される一つの

地方政府の形態です。ここに書いておりますよ

うに（2p 上表）、アメリカにおいては、連邦政

府、これはもちろん一つですけれども、州政府、

市や郡といった地方政府の数に比べて、この特

別区の数が非常に多く、そして、多いだけでな

くどんどん増えていることがお分かりいただけ

ると思います。特に、他の形態の地方政府―市

とか郡とか―に関しては、ほとんど数が変わら

ないか或いは少しずつ減少しているというよう



な状況にある中で、この特別区だけが増えてい

るのは興味深い傾向です。 

 

（2）受益者負担によるまちづくり 

 実は資産所有者等々が負担金を支払っていろ

いろな事業をやっていくという先ほど言いまし

たような形に加えて、このＴＩＦも「特別区」

の一種として位置づけられています。ただ、特

別区には独自財源、事業組織、公選による意思

決定者を有する独立性の高い仕組みもあれば、

このＴＩＦのように市或いはその下部機関が事

業を運営していくというものもありまして、既

存の政府組織からの独立性には相当差がありま

す。そして、既存の地方政府からの独立性が高

いものだけが、統計上、地方政府に位置付けら

れておりますので、ＴＩＦなどはそれには分類

されていません。つまり、統計上表れない「特

別区」を含めますと、特定目的のために設置さ

れた地区レベルの仕組みというのは、更にたく

さんあるということになりまして、特別区とい

う仕組みを活用した都市開発も数多く行われて

います。 

スクリーンに、どういったときに「特別区」

が活用されるのかが示されています。（スクリ

ーンに示しているのは）お配りしたレジュメの

表とは違うものです。こっちの方が分かりやす

いと思い、直前でこちらに変えました。自治体

の中で何らかの公共施設サービスが提供される

ということになりますと、まず、その受益範囲

が特定可能か不可能かが検討される。受益を特

定できない場合には地方自治体が担当しますが、

特定できる場合は、地方公共団体ではなく、事

業範囲を指定した新たな特別区をつくる。大体

こういう感じで、特定の事業が特別区によって

行われるか或いは自治体によって行われるかが

判断されていきます。ですので、特別区におい

ては、基本的に、受益者負担の考え方の下で財

源調達が考えられています。それが例えば、公

共サービスであって、それを受ける者が特定で

きるような類のものであれば「利用料」という

形で徴収されるでしょうし、開発の場合に、地

価向上ですとか環境が良くなるとかそういう形

で資産所有者や住民が、ある意味では間接的に

受益を得るようなことになると、いわゆる「開

発者負担金」とか「受益者負担金」という形で

徴収されるようなことが考えられるというわけ

です。また、これは都市というよりも郊外のほ

うの自治体でよく見られますが、宅地開発など

が行われた場合に、新たな基盤整備の需要をつ

くり出した新住民がそれに対してお金を払う

「影響料」というものもありますし、新住民だ

けでなく既存の住民も含めて整備される社会基

盤から恩恵を得るという場合には「資本料」と

いう形で全住民に対して負担が課されることも

あります。このような多様な形で特別区を活用

した受益者負担の考え方に基づく都市の環境整

備が進められているというような現状がありま

す。 

 アメリカの受益者負担は、もともと 19 世紀以

来、国土が形成されていく中で道路をつくり、

水道を引き・・というような事業が進められる

中で採用されてきた仕組みです。かつての受益

者負担は、国をつくる中で本当にそういう必要

性が認められ、それが作られると格段に環境が

向上した。地価も上昇した。ですから、つくっ

たものに対して応分の負担を払ってくださいと

依頼されても、依頼される側も必要性を感じ、

明確に利益を得られるのだから抵抗はなかった

んです。抵抗が何もなかったと言うとちょっと

