
 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会：本日、都市研究センターで研究アドバイザー

会議というものを開催させて頂きますけれども、せ

っかくの機会でございますので、研究アドバイザー

の中井検裕先生にご講演をお願いした訳でございま

す。 

中井先生ですが、東工大の大学院の教授でいらっ

しゃいますけれども、東工大博士課程をご卒業後ロ

ンドンのスクール・オブ・エコノミクスで助手をな

されておりまして、イギリスの都市計画関係では第

一人者と言われている方でございます。本日は、「イ

ギリスの都市再生支援制度：サッチャーからブレア

まで」ということでお話を伺うことになっておりま

す。それでは中井先生よろしくお願いいたします。 

 

中井：東工大の中井ともうします。どうぞよろしく

お願いいたします。時間も限られておりまして、か

なりのスピードでお話ししなければならないと思い

ますが、少し間をはしおりながらでもいきたいと思

っているのですが、全体の大きな流れが、どうなっ

ているかというのを主に今日はご報告させて頂けれ

ば、というふうに思います。 

まず、イギリスの地域再生の支援の形式にどうい

うものがあるかというのを最初にご説明しておきた

いと思います。 

一つ目は、税を減免するというような地域再生支

援の形式がございます。これは、エンタープライズ

ゾーンというような形で実行に移されました。これ

はエンタープライズゾーンしかなくて、しかもこの

仕組み自体が一応もう終わってしまいましたので今

日は詳しくはお話しいたしません。概略申し上げま

すと、あるゾーンを決めてその中に立地する企業に

は税制上の恩典がかなりあるという仕組みでござい

ます。 

二番目に、国からの直接の補助金というのがござ

います。これは後でご説明したいと思いますが、プ

ログラム系補助金と私が呼んでいるものとプロジェ

クト系補助金の二種類に一応性格的には分けられよ

うかと思います。 

それから三番目に、開発公社、日本で言うと公団

のような存在に当たるわけですけど、こういった国

の特定機関を通じた補助というのがございまして、

この補助の中身にいろいろございます。一つは、直

接国の特定機関が補助機関となってお金を渡すとい

う補助金がございます。それから、特定の企業とか

プロジェクトに対して債務保証を行ったり、あるい

は一定期間の、特にプロジェクトの初期に賃料保証

を行ってあげるというような補助がございます。こ

れは直接お金が発生する訳ではありませんが、リス

クを引き受けるという意味で補助になっております。

それから、公社ですので直接開発を行って、そこの

中で社会資本投資を行う、これは本来民間が行って

もおかしくない部分を国の機関が肩代わりして行っ

てあげるという意味でインフラの整備とか、あるい

は最近ですと特に土壌改良の問題が大きく出て参り

ますのでこういったあたりが補助がございます。 

それから、第四の形態はですね、これはヨーロッ

パ独特ですけれどもヨーロッパ連合、EUからの補助

金というのがございまして、これは1975年からはじ

まっておりますけれども、非常に最近重みを増して

いる補助の内容でございます。ただ、これにつきま

しては一番最後にお話しすることになるかもしれま

せんが、今後どうなるかかなり不安定な要素がござ

いまして、この EU からの補助金次第では、国の政
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策自体もかなり大きく転換せざるを得ないというよ

