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米国の衰退工業都市のゾーニング改訂における空き家・空き地の多い地区の取り扱い
－New York 州 Buffalo 市の Buffalo Green Code を事例として－
Strategy for Neighborhood with Vacant Properties in Revision of Zoning Code of Post-industrial
Cities in the U.S.: Case study of the Buffalo Green Code of the City of Buffalo, NY
黒瀬 武史*・矢吹 剣一**
KUROSE Takefumi*･YABUKI Ken-ichi**
This paper focuses on the handling of depopulating neighborhoods in the revision of zoning code in industrial cities
located in Rust Belt. As a case study, we examined the revision of the zoning code and the development of the
Unified Development Ordinance in Buffalo, NY. City of Buffalo intended to set Urban Interim Use for
neighborhoods with a large percentage of vacant properties. It was intended to limit new (permanent) development to
some extent while recommending tentative land use. In the final plan, Urban Interim Use was withdrawn due to the
strong opposition of the residents. However, in some areas, zoning was changed from General Residential to
Single-Family Residential instead. This limits the direction of future development while utilizing the existing zoning
code type, and the city government's initial aim was partly realized.
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1. 研究の位置づけ

2. Buffalo 市の空き地の実態とゾーニング改訂の背景

1-1. 研究の背景と目的

2-1. Buffalo 市の人口の変化と歴史的な背景

近年、米国の東海岸や中西部の大都市では、都市マスタープ

Buffalo 市は、Erie 湖から Hudson 川を経て大西洋を結ぶ Erie

ラン（Comprehensive Plan 以下 MP）の改訂を実施したあとに、

運河の西端にあたり、
中西部で収穫された穀物の輸送や製粉の拠

現在の都市の状況と合わなくなったゾーニング・コードを全面改

点として発展した。さらに 20 世紀初頭には多数の製鉄所が立地

訂する事例が増加している。なかでも、人口減少都市では MP

するなどの製造業も多数立地し、1950 年には人口58 万人を数え

やゾーニング・コードの改訂において人口減少に対応した新たな

る州第二位の工業都市となった。しかし、1954 年に五大湖と大

用途地域の設定が行われている。特にMichigan 州 Flint 市の都市

西洋を直結するSaint Lawrence海路が開通しErie運河の重要性が

マスタープラン改訂とゾーニング改訂については、清水 1)や矢吹

低下したことを発端に、米国南部や海外へ工場移転も続き、製造

ら

2),3)

業が衰退した。住宅地の郊外化も急速に進み、製造業の衰退によ

による研究が進められている。

また、筆者らは、上述の人口減少が著しい工業都市の MP 及

る雇用の減少とあわせて市の人口は減少を続けた。2010 年の人

びゾーニング改訂における空き地・空き家を多数抱える住宅地の

口は約 26 万人であり、ピーク時(1950)の半数以下にまで落ち込

取り扱いについて、Buffalo(NY), Cleveland(OH), Youngstown(OH),

んでいる。同市と周辺の自治体を含む Erie 郡の人口も 1970 年の

Flint(MI)を比較検討している

4),5)

111 万人をピークに減少している（図-1）
。

。本報告は、その一つである

Buffalo 市の取り組みを詳細に検討するものである。同市は、米
国の製造業が衰退した地域
（ラストベルト）
の一角に位置し、
2017
年にゾーニング改訂を実施したが、Youngstown 市や Flint 市に見
られる人口減少に対応した新しい用途地域を設定していない。
本
稿は、
既存の用途地域の枠組みのなかで人口減少への対応を試み
る Buffalo 市の取り組みをゾーニング改訂のプロセスにおける計
画案の変化に着目して分析するものである（1）。
1-2. 研究の方法
本研究は、Buffalo 市がゾーニング改訂の過程で策定した文書、
Buffalo 市戦略計画局の職員に対する聞き取り調査、Buffalo 市が
作成したコミュニティ・ミーティングの記録に基づき分析した。
また、ゾーニング改訂の対象地の実態を把握するため、現地踏査
を 2018 年 5 月に実施した。