語弊がありますが、需要の方が強いということ

が言えた。そういう時代の負担のシステムとし

て発達したわけなんですけれども、今日、基本



的な基盤整備は、日本でもそうですが、アメリ

カでも既に整備されていますので、そういう意

味では、現在、「あなたの住環境を良くしてあげ

ます」「街路をきれいにしてあげます」と言って

も、昔とは意味が全然違います。今は、払いた

い人もいるかもしれないけれども、払いたくな

い人もいるかもしれない。「ここが良くなりま

すから開発してください」と言ってもやりたい

人、やりたくない人がいるかもしれない。その

位、多様です。 

 ということで、受益者が特定しやすく、受益

が明白であった時代は過ぎて、今はどちらかと

言うと新たな財源負担はなかなか強制しにくい

状況です。そういう中においては、負担者が自

発的・先行的に負担を行って、それに受益が付

いてくるような仕組みが求められるのではない

でしょうか。単に、受益と負担の順番を変えた

だけとも言えるのですけれども、受益を得られ

ることを期待する者が、予め自発的に投資を行

っていくというような仕組み、いわば「投資型」

の財源調達の仕組みというのが必要になってい

くのではないか。そういう仕組みを制度的に担

保していくことによって、いわゆる負担をする

人達の利益、すなわち「私益」ですね、それが

実現されながら、同時に、都市全体にとっても

商業の活性化につながったり、或いは景観の改

善・向上が行われたりというような形で、私益

と公益が両方もたらされることが可能になりま

す。このような仕組みを、私達は、受益者負担

の代わりに「負担者受益」の仕組みと呼んでい

ます。こういう仕組みが導入されることによっ

て、シビル・ミニマム的な公共サービスを超え

た都市に付加価値をつけていくというようなこ

とを目的とする事業が行われることになります。

こういう仕組みが、アメリカで発達しています。 

 

ＴＩＦの仕組み 

 やっと、本題のＴＩＦです。都市研究センタ

ーさんには既にＴＩＦの研究会が設置されてい

ると伺っておりますので、概要はご存じの方も

多いのだろうと思いますけれども、これがどう

いう仕組みであるかがこの図（3p 下）に示され

ております。市、或いは市の開発公社といった

ところが再開発を行おうとする場所で、民間の

自発的な負担を募ることが難しいような場合に、

民間の投資を誘引するためのツールとして導入

された仕組みです。アメリカでは、市などの地

方政府の主な財源というのは財産税であること

が多いのですが、特定の場所にいったんＴＩＦ

地区が設置されると、その段階で財産税額の元

になる資産評価額が固定されます。固定といっ

ても、それは行政サイドの話であり、課される

資産所有者にとっては別に何が変わるわけでは

ありません。固定された後、開発が行われてい

くことによって資産評価額が増加すれば、資産

所有者に課される税額は通常通り上がります。 

何が違うかというと、ＴＩＦが導入されると、

その後、市やその他の地方政府の一般財源には

固定された部分までの資産評価額に課される税

収しか入ってこなくなり、それ以上の資産評価

分、つまり実際には評価額が上がることによっ

て生じる差額部分に課される税収は、開発財源

にそのまま還元されることです。これがイリノ

イ州の場合ですと、最長 23 年間続きます。ＴＩ

Ｆが終了しますと、それ以降は、増価部分も含

めて全ての資産評価額にかかる税収が一般財源

に入るようになるという仕組みです。もちろん、

ＴＩＦ財源だけで全ての開発が行われるわけで

はありません。この財源はいわゆる呼び水効果

を引き起こすために使われるわけでして、これ

を使って基盤整備、用地整備、或いは立ち退き

が必要であればそういうことが行われます。そ



れ以降の施設建設は原則として民間投資によっ

て進められる。そうしなければならないという

仕組みです。 

 