うな側面も残されております。 

国からの直接補助金、先程申し上げましたが、プ

ログラム系というのとプロジェクト系という、しい

て言うならこの二つに分けることができます。プロ

グラム系というのは、基本的に小さなプロジェクト

に多数補助を出してあげると。これらの小さなプロ

ジェクトをうまく連鎖させることで地域の活性化な

り再生を支援してあげようと、こういう主旨からで

きあがっている補助金でございます。それに対しま

して、もう一つのプロジェクト系というのは、いわ

ば再生の核になるような大きなプロジェクト、一般

的には不動産開発事業ということになりますけれど

も、これに対して補助を行うことでいわば再生の弾

みをつけようと、そういう主旨からできあがってい

る補助金でございます。こういうふうに書くとかな

り性格は違うように思うのですけど、実は多少重な

っているところもございます。プロジェクト系補助

金でもかなり小さなプロジェクトにも補助いたしま

すし、プログラム系補助金でも一件一件は小さいと

はいってもコアになるようなプロジェクトも当然ご

ざいますので、そのあたりは重なってはおりますけ

れども主旨が、片方はいわばプロジェクト自体を連

鎖させるということに非常に主眼があるのに対しま

して、もう片方はいわば大きな大砲を撃ってこれで

地域を活性化させようと、そういう考え方からでき

ているという意味です。 

そこで、時代を追いながら少しお話をさせていた

だきたいと思います。 

サッチャー以前につきましては、本当はサッチャ

ー以前をお話ししないとなぜサッチャーの時代に非

常に意味があったか、ということがわからない訳で

すけれども、概ね労働党政権でございまして、非常

に経済的にも停滞をしていたと言いますか、非常に

国の借金が多かった時代だと、一言で言うと考えら

れます。それから都市につきましては、特にインナ

ーシティの問題が大きな問題として取り上げられる

ようになっていた。まさにそういう時期にサッチャ

ーが登場してきたということでございます。 

サッチャーはまず最初に、機関を通じた補助とい

うあたりを中心に改革を進めて参ります。1980年に、

有名になりました都市開発公社という仕組みをつく

りました。これがまず最初にサッチャーが都市再生

ということについて手を着けた最初の大きな政策で

ございました。この都市開発公社は1998年まで続き

ました。公社自体ができあがったのは1987年位まで

なのですが、その後ずっと事業を行っておりますの

で、98年時点まで一応公社という形では存在をして

おりました。公社は国の直轄機関、つまり基本的な

公社の収入は国の補助金から成り立っております。

その他に公社が独自の事業を行うことによる事業収

入というのはもちろんあるわけですけれども、主に

国の補助金から成り立っている、そういう機関でご

ざいます。かつて、戦後間もない時期にイギリスで

ニュータウンを沢山つくるときに同様のニュータウ

ン開発公社というのを沢山作ったわけですけれども、

これのいわば既成市街地版というように位置付けら

れておりました。ただ、若干ニュータウン開発公社

と異なりますところは、次に書いておきましたけれ

ども、強制収用権および開発許可の権限、イギリス

では開発許可の権限というのは非常に強い権限でご

ざいまして、これは一般的には自治体が有しており

ます。ところが、この都市開発公社は開発許可の権

限を自治体からいわば奪い取るといいますか、自治

体から委譲されるという形になっておりまして、こ

れが非常に強い権限ということになります。基本的

には地方自治体をバイパスする仕組みとして出来上

がったわけでございまして、いわばある区域を決め

てそこは国の直轄地にします、で国の機関が全部そ

の中を差配すると、こういった構造を作り上げた訳

です。 

仕事としては、開発公社と書いてあるので、開発



をするのではないかとお考えになるかも知れません

が、実は開発はあまり行いません。何をやるかと言

いますと、開発に適した用地の整備及び地域の基盤

施設整備を行います。開発自体は民間にやってもら

うという考え方で、いわばインフラ整備を行って開

発に適当な用地を民間に払い下げる。この基盤施設

整備の分だけを要は国が負担をしますという意味で

かなり民間に対する大きなインセンティブを与える

仕組みになっておりました。実績といたしましては、

11の区域で1区域につきまして1つ公社ができます

ので、11の公社が結果的に設立されました。第一世

代は1981年に二つの公社ができまして、一つはロン

ドンのドックランドという地域でございます。もう

一つはマージーサイド、これはリバプールですけれ

ども、ここにできあがりました。それから1987年に

五つですね。これはバーミンガムですとかマンチェ

スターといったいわゆる残りの大都市ですね。こう

いうところにできました。これが第二世代というふ

うに言われています。それから、第三世代は1988年

に四つできたのですが、それまでの七つは区域とい

うのが非常に大きく設定されておりまして、例えば

ドッグランドは2200haの区域に対して設立されてい

ますし、その他のところも概ね 1000ha、2000ha と、

そういう規模で区域を設定して都市開発公社を設定

いたしました。88年の四つはそれに比べると非常に

小さな区域に限定しまして、大きいところで 300ha 

とか、大体一桁ゼロが違う位の感じで設定されてお

ります。この意味で第三世代はミニ開発公社という

ふうに当時は言われていました。 

次は、わりと大事な話なのですが、第一世代は非

常に公社は対立の図式の中にこういうものが出来上

がってきたということがございます。その対立は何

かと言いますと、一つは国と地方自治体の大きな対

立の図式。もう一つは、民間企業と地元住民との間

