我が国におけるエリアマネジメント制度の
進展と今後の課題

ジメント制度の現状と課題について、

いて展開 が始 まっているエリアマネ

度 を 取 り 込 み、国 内 の一部 都 市 に お

米国などのエリアマネジメント制

の色、形、設置場所等を検討し、来街者

めるために、ストリートファニチャー

するだけでなく、広場の心地よさを高

困らせる路上行為の取り締まりを強化

エア地区では、行政とともに来街者を

スペースの演出である。タイムズスク

立っていたのが、魅力的なパブリック

を進めていた。その取り組みとして目

向上を目的の一つに、様々な取り組み

が、他方、タイムズスクエアのようなき

観 光に期 待がかかるのは当 然である

況にある。こうした中で産業としての

モノやサービスの国内市場は厳しい状

が減少しており、地方都市を中心に、

日本でも、人口減少によって総需要

視化されなければならない。

民が豊かな暮らしを送り、その姿が可

立される必要があり、そのためには住

追体験されるような生活スタイルが確

る。こうした公共空間の活用は、都市

用して、様々な活動を展開し始めてい

路、河川敷、公開空地などの空間を活

連携による地域団体が公園、広場、道

進展 中で、地権 者、事 業 主、住民 等の

ントと呼ばれる地域管理の取り組みが

る規制緩和を背景に、エリアマネジメ

必須である。

資し、必要な事業が行われる仕組みが

利害関係者が一枚岩になって地域に投
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を飽きさせないよう、ハード、ソフトの

め細かな地区マネジメントの仕組みは

が目指すライフスタイルや魅力を可視
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人に達し（２０１６年、ＵＮＷＴＯの

あらゆる手段を使って、常に変化する

発展途上である。また、都市住民の豊

月訪れたニューヨークでは、多くの地

の検討や実験が進んでいる。筆者が先

くの都市で、観光客に求められる都市

業として捉えるようになっている。多

心地であった大都市も、観光を重点産

誌などが使われたりする。このことを

のオススメの場所や店が特集された雑

などが使われたり、その都市に住む人

追体験の手がかりとして映画やドラマ

おける生活を追体験するものが多い。

近年の都市観光の特徴は、その街に

ればならないが、そのためには、地域の

的消費につながる環境整備を進めなけ

む住民の姿があること、そして、具体

が演出される空間の設えとそれを楽し

れを考えれば、豊かな都市生活の体験

とは言いにくい。近年の都市観光の流

かな暮らしやその可視化も進んでいる

米国等と比較した際の課題と可能性を

とともに、特に観光との関係において、

ントの展開について紹介し、提示する

本稿では、こうしたエリアマネジメ

い手やスキームが未発達であった。

提供する絶好の場所であるが、その担

化し、住民や来街者に情緒的な価値を

国際観光客到着数が 億３５００万

区で後述するＢＩＤという民間の地区

考 えると、都 市における観光開発は、

近年、特に公共空間の利活用に関す

世界 観 光 指 標）
、今後も堅調な伸びが

空間を設えていた。
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検討してみたい。

エリアマネジメントの
展開

①エリアマネジメントとは
日 本では、
『エリ アマ ネ ジ メント 』

は、再開発や区画整理事業に連動し、
公共空間や施設の管理も連動させたエ
リアマネジメントが新たに検討される
ことも多い。
開発や都市施設等の整備に連動し
てエリアマネジメントが検討される場
合、施設や開発の計画段階から終了後