（1）イリノイ州のＴＩＦ 

 ここからイリノイ州を例にとっていきたいと

思いますが、ここには特にＴＩＦが多用されて

いる要因があります（4p）。イリノイ州は、その

地方政府の構造上の特徴として、先ほど言いま

した特別区の数が最も多いことがあります。特

別区というのだけで確か 1200 ぐらいあって、学

校を運営する「学校区」、「下水道区」、変わった

ところでは「蚊退治区」など様々な目的をもつ

特別区があり、それぞれが財産税を主要な財源

にしています。・・ということは何を意味してい

るかというと、ＴＩＦを運営する市や開発公社

は、自らの財源だけではなくてこれらの特別区

の課す財産税の増収分も開発財源として使うこ

とができるのです。もしＴＩＦの財源が市の課

税部分だけを対象としているのであれば、増収

部分を開発財源に回しても自らの財源を一部を

特定目的化するという意味しかないわけですが、

他の地方団体が課している税金の一部も開発財

源として使えることになると市政府にとっては

旨味が出てきます。 

 ＴＩＦは民間投資を基本とした仕組みですの

で、開発の効果が見込める場所というとやはり

都市部になり、シカゴを中心にその周辺の郊外

の町でＴＩＦが急増しています。グラフを見て

いただくと分かりますが、90 年代にかけて、郡

部ではそんなに増えていませんが、シカゴとそ

の周辺で急増しています。ここでＴＩＦの数が

152（1995 年）と書いてありますけれども、も

うおそらく 250 ぐらいにまでいっているはずで

す。そのくらい増えています。 

 ＴＩＦ制度は、イリノイ州の場合には 1977 年

に導入されました。先ほどの説明の際、ＴＩＦ

は財産税を対象とするということでご説明しま

したが、州によっては他の税金を対象としてい

ることもあります。要は開発によって経済活動

が活発化する、住民が増えるといった開発効果

が生じた場合に、どの税金が増収するかを考え

て対象となる税目が定められているといえます。

イリノイ州でも、かつては財産税だけでなく消

費税やユーティリティーに関する税金というの

も対象とされた時期もありました。但し、結局

は廃止されてしまい、今導入されるＴＩＦには

財産税しか使えません。 

それで、先ほども言いましたように、通常、

市政府或いは市の開発公社がＴＩＦを運用する

のですが、多くの場合、ＴＩＦ設立後の開発の

結果もたらされるであろう財産税増収分を見込

んで公債を発行します。さきほど、ＴＩＦの期

間は 23 年であると申し上げましたが、そういう

意味では、公債を発行してそれを償還するまで

に 23 年ある。或いは、23 年で十分に償還でき

るような額しか公債は発行できないということ

も言えます。とにかく、23 年で全てを終わらせ

なければいけないということです。 

 