図-1. Buffalo 市とErie 郡の人口推移（国勢調査に基づき筆者作成）
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同市は、製造業の興隆に対応して欧州からの移民や南部の黒
人を数多く受け入れてきた歴史を持つ。
本稿では詳細は取り扱わ
ないが、人口減少地区の分布に関係するため、人種別の居住実態
を簡潔にふれる。同市のダウンタウンから北東に伸びるMain St.
の東西で居住地区の性格が大きく異なる。Main St.の西側は白人
の居住割合が高く、東側の East Side は黒人の居住割合が高い（図
-2）
。Buffalo 市に居住する黒人の概ね85%はMain St.よりも東側
に居住していると言われている 8)。なお、市外は白人の居住割合
が高い郊外住宅地を中心に構成されており、
Erie 郡の人口の76%
が白人であるが、Buffalo 市の白人割合は 45%である。つまり、
同市の黒人居住はMain St.と Buffalo 市境、Buffalo 川に囲まれた
エリアに集中している。そして、次節で指摘する空き地率が高い
地区は、黒人居住者の多いEast Side の中央に位置している。
2-2. Buffalo 市の空き地の実態
同市の用途別の空き地の分布と合計面積を図-3 に示す。住宅
系用途の空き地の大半は East Side に分布している。人口拡大期
に建設された戸建住宅が空き家となり解体された
（3-1 にて詳述）
ものが多いため、基本的に散在しているが、空き地化が進行した
地区の場合は街区の大半が空き地となり、
空き地が連担している
地区もある。特に Genesee St.と Broadway St.の周辺は住宅系の空
き地が集中しており、市役所が所有する空き地も多い（図-4）
。
商業系用途の空き地も、主に East Side の幹線道路沿道に分布
しており、
同地区の戸建住宅地の衰退に伴う商店の閉鎖に起因す
る。加えて市南部の Buffalo 川北岸には倉庫や業務施設などの業
務用不動産の空き地化も進行している。
工業系の空き地の大半は、

図-3 Buffalo 市の用途別空き地分布図[21)P.35 より引用・地区名筆者加筆]

Erie 湖に面する港湾地区、Buffalo 川北岸と同市南側の South
Buffalo 地区、市北側の Scajaquada 川の河口部に集中しており、
規模が大きい点に特徴がある。

図-2 Buffalo 市の人種別居住分布 [9）に筆者加筆]

図-4 Buffalo 市の住宅系空き地の所有[25) P.7 より引用 地区名筆者加筆]
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3. Buffalo 市のゾーニングの全面改訂

ルド再生を州政府の支援も得て積極的に進めた。さらに 2010 年

3-1. 2006 年の都市マスタープランとその後の展開

に市長は、
民間の開発事業を下支えするためゾーニングの全面改

Buffalo 市は、2003 年に策定したダウンタウンのアクション・

訂を意図して市の都市計画や経済開発を担当する戦略計画局の

プラン10)の内容を踏まえ、
2006年に市域全体のMP11)を策定した。

局長として Brendan R. Mehaffy を任命した 15), (8)。市の担当者は、

同計画では 2 章で整理した市内の空き地や空き家への対応が

Mehaffy 氏の着任によりゾーニングの全面改訂が本格始動した

課題となった。市は、MP において工業系の空き地が集中する地

と指摘しており再(2)、2010 年 4 月頃からゾーニングの改訂（市は

区を「戦略的投資回廊」と位置づけ、土壌汚染浄化も進め、工業

新ゾーニングの愛称を Green Code とした）が進められた。
市は、ゾーニングの改訂を、土地利用計画(Land Use Plan)の策

系の空き地の再生を積極的に推進する方針を示した。
一方、住宅系の空き地や空き家については、前市長が MP 策

定と統合開発条例(Unified Development Ordinance)の策定の二段

定にあわせて提案した地区単位での住民中心の取り組みである

階で進めた。土地利用計画は、2006 年 MP に基づき、市全域の

(4)

Good Neighbors Planning Alliance(GNPA) の活動の一部に位置づ

土地利用の計画を細やかに設定する作業であった。
計画の策定に

けられた。市は Buffalo の住宅地の荒廃や空き不動産の課題を明

あたり、
これまで既存のゾーニングに重ねて設定されていた都市

確に指摘し、
市の予算と人材だけで解決できる規模ではないため、

再開発計画(Urban Renewal Plan, URP)、州の沿岸管理計画と連動

11)

住民の活動と州の支援や民間投資が必要であると分析した

する地域水辺再生計画(Local Waterfront Revitalization Plan, LWRP)、

。

加えて、
空き家の多い地区では完全に崩壊している民間住宅市場

工場跡地とその周辺地区の一体的な再生を目指すBOAの３つの

を再生するため、解体や修復を進め、予測される将来人口と住宅

計画を土地利用計画に組み込むことが意図された(図-5)。なお計

ストックの量をバランスさせることの重要性も指摘した

11)