の対立の図式だっただろうと思います。ある種、サ

ッチャーが考えていたのは、地方自治体と住民とい

うこの組み合わせが都市再生を非常に遅らせている

という認識だった訳です。そこで国と民間企業が手

を組んで、この構造を解消するというそういう意味

合いがあった訳です。当然のごとく国と民間企業と

いういわばパートナーシップと自治体、住民という

パートナーシップは非常に強く対立をいたしまして、

かなりこの間には摩擦があったということでござい

ます。その反省を踏まえて第二世代以降は協調、も

う少し言いますと妥協というふうにとれなくもあり

ません。例えば自治体はなんとか都市の再生をした

い、と言うときに一方でいわば国の直轄地を自分の

自治体の中につくられる訳ですので、本来はあまり

好ましくないというか、そういうことを積極的に要

望しない訳ですが、同時に非常に大きな投資がそこ

に落ちるということで、いわば権限とお金を秤に掛

けて妥協していったというそういうことがございま

す。従いまして87年以降の都市開発公社につきまし

ては、比較的うまくいろいろな開発が進んだという

ことがございます。98年に全てが解散いたしまして、

どうなったかといいますと、Commission for the New 

Townという組織が当時ございまして、これはどうい

う組織だったかというと、ニュータウン開発公社も

同様の形で事業が終わればこの種の公社は解散する

のが役割なんですが、維持管理とか残った土地だと

かがありまして、いわば精算事業団のようなものが

残っているのです。これがそのニュータウン開発公

社の精算事業団がこのCommission for the New Town

という組織でございまして、都市開発公社も解散の

後は精算事業団のほうに統合されたということがご

ざいます。 

有名なプロジェクトをお見せしますけど、これが

ロンドンのドッグランドでございまして、およそ

2200ha、ちょうどその左側の端っこがロンドンの都

心部でございますけれども東側に広がる地域でござ

います。これが有名なカナリー埠頭と呼ばれている

開発でドッグランドのいわばフラッグシップ的な開



発でございます。80年代にはオリンピア・アンド・

ヨークという有名な会社がこれをやることになって

いたのですが、倒産とかいろいろないきさつがござ

いました。この写真を撮ったのは 93 年なんですが、

ちなみに現在は周りに同じような開発がいっぱいあ

って、非常にこういう単体でできていた時代とは全

く変わっています。それから他にも、これはインフ

ラをつくるということでライトレールですね。当初

非常に評判の悪いと言いますか、まず技術的にこん

な技術が先進国でもほんとうにやっていけるのかと

いうようなそういう技術で、導入されたライトレー

ルですけれど、今は非常にネットワークも発達しま

して、既存の鉄道からうまく乗り入れられるように

なったので、私も今年も一度行きましたけど、ずい

ぶん便利になったなー、やっばりこの種の基盤をつ

くるには 10 年から 15 年位はかかるのかなーという

印象を受けました。住宅開発もかなり進んでおりま

す。こういう水際の住宅開発がかなり進んでおりま

す。これについては賛否両論がありまして、水際を

もうちょっとパブリックに解放した方が良いのでは

ないか、いろんな意見がございましたけれども住宅

は好評でかなりの勢いで売れていたということがご

ざいます。 

もう一つ、サッチャーの時代の特徴は、プロジェ

クト系補助金をかなり作ったということでございま

して、1982年に都市開発補助金という仕組みを作っ

ております。その後86年には、あとでご説明します

が、都市再生補助金という、そしてこれを纏めて88

年には都市補助金というようなものを作ったのです

が、要は、どういう補助金かと言いますと、1970年

の後半にアメリカにアーバン・ディベロップメン

ト・アクション・グラント(Urban Development Action 

Grant)、通常ユーダック(UDAG)というふうに呼んで

いる連邦の補助金がございまして、簡単に言うと、

これを真似してつくったというものでございます。

大規模な不動再開発プロジェクトに対する補助金で、

基本は差額補助とここでは書いてあります。Gap 

Fundingというのを基本にしています。要はそのまま

の状況で開発をやっても市場で採算がとれないので

採算がとれる状況まで民間プロジェクトを補助して

あげようと。この時に民間業者の適正な利潤という

ことで 10%とか荒利で 20%、税引き後で 10%とか、

なにかそういうものを計算しながら、後は開発にか

かるコスト、それからどれぐらいの価格で売れる、

賃貸できるといったあたりから採算に乗る部分まで

を補助してあげようと、こういう考え方でできたの

がこの種の補助金でございます。 

これもいくつかの実績は当然ございます。都市開

発補助金と再生補助金の違いは、私が記憶している

限りでは、一つは規模が都市再生補助金というのは

かなり大きい、対象とするプロジェクトが規模が大

きくなったということと都市開発補助金は一応自治

体経由でそれを渡すことになっていたのですが、都

市再生補助金は直接民間に渡すというような形にな

った、そういう違いがあったように記憶しておりま

す。 

サッチャーの時代と言っても実質的には 87 年頃

で、この都市関係に係わることは大体が終わってお

りまして、その後90年からは新しい首相のもとでの

政策が出て参ります。政権政党は変わっていない訳

ですが、政策的にはかなり大きな方針転換がなされ

たというふうに理解ができると思います。 

まず、プログラム系補助金、先程申し上げました

もう一つの系統の補助金というのは、サッチャーは

このプログラム系補助金というのはほとんど手をつ

けずに、主としてプロジェクトを動かしていくこと