（2）ＴＩＦ導入の基準と導入過程 

 ＴＩＦは、どこでもこれを導入できるわけで

はありませんで、考え方によっては、先ほども

言いましたように他の地方自治体の財源の一部

をいただくわけですし、市の中でも税収の一部

を特定の地区だけに集中させることになるわけ

ですから、他の地域の住民にとっては、間接的

ではありますが被害を受けているともいえない

わけではないんです。ひょっとしたらＴＩＦが

導入されず、かつ資産評価額が開発なくしても

増えていれば、財産税の増収分を用いて提供さ

れる公共サービスから他の地区も平等に恩恵が



得られたであろうに、ＴＩＦが導入されること

によってそれが特定の地域に集中されるわけで

す。そこで、全ての人が、そうしても（税金の

一部を開発費に特定目的化して特定地区に集中

的に使っても）仕方ないだろうと納得し、ＴＩ

Ｆが正当化されるような基準というのが設けら

れなければなりません。 

シカゴ市では、２年前で 104 カ所のＴＩＦが

ありました。今はもう多分 150 ぐらいいってい

ると思います。市の全区域の 15％以上をＴＩＦ

が占めているという状況になっているそうです。

そうなってくると、いくらそこが一等地であり

ながら税収をもたらさない地域になっている、

ＴＩＦを導入すれば 23 年後には資産価値が上

がって税収も増え、市民全員に恩恵があるんだ

と言われても、23 年という長い間、その地区か

ら新たに生じた税収はその地域のためにしか使

われない、それに対して、ＴＩＦが設置されて

いない地域から生じた税収は都市全体のために

使われるわけですから、市民の間に不公平感が

生じます。また行政内部でも、開発を担当して

いる部署は財源が確保されるけれども、他の部

局－教育だとか福祉だとか清掃とかの部署―は、

厳しい財源状況下で職員の削減が行われたり、

給与がカットされたりとかいうようなことが行

われていますので不満が高まる場合があるよう

です。ＴＩＦは、間接的ではあるけれども、他

にしわ寄せをもたらすことは否定しがたいのだ

ろうと思います。そういう中でやはりどういう

場所であればこのＴＩＦ制度を導入することが

正当化されるのか、というきちんとした理由付

けが重要であると言えます。 

 イリノイ州の場合は、ＴＩＦを導入できる地

域を「荒廃地域」或いは「保全地域」という二

つに分けていまして、それぞれに基準をつくっ

て、それを満たす地域にしかＴＩＦが導入され

ないようになっています。詳細な基準（5p 上）

についてはご説明するつもりはないのですけれ

ども、資料として付けましたのでごらん下さい。

基準というのが約 15 個、このように記されてい

まして、それぞれの基準に対して－例えば「荒

廃」であれば、それはどういうものかが、基準

を満たさない、空室が多い、有害であるとかコ

ミュニティ計画がないとか－、更に 15 個ぐらい

の判断要素が示されています。これらの基準の

うち３つを満たして、更にその地区の建物の半

数以上が築 30 年以上であるというような老朽

化が非常に激しいという場合は「保全地域」に

認定されまして、５つ以上の基準に当てはまる

場合は「荒廃地域」に認定されます。「荒廃地域」

に当てはまるとしても、建築上の観点から保全

型の開発が望ましいという場合には「保全地区」

になりますし、その辺はこの基準をもとにしな

がらも、それぞれ対象となる地域の特徴を見な

がら判断されているという感じです。 

 ＴＩＦの導入プロセスについても資料として

お付けしておりますので（5p 下）、詳細はこれ

をご覧ください。法的にＴＩＦが導入されるの

はこの中ほどの部分になり、市政府で特定の地

区にＴＩＦを導入するという条例が制定された

ときです。その後、郡に―課税は市がやってい

ますけれども、徴税事務というのは郡がやって

いますので―「ＴＩＦをやりますよ」というふ

うに告知して、固定する評価額というのを定め

てもらって、その後に増収する税金が特定目的

化されるようにするための事務をやってもらう

とか、そういうような手続が進んで行きますが、