画策定に伴う州の環境影響評価も一体で実施された。

。新

規開発は、経済開発プロジェクト(5)や学校再開発の近傍などに限

統合開発条例は、土地利用計画によって設定したゾーニン
グ・マップに基づき、各用途地域の具体的な制約条件を定める役

定する方針も示しており市が積極的に介入する事業は少ない。
MP 策定後、工業系の空き地に対しては、州の計画支援制度

割を持つ。土地利用計画と同様に URP, LWRP, BOA の計画内容

Brownfield Opportunity Area(BOA)を用いて 4 つの地区で再生計画

も踏まえて条例を策定することによって、
民間事業者はゾーニン

の立案を進め、工場跡地の土壌汚染浄化や基盤整備などを、主に

グ・マップと統合開発条例を参照するだけで、市が課す制約条件

州の支援を得て実行した。
結果としてSouth Buffalo地区ではTesla

が理解可能となり、様々な手続きが簡素化された。過去に URP

再(3)

社の太陽光パネル工場が立地するなど一定の成果をあげた 。

が設定された地区では、
従来複数の規制が別々に課されており煩

一方、住宅地の空き家・空き地に対する市の積極的な介入は、

雑な確認作業が発生していた。市は、新たな民間投資を惹き付け

老朽化した空き家の解体において実施された。2006 年に市長と

るためにも、シンプルでわかりやすい計画を目指したのである。

なったByron Brown は、2007 年 8 月に 5 年間で5,000 戸の空き家

同市のゾーニング改訂の特徴として、
市の担当者はForm-based

12)

解体を目指す計画(5 in 5 Demolition Plan, 以下 5 in 5) を打ち出し

Code の全市への適用、駐車場の附置義務の撤廃の二点を強調し

た(6)。実際は予算の不足により目標の 5,000 戸には到達しなかっ

ており、米国国内でも取り上げられている再 6),23)。ただし、本研

たが、市は 2011 年までに 2,602 戸の解体を進めた 13)。解体され

究が取り扱う空き地が多い住宅地では、Form-based Code の有無

14)

た家屋の多くは、
East Side に分布していることが既往研究 が明

にかかわらず、民間の開発市場が機能していないため、誘導の対

らかになっている。2 章で指摘したEast Side の住宅系の空き地の

象となる新規開発や中古住宅の改修が生じづらい。
駐車場の附置

集積は、
市による老朽化した空き家の公費解体も一定の影響を与

義務についても、
民間開発事業者による新規開発が検討される地

えていると言える。
MP と並行して GNPA によって近隣地区の計

区ではインセンティブとして機能する可能性はあるが、
空き地が

(7)

画が策定された地区 もあるが、5 in 5 による解体の進展ほど物

多い住宅地で積極的に機能することを想定されたものではない。

理的なインパクトを持つものではなかった。
老朽化した空き家の解体によって East Side を中心に多くの空
き地が散在する状況が生まれたが、住宅系の空き地に対しては
BOA のような大規模な計画支援はなく、局所的にインフィル型
の住宅開発が行われたに過ぎない。市の戦略計画局の担当者は、
大規模で所有者が限定される工場跡地のほうが、
小規模で分散し
ており多数の所有者が存在する住宅系の空き地よりも、
短期間で
雇用創出等の市の経済発展に資する活用を進めることができる
と述べており、
市が工業系の空き地の再生を優先したことを認め

図-5. 土地利用計画及び統合開発条例と他の都市計画の関係 [21) P.1 に基づ

ている(2),(3)。衰退した製造業に変わる雇用が生まれなければ、人

き筆者翻訳・追記]