で都市再生を図るという考え方を進めていた訳です

が、ここからプログラム系補助金にむしろ重点が移

って参ります。 

まず、91年にシティチャレンジという補助金が出

来上がりました。その後94年にはこれのいわば新価

版としてチャレンジ・ファンドというふうに呼ばれ



ている補助金が出来上がりました。この二つの補助

金は、ある種やはり補助金行政の中では画期的な補

助金だったのではないかと思います。シティチャレ

ンジの方からご説明しますと、申請者は自治体にこ

れは限られておりました。それから国が指名した自

治体、確か30いくつかの自治体を指名していたと思

いますけれども、そこに再生のプランを提出させて

審査の上で補助を決めるという、いわば補助金に競

争原理を初めて導入した仕組みでございます。しか

も、審査の対象になるのは、地区を限った総合再生

事業群と書きましたが、個別のいろんなプロジェク

トを束ね合わせてそれらを全体としてどう再生をし

ていくかという、いわば地域の再生のシナリオを評

価した上で補助金を出すと言う形をとっておりまし

た。このシティチャレンジは補助金額も 5 年間で

3750万ポンドという具合に固定をされておりまして、

いわば地域限定ですね。最初に指名コンペですから

当然地域限定。それからイギリスにしては非常に巨

額の補助金でございまして、資金を地域を限定して

大量に投下するという、そういう考え方で出来上が

っていた補助金でございます。その他にも特徴とい

たしましては、自治体と民間、更にはコミュニティ

とのパートナーシップというのが義務づけられてお

りました。この補助金を申請するのは自治体なので

すが、プロジェクトあるいはシナリオの運営主体は

自治体とは独立した、これら三者からなるパートナ

ーシップの理事会であるということが義務づけられ

ておりました。92年の第一ラウンドでは、11自治体

に交付。93 年の第二ラウンドでは 20 の自治体に交

付されております。全部で31のプロジェクトといい

ますか再生事業が結果的にはシティチャレンジでは

動くことになった訳ですが、そのうち21はまちづく

り株式会社というのを三者が設立し、運営にあたっ

ております。会社ができない場合は、いわば非公式

の理事会をつくって運営してるというそういう形を

とっておりました。 

一つ例をお見せしますと、これはマンチェスター

のヒュームという地区の例でございます。ヒューム

というのは都心に隣接する地域なのですが、1800年

代はこういう市街地の状況になっていた訳ですが、

1960年代に再開発を市のほうがやりまして、こうい

う巨大団地に建て替えた、そういう地区でございま

す。真ん中にミミズのように見えるのが一棟の団地

でございまして、当時としては建築計画の最先端を

使ってつくったという、そういう団地でございます。

大変評判が悪くて急速にスラム化したと申しますか、

あまり住んでいる人もいないというそういう団地に

なってしまった訳です、結果として。そこをもう一

度こういうような形で、いわば最初からみると再再

開発したいという、こういうプロジェクトでござい

ます。これに対してシティチャレンジのお金がつき

まして、具体的なプロジェクトとして建て替えが行

われたという、そういう所でございます。建て替え

の結果できたのがこういう住宅でございまして、こ

れは確か高齢者住宅だったと思うのですが、こうい

うもの。あるいは団地ではなくて、ここはわりあい

と街路と建物とのデザイン的な調和をかなり配慮し

たような設計がなされております。これは新築なの

ですが、かなり伝統的な住宅形式でございます。こ

ちらもそうです。これは少し新しい住宅形式になっ

ています。もう一つは、複合用途をここでは推奨し

ようということでこういう日本で言う下駄履き住宅

を積極的に推進をしております。これなんかはオフ

ィスとの複合用途建物ということでございます。プ

ロジェクトとしては大変うまくいったプロジェクト

と言われておりまして、都心から歩いて10分ぐらい

の所のプロジェクトなのですが、都心に人口を回帰

させるのに非常に役立ったというふうに評価をされ

ているプロジェクトでございます。 

このシティチャレンジが動いている途中で、単一

再生予算(Single Regeneration Budget)という考え方が

出て参りました。SRB というふうに略して言うこと



が多いのですが、それまで各種都市再生のためには

いろんな補助金がございまして、例えば環境省だと

か交通省だとかそれから通産省、教育・雇用省 、内

務省といろんなところからいろんな形で補助金が出

てたのですが、これを統合して環境省の管轄にしま

しょう。もちろん予算の出所は各省なのでそれは省

庁間会議で調整して決定するというそういう仕組み

をここでつくった訳です。この時に各地方事務所、

日本でも例えば地方建設局のような形で国の出先事

務所というのが各地方にあるわけですが、環境、交

通、通産、雇用という各地方事務所を統合しまして

それぞれの地方に一つずつ政府の事務所を作ったと

いうことでございます。 

模式的に図を書くと解りやすいと思いますけれ

ど、それぞれこういう地域に別々の財布から個別に

補助金が落ちていたがこれはあまり効率的ではない

というので、大きな一つの財布を作りまして、そこ

からそれぞれの地域に撒いていこうという、基本は

こういう考え方だったのです。うまくいったところ

もありますし、なかなかうまくいかなかったところ

も結果的にはございます。 

この時にシティチャレンジをやや進化させた形

でチャレンジ・ファンドという補助金を作っており

ます。類似しているのでほとんど説明は省略させて

頂きますけども、違いは何かと言うとですね、民間

企業とか NPO もこの補助金を取れるというそうい