大切なのはＴＩＦ条例が制定される前だろうと

思います。そこで、それなりに時間もかけられ

ています。早い場合は、準備段階は半年ぐらい

で済むようですが、長い場合には３年、４年も

かかるようです。 



最初に申しましたように、民間の投資という

のが入らないとＴＩＦも設立されませんし、そ

れが決まって増収の目途がたたないと公共側の

資金を使った基盤整備も行われないという仕組

みですので、ＴＩＦでは、何よりもまず投資者

となる民間の事業者がいるかどうか、いた場合

には民間側の提案がＴＩＦの目的に合致してい

るか、といったことが検討され、民間事業者と

市政府の間で、どういう開発を進めていくかに

ついての話し合いがＴＩＦの正式な導入前に長

い期間をかけて行われていきます。それ以外に

も、財産税の基準評価額が固定されるという意

味で、先ほど言いましたように、市の他に課税

している団体がおり、そこも影響を受けますの

で、そちらとも話し合いをしていく。更に、Ｔ

ＩＦが導入されることによって事業が行われる

周辺の環境が変わります。ＴＩＦはもともと経

済的・社会的に衰退した地域で導入されますの

で、周辺には低所得者が多く住んでいるという

ような事情も大いにあり得ますので、周辺への

影響も考慮しながら公聴会を公式、非公式に行

って話し合っていく必要があります。それから、

もう一つ。ＴＩＦは税金を操作する点で、ある

意味、とてもテクニカルな技術を必要とする仕

組みであり、いろいろなノウハウを必要とする

制度ですので、市の中のプロジェクトチームの

立ち上げ、事業を監督する第三者機関の設置、

或いは債券を発行する場合にはそれがうまくい

くようにコンサルタントに委託したり、更に法

律業務に関しては弁護士に委託する必要もあっ

たりしますので、ＴＩＦをうまく運営していく

ための体制固めというのも準備段階の重要な要

素です。こういうようなことをやっていくので、

ＴＩＦは条例が制定されるまでの準備の段階と

いうのが非常に長いです。 

この体制固めに関してですが、イリノイ州で

は 1977 年にＴＩＦ法ができておりましたが、シ

カゴ市においても 90 年代に入るまでは、そんな

に使われてきませんでした。使われるようにな

るとものすごい勢いで活用され始めているので

すが、その背景には、やはりＴＩＦに関するノ

ウハウが貯まってきたことが大きいのではない

かと思います。例えば、こんなことがありまし

た。今は、多くの人がＴＩＦに関わっています

ので、シカゴには「ＴＩＦ協議会」というよう

な組織が民間にあります。何年か前にシカゴに

調査にいったとき、そこにヒヤリングに行った

のですが、行ってみると何だかいろいろな人が

集まってきました。こちらもＴＩＦに関連して

仕事をしている人達から話を聞きたいというこ

とで行ったのですが、弁護士が来て、都市計画

のコンサルが来て、それから会計コンサルの人

が来て、という具合です。弁護士も、自治体側

に立つ人とディベロッパーの側に立つ人とがい

ました。皆さんそれぞれがＴＩＦに関与しなが

ら、それぞれ違った専門分野があるのですけれ

ども、考えて見れば、そういう専門の人が育成

され、ノウハウが貯まってきたということがや

はりこのＴＩＦという仕組みが活用されるよう

になった背景にあるように思います。 

こういう形で、開発に関するいわゆるステー

クホールダーとそれから事業を進めていくチー

ムの編成が終わって、公式な公聴会が行われ、

それが終わるとＴＩＦ条例が制定されて、後は

先ほど申し上げた税金の基準評価額の固定とか

税収の配分に関する事務的な手続のプロセスへ

と進んでいく。税の増収分が発生するようにな

ると債券を発行していれば償還を行っていくな

り、発行していなければ貯まった税収を用いて

予定に沿ってプロジェクトが進めていかれるな

りして、プロジェクトが進んでいきます。そし

て、毎年、州政府に進捗状況を報告する義務が



あります。最後に、債券の償還が終わったら、

或いは予定通りのプロジェクトが完了すれば、

ＴＩＦが終了するというようなプロセスになっ

ています。 

 