口回復や住宅市場の安定は見込めないため、
経済開発事業を優先
3-3. 土地利用計画改訂の概要

したのである。

前節の通り、市は土地利用計画の改訂を先行させ、土地利用

3-2. 2011 年以降のゾーニングの全面改訂
上述した通り Brown 市長は、空き家の解体やブラウンフィー

計画の策定後に同計画を具体的に制限する統合開発条例を制定
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した。本節では土地利用計画の改訂の概要を整理する。図-6, 7
と表1 に示す通り、
全体の土地利用の方針は多くても数％の変化
に留まっている。工業系用途から中心にオープン・スペースやダ
ウンタウン近傍の商業系用途への転換が進められたが、
これらは
主にBOAやLWRPによる地区別の検討の結果に基づくものであ
る。また、一般住宅や近隣地区向け商業が減少し、戸建住宅が増
加しているが、これは East Side を中心に空き地が多い住宅地区
やその近傍の近隣地区向け商業を実質的にダウンゾーニングし
たことによって生じた変化である（図-6，7）
。
土地利用の変化の規模は限定的であるが、これらの変化は 2
章で整理した住宅系・商業系・工業系の空き地の増加に対応して
おり、
土地利用計画の改訂において空き地への対応が一定の影響
を与えていると考えられる。本稿では、特に新たに戸建住宅に用
途転換した East Side の Ellicott 計画地区と East 計画地区（図-4 参
照）を対象として 4 章で土地利用転換の過程を検証する。
表-1. 土地利用計画改訂における用途別面積の変化
[参考文献21) pp.54-55 に基づき筆者作成]
土地利用
面積の変化 具体的に変化した点
Urban core
2.7%増
ダウンタウン南側および外港地区の一部の工
中心市街地とその近
業系用途から転換・鉄道近くのロフト利用を
傍
工業系用途から転換
Neighborhood center 2.3%減
ダウンタウン北側Main St.沿道をUrban Coreへ
近隣地区向け商業
転換・一部の放射状道路の沿道商業を一般住
宅へ転換
General residential
3.7%減
現在の街区特性に合わせて一部を戸建住宅へ
一般住宅
転換・再生を促すため一部の空き地率が高い
（集合住宅可）
地区を戸建住宅へ転換
Single-family residential 3.1%増
上述の一般住宅からの転換により増加
戸建住宅専用
Open space
5.5%増
墓地を一般住宅から転換・外港地区および
オープンスペース
Buffalo 川沿岸を工業系から転換・廃線となっ
た鉄道用地を転換
Institutional
変化なし 土地利用の規模の変更なし
大学・研究所等
Employment
5.3%減
Black Rock 港湾地区、
外港地区などの一部を商
工業系用途
業用途やオープンスペースに転換
Rail Corridor 鉄道
変化なし 現在利用中の鉄道用地の変化なし

図-6 改定前の土地利用の方針 [22) P.56 より引用]

4. ゾーニング改訂における空き地の多い住宅地への対応
4-1. 2012 年計画案における空き地の多い住宅地の方針
市は、2011 年から土地利用計画の改訂の検討を開始し、2012
年に最初の計画案(2012 年計画案)18)を策定して発表した。そのな
かでは、住宅地(Neighborhoods)に関する記述の半分を空き不動産
が増えた衰退地区に対する戦略に充てた。具体的には「空き地が
創造的な方法で維持・活用され、短期的な活動的な利用を保持し
つつ、
長期的には開発のポテンシャルを最大化することが重要で
ある。地区の大半が空き地となっているエリアについては、本計
画は過渡的な(Transitional)土地利用を認める方針である。例えば、
コミュニティ・ガーデンや、隣地（購入）プログラム、都市農業
などである。ただし、長期的には再開発の選択肢は残す。
」と指
摘しており、
市全体の人口減少トレンドを考えると短期的には再
開発が困難な地区において、
都市農業や緑化などの暫定利用を積

図-7 改定後の土地利用の方針（Single family residential の追加された地区

極的に進める方向性を示している。

を点線で表記）[22) P.57 より引用・筆者加筆]

一方で、住宅地として競争力のある地区や空き地率が低い地
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区では、
積極的にインフィル型の開発を誘導する方針を示してお
り、当時、一般住宅地区(General Residential)に設定されていた市
内の住宅地を空き地率等に応じて類型化している。同計画は「人
口動態が改善するまでは、Buffalo 市は（空き地率が低く）住宅
地の都市構造が損なわれていない住宅地区への開発を誘導しな
ければならない。
」と明示しており、当面の間、空き地率が高く
荒廃した住宅地区へは新規開発を誘導しないことを示唆した。
計画案では、ほとんどの住宅ストックが利用されなくなり空
き地が多く荒廃した地区として、East Side に位置する Ellicott 計
画地区と East 計画地区(図-4)の Broadway-Fillmore 地区（図-9, 写
真-1,2）一帯を挙げた。計画案では、同地区を農地や緑地として
利用しても、ダウンタウンやその他の業務地区、主要幹線道路か
らの近接性から、
地区の土地の価値は変わらないと主張しており、
住宅地以外の用途を認めることで資産価値の低下を懸念する住
民を意識した記述である。