う仕組みに変えました。それから、実質的な内容審

査はロンドンが審査するのではなくて、地方の事務

所でやりますという、どちらかというと少し現場主

義に変わりました。 

更には、補助の期間も先程のシティチャレンジは

5年間だった訳ですが、1年から7年まで任意、補助

金額も任意と。それからもう一つ補助のモニタリン

グということを非常に強調しまして、四半期ごとに

補助の使い方についての報告義務がございまして、

当初設定されたような効果が上がっていない場合に

は、最初は注意とか勧告があるわけですが、場合に

よっては減額あるいは停止それから一番ひどい場合

にはペナルティとして返してもらう、そういうこと

が決まっていた補助金です。 

実績は、ここにちょっと書きましたけど、どう読

んで頂ければいいかと申しますと、［200/611(469)の

場合］611件の申請があるうち、これが概略の申請で

ございます、いわゆるエントリーにあたるのが 611

件。ちゃんとその中で申請書を出してきたものが469

件、その内採択されたものが 200 件と、そういうふ

うにお読み下さい。 

大体そういう意味で言いますと採択率は、見て解

りますように、最後の 97 年は違いますが、4 分の 1

とかそれぐらいの割合で採択されているということ

です。この補助金も先程のシティチャレンジと同じ

ようにもともとの大きな財布の枠は決まっていまし

て、要は見込みのありそうなところからどんどん配

分していくというそういう競争方式をとっています。

それからシティチャレンジはやはり大きな再生事業

ということで箱ものが割合と多かったのですけれど

も、こちらの方はどちらかというと、雇用プログラ

ム、雇用教育とか或いは若年者教育とか、そういう

ソフト中心のものが多くなっております。金額等と

か件数等を見てみますと、どちらかというと先程の

シティチャレンジは狭く深くというそういう形だっ

たわけですが、こちらの方は広く浅くというような

形をとっています。この広く浅くはやはりその後か

なり問題になりまして、もう少し狭く深くに戻した

方が良いのではないかという動きが出て参ります。 

このシティチャレンジの一つの例、やはりマンチ

ェスター［アンコーツ］の例をご紹介しますと、こ

れもやはり都心から徒歩で 10 分くらいのところで

ございまして、元々紡績工場の地区だったのですが、

いまは、ほとんど紡績工場も閉鎖されているという

そういう地区でございます。地図は省かして頂いて、

こういうような感じの所で、運河が当然流れている



訳ですね。大体この種の所には。この運河の再生事

業とかあるいはこの水門などこういうものを綺麗に

作り直したりしたというプロジェクトで、実はその

後ろに立っている大きな建物がこれが紡績工場な訳

ですけれども、これは今は全く使われていません。

いわば空きビル状態です。廃屋ビルと言った方がい

いかも知れません。これをなんとか再生して事務所

なり住宅なりに再生していこうというそういう事業

でございます。 

大変場所は良いところにあるのですが、いかんせ

ん今のところ人が住んでいないのであまり気持ちの

良い場所にはなっていないというそういう所でござ

います。これも地区の端っこにあるところなのです

が、いろんな建て替え等を行っている例でございま

す。これも見ていただくと解るように、窓が全部ふ

さがれているというのは、要はガラスが入ってない

ので塞がれている訳です。これはその中では人が住

んでいる所ですが、ここは非常にきっちりとお金を

かけて整備をした後でございます。比較的綺麗な整

備がなされております。 

もう一つメージャー政権は、プログラム系補助金

を一生懸命活用するのと同時に、プロジェクト系の

ものにつきましては、こういうようにいたしました。

一つはサッチャーのつくった都市開発公社というの

がある。もう一つサッチャーはプロジェクト系補助

金ということで、こういういろんな補助金の仕組み

をつくっていた訳ですが、この開発公社とプロジェ

クト系補助金をうまく一体にしたものとして、新し

い都市再生庁という組織をつくることにいたしまし

た。これは国の組織でございます。この都市再生庁

National Regeneration Agency というふうに向こうで

は呼んでおりますけれども、English Partnershipsとい

う名前が付けられていて非常に紛らわしいのですけ

れど、この組織は何をやっていたかと言いますと、

ごく簡単に申しますと、かつての日本開発銀行と地

域振興整備公団を足したような機能を持たされてい

た、そういう組織でございまして、一つは民間もし

くは公共が行う再生のための開発事業に対する投資

ですとか補助金提供を行います。公共団体に対しま

しては土地再生或いは土壌改善にたいする補助金を

提供します。土地・不動産の直接開発もやるんです

が、これは非常に割合は小さくて、本当に必要なと

きにしかやらない。主として民間もしくは公共が行

う開発事業に対する投資或いは補助金の提供を行っ

ておりました。それから、最後に、これが後で非常

に重要になりますけれども、地域の住民団体とか

NPOが推進する小規模な事業に対しても補助金の提

供を行い始めました。金額としては非常に小さいの

ですが、こういうことをやり始めたということがご

ざいます。 

先程のチャレンジ・ファンドとイングリッシュ・

パートナーシップの違いは、一言で言うとチャレン

ジ・ファンドというのは箱もの以外のものをどちら

かというと中心にしている。もう一つイングリッシ

ュ・パートナーシップの方は、箱ものづくりを中心、

つまり開発事業を中心にしているというその違いで

ございます。共通点は、いずれも地方の事務所で実

質的な審査をする。ロンドンはこういう仕組みはつ

くるけれども、運用にはあまり携わらないというこ

とで進んでいたわけです。 