（3）大都市のＴＩＦ 

 次に、幾つか事例（6p）を見てみたいと思い

ます。 

シカゴで一番古いＴＩＦ地区というのが、い

らっしゃったことがある方であればどの辺りか

大体お分かりだと思いますけれども、「ループ

地区」と言われる、数年前までは雑然とした感

じであまり治安が良くないといわれる地域です。

安ホテルが多く、私も昔泊まったことがあるの

ですが、そこまで治安が悪いとは思いませんで

したが、確かに一人歩きはちょっと心許ないよ

うなそんな地域でした。地図上、この☆印が市

役所です（6ｐ）。市役所の周辺は結構歴史的に

重要な建物が多いのですけれども、ここにある

ミシガンリバーの逆サイドに新しい建物が多く

つくられて、オフィスが次々に移転して、更に

郊外に移っていく企業も増えるで、このループ

周辺は、急速に衰退していったようでして、一

時期は、空室・空ビルが多く、反対にアダルト

ビジネスが急増しました。そして 1984 年、この

ランドルフ通りとステート通り、この辺を中心

とした 45 区画にＴＩＦ地区がつくられました。

実際には、最初は 15 区画の小さな地区だったの

が拡大され、97 年からは 45 区画を対象とする

ようになりました。 

 普通に見れば都心の一等地なんですけれども、

先ほど言いましたように建物が老朽化していく

中でだんだん新しい投資が入らなくなっていっ

て、更に治安も悪化して人が近寄って来ないと

いう悪循環に陥った中で、ここに再び民間の投

資を誘致して雇用を創出・維持するということ

を目的として、三つ位の方針が立てられました。

これはＴＩＦと関係なくつくられたダウンタウ

ン・プランの中でつくられた基本方針です。第

一に、先ほどのこの地図上ですと縦に通ってい

るステート通りでは商業を再活性化させよう。

第二に、ランドルフ通りは、かつては劇場街で

あったということで、それを蘇らせよう。そし

て第三に、空いたオフィスは積極的に住宅への

転換を図っていこう、というようなことを計画

しております。ＴＩＦは、この計画を実現させ

るためのツールとして使われたという形です。 

 ステート通りでは商業を再活性化させるため

にデザインガイドラインをつくって、それに応

じたストリートファニチャーとかの整備等々を

行うためにＴＩＦの財源が用いられました。ラ

ンドルフ通りでは、同じく街路整備を進めつつ、

ここにはかつて劇場やギャラリーであった古い

建物が、空きっぱなしになって 15 年以上野ざら

しになったものがたくさんありましたので、そ

れを活用する民間業者というのを探してＴＩＦ

の資金を支援するというようなことが進められ

ました。 

 例えば、オリエンタル劇場というのがありま

す。これ（レジュメの写真）はパレス劇場で同

じくＴＩＦを使っていますけれども、違う劇場

です。オリエンタル劇場は、数年前に再オープ

ンしましたが、それまで 15 年間空いたまま野ざ

らしになっていました。これを 2100 人ぐらい入

るような劇場に再整備しようということで、事

業費が 3500 万ドル、そのうち、これは結構比率

として高いと思うのですけれども 1350 万ドル

がＴＩＦの資金から出されました。通常はこう

いうふうに事業費の何割と見ますと、８：２ぐ

らいで民間が出すというような感じですので、

これはちょっと多いかなと思います。通常、新

しい建物がつくられる際にはＴＩＦの資金が使



えませんのでせいぜい地下の公共駐車場程度を

負担する程度で全体の 2 割位に留まるのですけ

れども、この劇場は、古い建物を改修して使い

ましたから多分ＴＩＦの資金が使いやすかった

のだろうと思います。 

 市政府は、この劇場が再オープンした効果と

して、年間 28 万ドルが財産税の増収分として納

入されていると発表しています。これは、この

劇場だけから上がっている税収でＴＩＦ地区全

体ではありません。その他に、ＴＩＦの効果と

して、例えばこれによって 18 万ドルの消費税の

税収も生まれたとか、娯楽税も 400 万ドル生じ

たとか、そういう効果が報告されています。 

 