写真-1 Emslie 地区Peckham St の空き 写真-2 Emslie 地区 Peckham St.の連担
地を活用した農園（以下全て筆者撮影）した住宅の空き地

4-2. East Side への都市暫定用途の導入
市役所は、上述の方針を具体的にゾーニングに落とし込むた
めに、
空き地向けの都市暫定用途(Urban Interim Use)の設定を提案
した 18),19),20)。具体的には「空き地を活用して、公園の拡張やレク
リエーション、庭園、野生動物等の生息地およびその他の革新的

図-8 2012 年計画案の市域全体の用途変化の分析[19)P.19 より引用]

な土地利用を行うことを支援する」
「角地を活用したゲートウェ
、
イや複数区画の接続、
レインガーデンなどとして活用を念頭にお
いた空き地に対する暫定的な再利用戦略のタイポロジーを開発
する」
、
「湿地や森林保護区、果樹園、都市農園として、美しく建
設されたパイロット・プロジェクトを許可する」
、
「空き地のアダ
プティブ・リユースに関する法的な障壁を最小限として、住宅地
の荒廃と放棄を避ける」という方針を示した。
市は 2012 年計画案の付図として、Place-Based Mapping19)と称
して、市域全体の現状のゾーニングと、各区画の現況（区画の大
きさ、区画の建ぺい率、土地利用、建物の類型）の分析に基づく
将来の開発パターン（実質的に見直し後のゾーニング）を示し、
用途の変更が必要な街区を土地利用の用途変化の分析として抽
出して説明している。この中で、市は N-3 と呼ばれる一般的な
住宅地の類型に新たに N-3I として都市暫定用途のゾーニングを
追加し、特に空き地が多かった East Side の Genesee St. と
Broadway St.に挟まれた地区の大半の将来ゾーニングをN-3Iとし
て提案した（図-8,9）
。
市役所でゾーニング改訂を担当した John M. Fell 氏は、民間の
住宅市場が崩壊した地区において、
短期的でもよいので空き地の
暫定的な利用を促進しながら、
中長期的に低密度の住宅地区にそ
ぐわない開発を抑制することを考えていたと指摘する。市は、該

図-9. 2012 年計画案のEast Side の用途変化の分析[19)pp.21-22 を筆者追記]
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当地区の空き地の多くを所有しており、
それらの土地の活用を考
えても土地利用規制をもう少し可変性の高いものにするという
意図があった。一方で周辺の居住者に対して、悪影響が懸念され
る家畜の放牧など、
より強度の高い農業的利用については規制を
続けるつもりであったという。空き地が多いとはいえ、現在でも
居住者が残る地区であり、
住宅地として悪化させる訳にはいかな
いと考えていた再(2)。
4-3. 2012 年計画案に対する住民の反応
市は、2012 年計画案をもとに各住宅地区での議論にのぞんだ
が、都市暫定用途の導入が提案された地区の住民（具体的には
Broadway-Fillmore 地区）は同用途の指定によって、同地区が住
宅地区(Neighborhood)ではないと他の市民から見なされることを
懸念し、都市暫定用途の指定に反対した。Broadway-Fillmore 地
区(範囲は図-11 参照)は、Broadway St. と南北のFillmore St.の交差
点を中心に市が都市暫定用途に指定したエリアのほぼ中央に位
置しており、市の担当者への聞き取り調査では、同地区の住民か
ら都市暫定利用への指定の反対があったことが指摘された
（市は、
通常の East 計画地区への説明会や意見聴取に加えて、
Broadway-Fillmore 地区住宅協会への説明を2011 年に 1 度、同地
区住民に2014 年に 2 度追加説明を実施している）
。
元々、ゾーニングの全面改訂は市長が始めたプロジェクトで
土地利用との対応
N-1-D,C,S: Urban Core
N-2-C,E,R: Neighborhood Center
N-3-C,E,R: General Residential
N-4-30,50 Single Family Residential
D-OS,OG,ON: Open space
D-R,E,M（青系）:Institution
D-R,C,LI,HI（茶系）: Employment, C-R: Rail Corridor