ここでブレアが登場してくるわけです。ブレアは

まず何を最初にやったかと申しますと、プログラム

系補助金に、いわば政権が変わったことによる一つ

の目玉的なものをここでどうしてもださないといけ

ないので、一つそれを出しました。これがNDCとい

うふうに略して呼ばれることになる補助金制度を今

までのものとは別個に新しく作り出しました。これ

はNew Deal for Communityの略なんですが、新たな

プログラム系補助金でございまして、より長期、よ

り狭い地域、より社会的、よりコミュニティ中心と

いうような特徴がございます。先程申しましたよう

に、チャレンジ・ファンドというのは、広く浅くな



りすぎて、どうも今ひとつ効果がよく解らないとい

うこともございまして、こういうより長期、より狭

く、よりコミュニティ中心という、このあたりで少

し労働党型の政策を打ち出してきた。例えば、より

狭い地域というのは近隣の単位を地域の単位として

います。それから、より社会的というのは基本的に

衰退の激しい 22 の自治体区域に限定をしておりま

す。よりコミュニティ中心というのは、コミュニテ

ィベースのパートナーシップがまずあって、そこが

補助の申請者になるということでございます。 

それからもう一つ、こういうふうにプログラム系

の補助金がございまして、もう一つプロジェクト系

はいわば都市再生庁という形で統合された訳ですが、

この二つを更に統合する仕組みとして地方開発庁と

いう組織をつくりあげます。これは1999年でござい

ます。イングランドの各地方に一つづつこういう地

方開発庁Regional Development Agencyをつくりまし

た。これは先程ございました政府の地方事務所及び

イングリッシュ・パートナーシップの各地方支部を

統合してつくったものでございまして、業務の内容

は地方によってかなり違うのですが、基本は地域再

生に対する支援を窓口を一本化して行うということ

がございます。 

それからブレアは最初にこういうことを言った

のですが、実は先程のNDCを除いて、地方開発庁の

方はメージャーが終わる前位から既に言い始めたこ

とで、いわばそれを後始末的にキッチリやったとい

うことでございまして、98年頃から本格的にブレア

政権の都市政策というのが出てきます。いくつか非

常に重要な政府の文書というのが出されておりまし

て、第一番目はコンパクトと呼ばれているもので、

先々週ですか NHK スペシャルをご覧になられた方

は解るのではないかと思いますけど、ボランタリー

セクターつまり NPO とかコミュニティを完全に政

府公共と対等に位置付ける、そういう政策指針をこ

こで打ち出したわけです。これは非常に大きな意味

合いをその後持つことになります。それから1999年

にはアーバン・タスクフォース、アーバン・タスク

フォースというのはいわば、日本でも首相の諮問委

員会のようなものでございまして、この委員長はイ

ギリスのおそらく一番有名な建築家のリチャード・

ロジャースという人が委員長をやっていたそういう

委員会で、これが最終的な政策への諮問勧告を出し

ます。それを受けて政府は都市白書、イギリスの白

書というのは日本の白書と違いまして、将来やるこ

とを書くのがイギリスの白書になっております。こ

れが 2000 年に出される。それから 2001 年には近隣

再生に対する政府の方針という非常に重要な文書が

いくつか出されています。この中からいくつか新し

い政策が出てまいります。一つは Local Strategic 

Partnershipという政策でございます。これは地域再生

のためのパートナーシップ組織、ただし法人格は持

たない任意の組織なんですが、申請によってこれを

国が認定するという、こういう仕組みをつくりまし

た。88の衰退地域ではこういう組織をつくることで

Neighborhood Renewal Fundという新しい基金を使え

るような仕組みにしたわけです。それからこのLocal 

Strategic Partnership というのはEUの補助金、EU の

補助金も先程と同じように審査をされる訳ですが、

その審査の条件にこういうものをちゃんとつくって

いるかどうかということを義務づけている地方もご

ざいまして、今後これは割合と大きな意味合いを持

ってくる仕組みになるものだと考えられます。 

もう一つは、都市再生会社という仕組みといいま

すか、考え方を打ち出した訳です。これは、パイロ

ットケースとしてとりあえず 3 つ、いまは 8 つ出来

ています。これは新たな制度ではございません。ど

ういうことかと言うと、エリアを限って再生戦略を

つくって、既存の制度をその実現に向けて調整する

というそういう役割を持たせた組織、これを便宜上

会社と呼んでいるというふうにお考えいただければ

いいと思います。これが先程SRBで一部統合されて



財布が大きくなってそこから出るようになった訳で

すが、実はその他にも省庁は沢山あって、当然こう

いう省に渡る予算というのはいろんな省の思惑があ

って自分のところのものをどんどんそこに追加して

いくという構造にはならないわけですね。新しい補

助金が出来るときは自分の省の予算の枠内から出し

ていくという形がその後も続いていたので、こうい

うような形になっていった訳ですね。都市再生会社

は無理矢理財布を一つにするといっても、それは多

分無理だろうという考え方で、ます、どういうこと

を考えたかというと、地域をこういうような形で決

めた後、会社をつくってその間でばらばらに落ちて

くるものを調整する組織をつくろうという、これが

都市再生会社の考え方でございます。一つ事例をご

紹介しますと、全部マンチェスターで恐縮なのです

が、マンチェスターに一つNew East Manchester Ltd.