従前は、開発や施設整備とその後の運

の管理・運営について周辺地域との連

でいる。その定義としては、２００８年

営は切り離されて検討することが一般

（小林重敬編著）が出版された２００５

に国土交通省から発行された『エリア

的で、開発が及ぼす周辺への波及効果

携も含めて検討し、そのための組織や

マネジメント推進マニュアル』に記され

の低さや施設の不十分な利活用が指摘

年前後から、その題名通り、各地で「エ

た「地域における良好な環境や地域の

されたが、それを改善することが期待

財源の仕組みがインストールされる。

価値を維持・向上させるための、住民・
される。

リアマネジメント」の取り組みが進ん

事業主・地権者等による主体的な取り
組み」という考え方が広く共有されて

②エリアマネジメントの経緯

立である。

クには 大 都 市 を 中 心に、既に 中 長 期

団体のほか、エリアマネ

に渡ってエリアマネジメントの活動を

行っている

ジメント活動を行っている不動産、鉄

道、メーカーなどの企業、政策を司る

国や 自 治 体の関 連 部 局、研 究 者 等の

専門家が加入し、約１１０の参加者に

よって構成されている。

エリアマネジメント
支援制度

こうして各地にエリアマネジメント

の取り組みが進む背景には、国や自治

体で様々な支援制度が整えられてきた

ことも大きい。エリアマネジメントの

この取り組みをモデルとして、各地
でエリアマネジメント団体の導入が進

取り組みを後押しする制度には大きく

大手町・丸の内・有楽町地区のエリアマネジメントの一環として進められる
丸の内仲通りのアーバン・テラス

んできた。東京、大阪、名古屋、札幌、
福岡等の大都市においては、都市施設

較しても、特に、行政と地域の連携に

に、従前のまちづくりの取り組みと比

視していることが特徴とされる。さら

辺地域と一体的に「育てる」ことを重

と、建物等を「つくる」だけでなく、周

千代田区、鉄道事業者の４者による懇

の合意形成、地権者らに加え、東京都、

丸の内・有楽町地区における地権者間

組みと考 えられているのが、大手町・

だと考えられており、その最初の取り

考え方が生まれたのは、１９８０年代

交換や 政策提案の仕 組みとして全国

２０１６年には、その水平的な情報

われている。

議の場と公共空間の活用等の事業が行

が導入され、地権者、事業者、行政の協

りの仕組みとしてエリアマネジメント

合わせて、その後の継続的なまちづく

BID条例（大阪市）

おり、地域の利害関係者らの内発的な

よって継続的に街の課題解決や魅力化

談会の設置とガイドラインの制定、及

エリアマネジメントネットワークとい

歴史的風致維持向上支援法人

の新設・更新や連鎖的な再開発事業と

を進めていくＰＰＰ（パブリック・プ

び、それらに基づく事業実施の仕組み

う全国団体が生まれた。同ネットワー

中心市街地整備推進機構

日本に「都市をマネジメントする」
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景観整備機構

意思によって生まれ実施されている点

ライベート・パートナーシップ）とし

としてのエリアマネジメント団体の設

都市再生推進法人
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表1 主なマネジメント支援制度
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て捉えられている点が新しく、近年で
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表2 公共空間利活用制度
平成11年