あった。市長は、修復不能な状態で住宅地区が放置されている状
態を改善したいと考えていたのだ。しかし、市長は地区住民の懸
念も考慮して、最終的に都市暫定用途の設定を取りやめた。
4-4. 最終的な土地利用計画における空き地の多い地区の扱い
市は、新たなゾーニングとして N-3I を導入することを断念し
たが、
空き地が多く地区に対するゾーニングの面からのアプロー

図-10 ゾーニングマップ最終案[22)P.99 から引用]

チを完全に諦めたわけではなかった。2012 年計画案のなかで都
市暫定用途への転換を試みた街区のうち、Broadway-Fillmore 地
区以外のエリア、具体的には東側の Emerson 地区や Emslie 地区
の一部をSingle family residential（戸建住宅用途）に指定し、永続
的な建物の建設を制限すると同時に、
次節で述べるように都市農
業等の暫定利用を積極的に認める方針を打ち出した。
詳細には各
区画の間口を 30 ft 以上に規定する N-4-30 に指定した。
当初は、市役所は N-4 は、Urban Edge と称して敷地規模が大
きく建ぺい率が低い高級住宅地（Elmwood Village など）を想定
していた。2012 年計画案の技術資料 20)では、N-4 の平均的な間
口を 60ft と設定していた。しかし、最終案では市役所は N-4 を
N-4-30 と N-4-50 に分類した。N-4-50 を 2012 年計画案で想定し
ていた高級住宅地に適用する一方で、N-4-30 を老朽化した空き
家（写真-3）や空き地の多い住宅地区にも適用したのである 24)。
ただし、N-4-30 の指定地区が、全て空き地の多い住宅地区に
該当するわけではない。
過去の都市再開発事業によって開発され
た比較的新しい戸建住宅街区にも N-4-30 が設定された。Ellicott
計画地区のうち、Jefferson Ave. 以西の N-4-30 の多くは、敷地規
模の小さい戸建住宅が並ぶエリアである（写真-4）
。このエリア

図-11.土地利用計画最終案の用途変化分析
[21)P.83, P.87 を筆者が編集・追記]

は、1985 年に開始された Pratt-Willert 都市再活性化計画（都市再
開発）の対象であり、計画地内の市所有の空き地を戸建住宅地と
して民間事業者に売却し、戸建住宅地として開発させてきた経
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空き不動産が多く実際は都市農業をはじめとした様々な暫定利
用を認める都市農業特別用途許可地区内の N-4-30 として使い分
けている再(2)ことがわかる。
4-6.Buffalo 市におけるホームステッド・プログラム
市は、ゾーニング改訂の一環として、ホームステッド・プロ
写真-3 Emslie 地区Coit St.の老朽化
した戸建住宅