という会社ができております。これは、マンチェス

ター市それから先程申しました地方（ノースウエス

ト）の開発庁、それからナショナル・りーゼネレー

ション・エージェンシーのイングリッシュ・パート

ナーシップ、それから地元コミュニティ、これが協

力体ということで、地元コミュニティはお金があり

ませんので、最初の三つがお金を出し合ってつくっ

ております。ただ、だすといっても資本が必要な会

社ではなくて、いわばランニングコストだけを三つ

のところが負担をしている。後何をやっているかと

いうと、要は理事は 9 人いるのですが、本当の社員

というのは10人位でさっきの補助金の調整とか、新

しく補助を取ってくることとかをやっているそうい

う会社です。どういうことをやっているかと申しま

すと、再生のマスタープランをつくる。それからマ

ーケティングなども当然やります。それから一番大

きいのは、いろいろあった、ここに書いておきまし

たけれど、これぐらい別々のお金が一つの地域の中

に落ちている。場合によっては重複して落ちている

と言うわけです。例えば乳児の健康を改善するプロ

グラムとかいろいろなものが実はありまして、そう

いうものがここに落ちているのをこの会社で調整す

るということでございます。場所はこういうところ

で、この赤いところが都心でその東側の灰色の色が

付いているとこでございまして、これは1100haぐら

いございます。この1100haの地域の再生でございま

す。これが再生のマスタープランでこういうものを

住民参加等を得ながらつくる、これは会社の大きな

役割になっています。いったんこれをつくった後は、

基本的にいろんな補助はこれに合うような形でコー

ディネイトしていくということになります。一番中

心の地区は詳細のマスタープランだとこういう形に

なっていまして、大きなスタジアムを中心に開発を

起こしていくという案になっています。もうこのス

タジアムは出来上がっていますが、私が行ったとき

は工事中でしたが、こういうスタジアムです。それ

からそれに近接するいろいろの施設です。これは運

河の再生プロジェクトですね。そういうものも考え

られている。あるいは、これはあるお金。ミレニア

ムコミュニティという別のお財布からお金が落ちて

いた地域で、こういう60年代の住宅団地の建て替え

事業ですが、かなりスラム化したこういう地域を再

生する、こういうプロジェクトを個別に動かしてい

る状態です。 

ここまでで、大体一通りの流れをかなりのスピー

ドでお話ししましたけれど、いわば、ここから少し

パートナーシップという形で見ていきますと、イギ

リスの都市づくりの基本形というのは、基本的には

自治体が大きな権限を持っていて、民間企業も住民

もそれに参加すると、NPOも長い歴史と伝統があり

ますので、参加をすると、大体これが基本形になっ

ています。それに対して国は一般的に全体を指導し

たり、あるいはトラブルが起きたときに裁定すると

いうそういう役割を持っています。これに対してサ

ッチャーが始めたのは、さっきの仕組みでは動かな

いということで、国と民間企業を中心に動かしてい



こう。ただ、もう一方で従来の仕組みがありますの

で、この二つは非常に激しく対立したというのが

1980 年代の前半だったろうというふうに思います。

どうも、この対立を何とかしようということで次に

自治体を国と民間企業のパートナーシップの中に引

きずり込んだのが 80 年代後半の時期でございます。

住民はある種阻害をされていたわけではないのです

が、参加という意味では少なくとも今のような形の

参加よりは程度は低かったろうと思います。90年代

のメージャーの時代になりますと、この国というの

が消えてなくなる訳ですね。この仕組みの中から。

あくまでも自治体が中心になって都市再生というの

は進めていくべきだろうということで、自治体と民

間企業というのが一つの大きな枠組みになりまして、

国はそれを支援するという立場に変わっていくわけ

です。後半になるといろんな組み合わせが出来るの

ですが、どれでもいいよ、と言う形にするのですが、

基本は国がこういうものを支援するという形ですね。

そして、ほんとはこういう形が一番いいわけですけ

ど、どうもブレアの時代になるといろんな形は本当

はあるのだけれど、どうもやはり今後強調すべき形

は、一つは住民、自治体、NPOというこのパターン

ですね。これがローカル・ストラテジック・パート

ナーシップですね。これに民間企業は参加し、国は