（4）小都市のダウンタウンにおけるＴＩＦ 

 大都市は投資が入りやすいですので、そうい

う意味では非常に大きなプロジェクトが可能に

なるのは理解できます。こういう投資型のまち

づくりというのは大都市でしか行われないとい

うような気がするのですけれども、シカゴ周辺

の場合は相当郊外のほうでも、特に 90 年代は活

用されてきました。先ほど見ましたループ地区

では、年間の税の増収額というのが 4000 万ドル

ぐらいあるんですけれども、次に見ますスコキ

ー村という郊外の村の場合は、ダウンタウンに

ＴＩＦを導入しましたが年間で 100 万ドルしか

財産税の増収額が出ません。つまり、単純にそ

れを 23 倍したものが事業費とすれば、それには

40 倍の差があります。しかし、共にＴＩＦを活

用していることからすれば、同じＴＩＦでも非

常に大規模にやることもできるし、すごく小さ

くやることもできるというようなことが言える

かと思います。そこで、次に、郊外の小さな町

におけるＴＩＦについてみてみたいと思います。 

スコキー村というのはシカゴから約 25km の

ベッドタウンで、車でシカゴに十分に通勤通学

できるところです。人口は約６万人と小さな町

です。かつて村役場の周辺がダウンタウンとし

て栄えていましたが、車が普及するに従って商

業施設も拡散し、ダウンタウンは衰退の一途と

なりました。そして、シカゴ市もそうであった

ように、これがＴＩＦの典型的な進み方のよう

に思われますが、スコキー村でも、まずダウン

タウンを対象とした整備・活性化計画がつくら

れました。これが 90 年です。そして、この計画

を実施するためにＴＩＦが導入されました。そ

して、投資家を確保して、ＴＩＦで得られる財

源を引き当てとした公債が発行され、それを財

源に土地の買収とか用地の造成が行われた上で

民間に売却されました。これらの事業が、常に

民間事業者と話し合いをしながら進められてい

きます。更にストリートファニチャーが整備さ

れた歩道等もつくられました。それからもう一

つ。ここはいわゆるシカゴみたいな大型の広域

から人が集まる商業地域ではなくて、近隣型の

商店街ですから、そういう特徴を重視して既存

の商業施設の所有者達にファサードの補修をす

すめまして、その費用のうち 50％というのをＴ

ＩＦから援助するというような仕組みも導入さ

れました。新しいものを入れつつ既存の人達に

も再生してもらうというような考え方が見られ

ます。この写真はコンドミニアム（8p）ですけ

れども、スコキー村のＴＩＦを使って民間でつ

くられた住宅です。 

 スコキー村の評価額の増加は、先ほどのシカ

ゴと比べますと相当小さな額にはなるんですけ

れども、それでも 9 年間で 1850 万ドルであった

ものが 3300 万ドルまで（レジュメを訂正）上が

っています。それによってＴＩＦの財源が、こ

のグラフに示しておりますように、最初の頃は

数十万ドルのレベルでしたが今では年間 170 万

ドルぐらいと、だんだん上がっています。スコ



キー村は、発行した公債の額が 350 万ドルとシ

カゴに比べれば少額であり、好景気も手伝って

資産評価額も順調に上がっていますので、予定

よりも早い段階で償還を終えるだろうと考えら

れています。そうした場合に、先ほども言いま

したように他の財産税を課税している政府とい

うのはできるだけ早くＴＩＦなんて終わって特

定目的化されている財産税をそれぞれの一般財

源に戻してほしいわけですから、「早く終わっ

てくれ」というようなことをしきりに要請して

いるようでして、スコキー村としても 23 年を待

たずに、早い段階で、例えば十数年程度でＴＩ

Ｆを終了させてしまおうと考えているようです。

最初に民間の投資が決定された段階で公共資金

を何に使うかが決まる。責任自体がはっきりし

ている上に、時限的なのでずるずると続いてい

くということがありません。この点でも、ＴＩ

Ｆは自立的な仕組みであろうと思います。 

 同じく郊外で言えば、アーリントンハイツも

（9p）シカゴからほぼ同じような距離に位置す

る村です。先ほどのスコキー村というのは中間

層ぐらいの住民が多いんですけれども、ここは

住民の平均年収が高いところです。平均年収６

万ドルというとアメリカでは相当高くて、全米

平均で３～４万ドルですので、そういう意味で

は裕福な人が多い所といえます。しかし、そう

いう所であるからこそ一戸建てが中心の街が形

成されていまして、皆車で移動しますから、駅

の周辺が衰退して問題となり、やはり駅前のダ

ウンタウン地区にＴＩＦが導入されました。そ

れで、ここも同じようにダウンタウン地区を対

象としたマスタープランの他、ダウンタウンを

対象としたゾーニング計画、デザインガイドラ

インが定められました。そして、ＴＩＦの資金

がストリートファニチャー等々の整備に使われ

て、民間主導で開発が進められていきました。 

 駅というのは、今、公共交通を中心とした町

づくりが注目されている中で、連邦政府の交通

関連法の補助金が入りやすい地域でもあります。

ということで、ここではＴＩＦと連邦補助金と

が財源になって開発の誘導が進められました。

駅舎は連邦補助金を用いて、そのほかの基盤整

備はＴＩＦを用いて実施されています。駅近く

では、いくつかのいわゆる商業施設と住宅とい

うものが混在した、ミックスト・ユース開発が

行われていますが、この表に示していますよう

に、この村は、民間と公共それぞれが出した額

を教えてくれました。それぞれＴＩＦと民間の

資金というのがこのぐらいの割合で入っていま

す（9p）。これだけはちょっと公共資金が多いで

すけれども、これはやはり劇場施設を含む開発

でして、それが公共施設でしたので多いのだと

思いますが、他は大体８：２から７：３で、民

間の投資額の方が圧倒的に多いという感じです。 

 これらの村に見られるように、小さな都市で

はいわゆる駅前などにあって衰退しきったダウ

ンタウンにＴＩＦが導入されることが多く、大

都市ほど規模が大きくなく、できる範囲－すな

わち、予想される資産評価額の増加の範囲内で

－やっているというのが特徴であろうと思いま

す。それからもう一つの特徴は、郊外に行きま

すと、まぁ郊外に限りませんし、東京でも何か

江東区のほうでありましたけれども、局地的に

大規模な開発を行いますと住民が急増して子供

も増えます。ＴＩＦもそういうことが起きるわ

けですが、その割に学校の財源は増えるとは限

りませんし、イリノイ州のＴＩＦでいえば、開

発が行われている間は学校の財源は固定化され、

毎年のインフレ等を考えますと、実質的には少

しずつ減っているというような状況になってお

り、開発と基盤整備の一致に関する問題が出て

いるようでした。つまり、特に学校の問題を中



心として、成長管理的な視点からＴＩＦをいか

に運用していくかということが郊外の小都市で

は一つ課題になっていることが特徴です。 

 