写真-4 Pratt-Willert 地区 Hickory
St.の駐車場を表に持つ新築戸建住宅

グラム(Homestead Program)の改訂も行った。
同プログラムは1974
年に開始された事業で、市が所有する不動産が（荒廃し住環境が

緯がある(9)。そのため、Jefferson Ave.以東と比較すると道路側か

悪化した）都市再開発計画地区内にある場合、適正な市場価格

らセットバックして車庫もあわせて計画された比較的新しい小

(Fair Market Value)より安く売却することを認めるものである。
Buffalo 市は多数の都市再開発計画地区を保持していたが、そ

規模ながら郊外型の戸建住宅の割合が高い。
Jefferson Ave.以東の Emslie 地区と Emerson 地区は、基本的に空

の多くは現状に即していないものであり、
開発手続きの簡易化を

き地が多い住宅地区の規制強化を目指した N-4-30 の設定である

進めるためにもゾーニングの全面改訂に伴い、
既存の都市再開発

が、
これらの地区の一部にも前述の新しい戸建住宅も存在してお

計画は全て廃止することが予定されていた。ただし、同プログラ

り、当然ながら N-4-30 の規制はこれらの戸建住宅開発を制限す

ムは、市が税滞納等で取得した物件の譲渡にも有効であるため、

るものではない。

維持されることとなった。現状のプログラム対象区域は、過去の

市の最終的な方針に対して、East Side の住民の一部は、2016

都市再開発計画等に基づいて設定されていたが、
民間住宅市場が

年に行われたNew York 州の一般環境影響評価の公聴会において

有効に機能していない地区が多い市の現状を踏まえて、
区域設定

意見を述べている。空き地の多い住宅地区にこそ、様々な用途の

が見直された。空き家の改修と利用は市全域で認可、空き地の取

複合が必要であり N-4-30 は規制が厳しすぎるという指摘や、現

得と新規住宅建設は住宅系用途の全域、
隣地所有者による空き地

在の市街地の歴史的および現在の都市構造に合わないため

の隣地取得は、住宅・都市開発省が低・中所得と指定する街区（実

N-4-30 の指定をやめるべきという指摘があった(10)。しかし、市

質的に市の大半を占める）としている。市に対する解体事業通知

当局は戸建住宅への需要があること、
現在すでに戸建住宅がある

料は全域で免除とした。本研究で注目した空き地の多い Ellicott

街区または大半が空き地の街区しか N-4-30 を指定しておらず、

計画地区およびEast計画地区の住宅系用途に設定された街区は、

戸建住宅の供給により、市民の住宅の選択肢が広がるとして、原

改修・新築・隣地取得のいずれの分類も適格に指定されている。

案を変更していない。用途の複合についても、主要な幹線道路沿

公有の空き地の処分は図-12 に示す方針で処分されることになっ

道は商業系の用途を維持しており、
住宅系の用途は元々住宅であ

ており、隣地取得に加えて暫定利用も選択肢に示されている。

った街区に設定しているとして、用途の変更にも応じなかった。
実際の地区の現状としては、市役所が当初設定した都市暫定
用途の範囲全域に高い割合で空き地が分布しており、
最終案が示
す N-4-30 の範囲だけが特に空き地化が著しいわけではない。
Broadway-Fillmore 地区は、空き地が多いにも関わらず N-4-30 の
指定から外れており(図-11)、住民の反対が影響している可能性が
あると推察される。なお、同地区についても Genesee St.と
Broadway St.の中間の放射状街路沿道の商業用途を廃止し、
Broadway-Fillmore 交差点周辺を Neighborhood Center の位置づけ
るなど商業系の空き地に対応した用途変更は実施された。
4-5. 統合開発条例における都市農業の取り扱い
最終的に議会に承認された統合開発条例

24)

によると、住宅系

の用途のうち、N-4-30 および N-4-50 については、住宅系用途の

図-12. Buffalo 市のホームステッド計画が示す公有の空き地の処分に関する決

なかでも戸建住宅とグループホームのみを認める用途地域とさ

定木[25)のP.10 より引用]

れた。N-4-30 および N-4-50 では、コミュニティ農園は認められ
5. まとめ

るが、
作物の一般向けの販売を行う農園は特別用途許可が必要と
される。ただし、Jefferson Ave., Best St./Walden Ave., Bailey Ave.お

Buffalo 市では、製造業の衰退に伴う人口減少に伴い、Main St.