支援するという、こういうものともう一つは都市再

生会社という最後に説明しました、自治体、住民、

民間というのが中心で NPO が参加して国が支援す

ると、どうもこの二つの形に収斂しつつあるのかな、

というのが今の状況だろうというふうにおもいます。 

最後に、それぞれの時代のキーワードということ

で、お話ししますと、サッチャーはやはり従来の構

図を大きく変えるということをかなり目的にしてお

りましたので、変革とか起爆剤のようなそういう仕

組みですね。これを中心にしていました。勿論民間

活力ということ、それからもう一つ大きなことは、

国主導でいろいろことをやらないと動かないという

ところで国を前面に出したそういう時代であっただ

ろうとおもいます。 

それに対して、メージャーの時代は、地域、地域

でも自治体を中心にしていかないと、どうも抵抗・

対立の図式が解けないというのがメージャーの大き

な政策転換の一つの柱だったろうと思います。もう

一つは、競争しながら協調するということを補助金

体制の中で、つまり、いろんなところとパートナー

を組みながら地域間は競争をしていくんだという、

そういう考え方をここで割ときっちり位置付けたの

かなというふうに思います。 

ブレアはその後、地域主導というのを自治体から

はもう一つ地元寄り、コミュニティとかNPOという

ものの存在をかなり重視したというのが一つござい

ます。もう一つはいろんな仕組みを変えるのもある

のだけれども、現場でそれをきっちり受け止める仕

組みを作らないと動かないという現場に近いところ

の改革をブレアは狙っているような印象を受けます。

ただ、ご覧になられますと解りますように、民間活

力という意味ではどこも同じなのです。ブレアだっ

て別に国有企業をまたつくろうとは一言も言ってな

いわけで、むしろ民間をきっちり活用すると。多少

NPOなのか営利企業なのかという違いはあるかも知

れませんけど、あくまでも政府の役割というのは基

本的にかなり限定されるべきなんだという、そうい

う考え方は政権が変わってもこれは変わっていませ

ん。それから、パートナーシップなんかも全く前の

政権のものを引き継いでいます。この意味では、政

権が変わったから全部ごろっと変わるという訳では

なくて、むしろイギリスの政府の政策というのは基

本的には前の良いと思われるものを引き継ぎながら

新たな特色を出していく。基本的に戦後ずっと行っ

てきたことをこの領域でもやっているというのと、

もう一つはやはり時代の必勢みたいなものがあって

逆の順番でこれが出てきたら、おそらく成立し得な

かっただろうし、その意味では、必要な時期にある



種必要な人が必要なことをやってここまで来ている

というような解釈のしかたが出来るのではないかと

いうふうに思います。 

当然、この背景にはそれぞれの政治的な状況ですと

か、もっと大きいのはマクロの経済がこの時期どう

動いたかということがあるんですけど、ちょっとそ

のへんは今日お話出来ませんでしたけど、取りあえ

ず政策ということではこういうことでございます。 

この辺で。じゃあ。 

 

 

質問：リバプールの状況はどのようなのでしょうか。 

中井：特定の地域ということでは、私も最近リバプ

ールに行っていないので解らないところがあるので

すが、最初の都市開発公社がドックのところはしっ

かりやっているという状況なのですが、リバプール

はむしろ近郊外というのでしょうか。都心のちょっ

と外側の、郊外の中ではもっとも都心に近いあたり

というのが非常に荒れた地域が沢山ございまして。

ここをどう再生するかというのが大きなリバプール

の基本的な問題はむしろそっちにあって、ドックの

話はいわば地域の経済のドライブにはなるけれども

基本的な再生にはならないという構図だったのだろ

うと思います。いろいろな補助金がリバプールには

集中的に投下されているという話は聞きますし、さ

きほど言われたような補助金については全ての補助

金がリバプールのどこかの地域には、特に近郊外地

域に集中的に落とされている。今は、私の知ってい

る限りでは、先程言いました都市再生会社ですね。

ここが中心になって再生を進めている、そういう状

況だろうと思いますけれども、やはりバーミンガム

やマンチェスターに比べると回復の度合いというの

か再生の度合いはかなり緩いというか、効果という

点では他の都市に対して非常に苦労している、そう

いう状況なのではないかと思います。 

 