PFI 法

公共施設整備・運営に民間資金やノウハウを活用することが可能に。
平成14年

都市再生特別措置法

民間都市再生提案、民間主導のまちづくり事業等がより円滑に。
平成15年

指定管理者制度

公の施設の管理を民間団体が行うことが可能に。
平成17年

河川敷地占用許可準則の特例

水辺空間の占用主体や占用施設を拡大し、食事施設等の設置が円滑に。
平成23年

道路占用許可の特例（都市再生特別措
置法改正）

道路空間に広告、食事施設、駐輪施設等の設置を円滑にするもの。
平成25年

河川協力団体制度

自発的に河川環境の保全等を行う民間団体を支援。
平成27年

道路占用事業、都市公園法の特例等（国
家戦略特別区域法改正）

道路活用を円滑に、都市公園に保育所ほかの設置を可能に。
低未利用土地利用促進協定（都市再生
特別措置法改正）

空き家・空き地等の所有者と協定を結び、エリアマネジメント団体等が
管理を行うことを可能に。
都市公園の占用の特例（同上）

観光案内所、駐輪施設等をエリアマネジメント団体等が設置すること
を可能に。
道路協力団体制度（道路法改正）

道路に関わる課題解決等を行う団体を認定し、収益活動も可能にする
もの。
Park-PFI制度（都市公園法改正）

公園内に設置できる民間収益施設を拡大し、民間主導の公園管理を
促す。
平成28年

平成29年

るという日本版のエリアマネジメント

て、それをまちづくり活動に還元させ

これらによって公共空間で収益をあげ

条例の特例による）の制度などもあり、

エリアマネジメント広告（屋外広告物

以外にも、自治体レベルで制定された

制緩和の制度である。表２に示すもの

公共空間に関わる様々な官民連携、規

ントを後押ししているのは、もっぱら

瞭然であるが、日本のエリアマネジメ

２）である。これらの表 を見れば一目

を可能にする公共空間利活用制度（表

展開されるように、公共空間の利活用

提供し、収益事業を含め多様な活動が

は、エリアマネジメント活動の拠点を

ネジメント支援制度（表１）
、もう一つ

の財源調達に関わる仕組みを整えるマ

まれるまちづくり活動を行う法人やそ

市には、２０１７年５月現在、 箇所

と言われ、冒頭で触れたニューヨーク

メント団体は、既に３０００を超える

その類似団体を合わせたエリアマネジ

ウンタウン協会）によれば、ＢＩＤ及び

ナダのトロント市で、ＩＤＡ（国際ダ

米で最初のＢＩＤが導入されたのはカ

がら継続されることが特徴である。北

度の一定期間で更新の意思を確認しな

間を設けていること、設立後も５年程

なっており、設立までに数年の協議期

分な合意を確認して設立されることと

ている。通常、地域主導で負担者の十

皮切りに欧州の多くの国で法制化され

することを可能にする制度で、北米を

メント団体が地域に必要な事業を展開

を主財源として、民間のエリアマネジ

や事業者に強制的な負担を求め、それ

）である。ＢＩ
Improvement District
Ｄとは、特定のエリア内の資産所有者

２種類あり、一つは、地域で内発的に生

の事業モデルが確立しつつある。

のＢＩＤがある。

このＢＩＤ制度は、地域の意思と負

担で、行政が公平・平等に全区域に提

ントのモデルの一つは、米国をはじめ諸

るが、当初から日本のエリアマネジメ

本特集でも別途論文が掲載されてい

による変化を２段階に整理している。

から継続的に調査しており、その導入

の都市を中心にＢＩＤを１９９０年代

施できるようにした。筆者は、東海岸

供する公共サービスの上乗せ事業を実

外 国に導 入 さ れ たＢＩＤ（ Business

アメリカにおける
ＢＩＤ
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内容
制度
時期
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公共サービスが生まれるとともに、Ｂ

に、自治体内でエリアによって異なる

第一段階は、治安維持や美化を中心

者らからの負担金をベースに事業収益

低未利用資源を見つけ出し、資産所有

ことが多い。いずれも、ＢＩＤが都市の

変え、その運営をＢＩＤに委ねている

段階として、公共空間に関わる市〜Ｂ

制度がある程度適用されてから、次の

リアマネジメント組織としてのＢＩＤ

他方、米国では、上述したようにエ

化、エリアマネジメントを支える協議・

の構 成員及びその負 担や 責 任の明 確

り、そのためにはエリアマネジメント

の組 織や 財 源が確 立されることであ

今後の課題は、エリアマネジメント

ＩＤを介して行政と民間が公共サービ
も生み出して、新しいエリアの集客ポ

である。

スの提供について連携するようになっ

意思決定の仕組みと事業実施のための

執行組織のあり方を検討し、制度化に

ＩＤ間の連携や利活用のための規制緩
和が進んできた。つまり、日本と順番

つなぐ必要がある。

ユニオンスクエア・パークのように維

で管理・活用している公園もあれば、

が運営権を獲得して負担金と事業収益

ライアント・パークのように、ＢＩＤ

広く知られるニューヨーク中心部のブ

管理に移行したことだ。そのなかには

の多くの公共空間がＢＩＤによる地域

を巡る官民連携が進み、公園や広場等

そして第二段階は、公共空間の管理

般化した。

ＢＩＤが行ったりすることは、かなり一

る制度は完成していない。ＢＩＤをモ

り、まだ組織や財源調達に正面から迫

の利 活用 促 進のための規 制 緩 和であ

つあるものの、多くが公共施設・空間

し進めるための政策メニューが揃いつ

メントの必要性が認識され、それを推

ように、日本においてもエリアマネジ

フォームが欠かせない。本稿で述べた

ためにはエリアごとの協働のプラット

仕組みが整えられる必要があり、その

るには、街全体で観光客を受け入れる

市の暮らしを追体 験できるようにす

冒 頭で 述べた よ うに、観 光 客 が 都

立っているケースが多い。

事務局は出向者やボランティアで成り

いと導入しにくい状況が見られ、かつ、

やすい街開きや大規模な更新の際でな

マネジメントは、関係者の合意が整い

が現状である。その結果、日本のエリア

（やすい みき）

が反対であり、日本では組織や財源が
十分に確保されないまま、公共空間活

持管理は行政としつつも、利活用にお

デルとしつつも、特定のエリアのみで

都市観光における
エリアマネジメントの役割

イントに成長させている。

保井美樹（やすい みき）

たことだ。複数のＢＩＤのオフィスに
交番が設置され、警察官、ＢＩＤ警備
員、その他の地区内の民間警備員がと
もに情報交換をしながら治安維持を進

いてＢＩＤが広く活躍しているような

税や負担金のような強制徴収を行うこ

用のためのツールが揃ってきているの

ケースもある。広場に関しては、市交

とには慎重な意見が多く、今日までこ

めるようになったり、公道上の街灯や

通局や高速道路、橋脚等の整備・管理

れに取り組んだのは大阪版ＢＩＤ条例
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案内板のグレードアップや維持管理を

を行う港湾庁などと連携して、道路を

を２０１６年に施行させた大阪市のみ
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