よびClinton St.に囲まれた地区（図-11 中の点線）
、つまり市が当

の東側の近郊外において住宅系の空き家・空き地が増加した。市

初、都市暫定利用の用途を設定しようとした地区のみ、特別用途

役所は、2006 年の MP において、人口減少と空き家・空き地の

許可を与えることができると明記されている[25) P.6-17, P.6-18]。

増加への対応を打ち出し、
ゾーニングの全面見直しの際にも空き

市は最も制限が厳しい住宅用途である N-4 を、敷地規模が大き

地が多い地区への対応を試みた。

い戸建住宅しか認めない N-4-50 と、近郊外の都市再開発事業等

市は、2012 年の計画策定当初は、空き地が多い地区に都市暫

で生まれた敷地規模の小さい戸建住宅を認める N-4-30、さらに

定利用地区を設定し、
短期的には住宅地としての再生を進めない
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姿勢を明確に示した。土地利用計画の改訂について、2012 年時
点と最終案を比較すると、当該地区の住民の反対もあり、都市暫
定利用地区の廃止など一見後退しているように見える。しかし、
統合開発条例の詳細を読み解くと、市が当初目指していた通り、
空き地が多い住宅地における都市農業等の展開を積極的に許容
し、
住宅系の用途地域のなかでは最も厳しい戸建住宅専用に設定
することによって、将来の面的な再開発や土地利用転換（非住宅
系への利用転換、緑地化など）の障害となる大規模開発を抑制し
ている。
既存の戸建住宅地のゾーニングを適用して低密度化を誘
導する方針に対しては、
住民側からの強い反対は本調査の範囲内
では聞かれていない。
住宅地を空き地率や市場の評価に応じて類型化し、空き地率
が著しく高い住宅地への投機的な開発を抑制することで、
一定の
密度を保っている安定した住宅地を維持するという方針は、
行政
による住宅地の選別につながる恐れもある。一方で、市全体で人
口増加が見込めないなかで、Buffalo 市には全ての住宅地区を再
生させるだけの新規居住者も資金も存在しない。市役所は、既に
税滞納によって物納された空き地の維持管理に多額の資金を投
じており、統合開発条例においても、本報告で指摘した方針を取
らざるを得ない状況にあったと考えられる。
今後も同市のゾーニ
ング改訂の効果と課題を継続的に検証していきたい。
謝辞：本研究はJSPS科研費16K18205と一般財団法人住総研2017
年度研究助成の助成を受けたものです。
補注
(1)なお、同市の都市マスタープランとゾーニング改訂については、附置義務駐
車場の撤廃について広く注目されている 6)ほか、ブラウンフィールド再生の視
点からの研究 7)でも触れられているが、空き地が多い住宅地については取り扱
われていない。
(2) 聞き取り調査: John M. Fell, Buffalo Green Code 担当, Senior Planner, Office of
Strategic Planning, City of Buffalo, 2014 年6 月16 日, 2017 年5 月1 日, 2018 年5 月4
日
(3) 聞き取り調査: Dennis Sutton, Buffalo 市 BOA 統括責任者, Environmental
Engineer, Office of Strategic planning, City of Buffalo 2014 年6 月16 日, 2017 年5 月1
日
(4) GNPA は市域を11 の”計画地区(Planning Communities)”に分け、各地区ごとに
近隣地区の住民の代表者等が集まって地区の課題や解決策を議論する取り組み
である。本稿が主に取り上げる地区はダウンタウン東側のEllicott 計画地区およ
びEast 計画地区である。
(5) 例えば、2000 年代初頭から開発されたダウンタウン北東の Buffalo Niagara
医療キャンパスは、良質な雇用を創出し周辺の住宅市場を再生させた。
(6)同計画は、①公衆の安全に直ちに脅威となる老朽化構造物の緊急解体、②学
校施設周辺を対象とした公衆の安全を守るための解体、③戦略的な地区の開発、
④経済開発事業や都市再開発事業の対象の４点を優先的に実施するとして、
1950 年代の都市再開発のように地区全域の面的な解体は実施しないとした。財
源は、州(6000 万ドル)、連邦（1500 万ドル）
、市（2500 万ドル）の合計 1 億ド
ルを見込んでいた。
(7) East 計画地区[文献15)]やBlack Rock 計画地区[文献16)]の計画は策定後、公
式に市のウェブサイトに公表されている。
(8) Mehaffy 氏は、都市計画の修士号を持つ弁護士であり、不動産やゾーニング
に精通していた 17)。
(9) Buffalo 市は1985 年のPratt-Willert 再活性化地区都市再開発計画において「コ
ミュニティ開発局（当時）は、小規模で低未利用の空き区画となっている市有
地がこの住宅地区の荒廃した状況に影響を与えており、これらの土地を集約す
ることを目的としてPratt-Willert地区を都市再開発に適した地区として指定する。
これらの（小規模な）区画を適切な大きさになるように統合することで、当該
コミュニティの住宅供給のニーズに応えることができる民間開発事業者の参入
に有利に働くように提案するものである。
」と指摘し、ダウンタウンに近いが荒
廃していた同地区の再生を目指した。同計画では、Genesee St.や Broadway St.
William St.などの幹線道路沿道の商業地は都市取得の対象としておらず、街区の

- 270 -

内側の住宅系の空き不動産を活用しており、本研究が対象とするゾーニング改
定時のN-4-30 の指定地区と概ね一致する。なお、同計画は1985 年と2007 年に
従来の計画範囲に隣接する東側の街区も組み入れて拡張している。
(10) 2016 年3 月の公聴会ではEast Side に居住するPatrick Brown は、East Side に
も一定の密度と用途の混合が必要であると主張し、戸建住宅しか認めない用途
地域を批判し、East Side に大規模な開発が行われるメカニズムの必要性を主張
した。East side のLove Joy 地区に居住するCarolette Meadows は、公聴会の議論
の大半が高級住宅街である西側のElmwood Village 地区に集中し、East Side は多
くの空き地があるにも関わらず、新たな開発の取り組みがなく、地価が下がり
続けており、市の東西で行政の取り組みに差があることを批判した 26)。
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