ＴＩＦの課題と展望 

 これまでの話の中でもＴＩＦの課題というの

をいくつか述べましたけれども、最後に、これ

をまとめてみたいと思います。それが、このペ

ージです（10ｐ）。 

一つ目は、当事者間の意見の調整です。先ほ

ど言いましたように、税金の使途を特定目的化

していくとなると特にイリノイ州のＴＩＦのよ

うに、ＴＩＦを運営する主体とその財源の課税

主体が一致しない場合には、その意見の差とい

うのをどういうふうに調整していくかというこ

とが重要になりますし、その際には、他の公共

サービスに間接的にしわ寄せがいくという影響

を考え合わせても衰退した地域を活性化してい

くことが必要である、だからＴＩＦが必要であ

るといえるような基準、要件の明確化が必要に

なると思います。アメリカの場合はやはり解釈

に相当温度差があって、シカゴのようにどんど

ん入れていく所もあれば慎重にやっている所も

ある。日本で、ＴＩＦのような仕組みを導入し

たときにどういう税金を使っていくのかという

のはまた全く別の話になりますけれども、仮に

国税を特定地区に集約させるといった仕組みが

あり得るとしたら、その場合には、どこでも導

入可能にするわけにはいかないでしょう。何の

ためになぜ特定の場所に導入するのかが明確か

つ理解されるものである必要があります。 

 それから、これはＴＩＦに限らないですが、

開発が行われた場合に、その周辺のコミュニテ

ィとどういうふうに話合いを進め、開発者と周

辺住民が共に納得できる開発ができるようにす

るかという課題もあります。冒頭に述べました

ようなリンケージの考えを用いて、周辺にも利

益がもたらされるように環境整備などを併せて

実施するといったような仕掛けは考えられます

が、それだけではなく、事業計画自体に住民が

反対する際には、周辺住民の要望と開発者が最

低限満たさなければならない採算性のラインを

－両者は必ずしも一致しませんから－、いかに

調整するかが重要な課題となります。 

 もう一つは、ノウハウが貯まっていったこと

によってＴＩＦ地区の数が急増したということ

を申し上げましたが、そういうことにも見られ

るように、ＴＩＦを発展させるには自治体の運

営能力、外部のノウハウの蓄積というのが相当

に重要だと思います。アメリカでは、地方債に

は二種類あって、自治体自体の信用力を担保に

発行される一般責任債券 (General Obligation 

Bond)と、特定のプロジェクトから生じる資金を

引き当てとして発行される引き当て付き財源、

いわゆるレベニューボンドといわれる債券があ

ります。このうち、ＴＩＦの場合は通常、後者

のほうが発行されます。そういう意味では、特

定のプロジェクトからどれくらいの償還財源が

もたらされるのかをきちんとはかって、それを

もとに十分可能な償還計画を立てるノウハウが

必要です。アメリカでは現在、多くの自治体が

ＴＩＦを積極的に使っていますが、果たして市

場から資金を調達して公共的な事業をすすめて

いくような高度な手法をどこでもうまく活用で

きるのかというと最初からは難しいのではない

かと思います。先ほど取り上げたようなスコキ

ー村では、もうほとんど一人の人がＴＩＦの開

発というのを担当しているというような状況で

して、その人の場合は優秀な人そうでしたが、

「あの村でもやれたからうちもやれるはずだ」

といって他の村で突然やろうとしてもすぐにで

きるものなのかどうか。なかなか難しいのでは



ないかと思います。アメリカの場合は、どこか

で成功したらその人を引っ張ってきてうちの村

でもやってもらおうというようなことが行われ

るのかもしれませんが、それも社会全体にそう

いう人材が少ないと回りませんね。その意味で

も、ＴＩＦの運営能力が自治体の中、或いは社

会全体にきちんと整備されているというのが条

件になると思います。また、アメリカでは、一

般責任公債を発行する時には住民投票が行われ

ることが多く、住民が「そんなのは返せないか

らやめろ」と言えば公債発行は中止されるとい

うような仕組みが結構あるんですけれども、一

般責任公債と異なりまして、レベニューボンド

は住民投票をかける義務というのがほとんどな

く、そういう意味では自治体職員の裁量で発行

できたりするので、そういう意味でも職員の高

い能力が必要であろうということです。他方、

アメリカでは、ＴＩＦは将来にリスクを回す仕

組みでもあるため、ある程度歯止めをつけるべ

きではないかという意見もあります。 

 さらに、住民参加と情報開示という観点から

の課題もあります。イリノイ州ではこの観点か

らの規定が法律に相当細かく明記されています。

事業に関心のある人には全員に情報を公開する

「関係者登録制度」があったり、公聴会も公式

なものだけでなく、非公式なものまで義務付け

るというようなことがあったりして、相当に踏

み込んだ形で規定はされていますけれども、や

はりそれでも先ほど言いましたようにコミュニ

ティとの意見の格差等もありますので、更に必

要だという意見があります。この点は、今後も

課題であり続けるでしょうし、改善が進むもの

と思います。ただ、先ほど言いましたように、

公債を発行して市場から資金を調達してくるよ

うな場合には、資金調達を可能にするために事

業の内容というのを分かりやすく、そして積極

的に公開していく必要がありますし、実際にも

積極的に公開している。公債発行はもちろん将

来にツケを回す仕組みではありますが、こうい

う意味では、事業の情報公開を進めるという考

え方をすることもできるかと思います。 

 それでは、最後にもう一度、こういうような

ＴＩＦの仕組みの中から何を学んでいくか。

日々のお仕事で実践されている皆さんのほうが

いろいろ感じられたことがあると思いますので、

是非、ご教示いただきたいと思うのですけれど

も、私は、やはりＴＩＦの財源調達が自立的で

あるという部分、つまり、将来の可能性を見込

んで、それが十分に可能になるような計画を策

定して、財源をつくり出すという仕組みの部分

が一つ、重要だろうと思います。もう一つは「公

共投資が行われて基盤ができて、いい土地がで

きましたからぜひ買ってください」ということ

で民間投資を期待したけれどもダメだったとい

うことではなくて、民間投資の決定と公共投資

の財源確保が同時に行われるということ。更に

は、場所を特定することによって、そこに生ま

れる利益を還元して負担もそこから出させると

いうことです。最初に申し上げたことと重複し

ますが、改めてこれらの三つの観点からＴＩＦ

の仕組みについて考えてみる価値はあるのでは

ないか、そういうふうに思います。そのために

は日本の場合はやはり自治体がそれだけの能力

を持たなければいけませんし、社会にもそうい

うノウハウが貯まっていかなければならないだ

ろうと思います。 

どうも有り難うございました。 

以上（安田） 


