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人口減少時代における居住環境の再整備と市民協働に関する調査報告
－旧東独ライプツィヒ市及びデッサウ・ロスラウ市を事例に－
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This research aims to clarify the actual situation of the cities which had taken actions in the face of population
decrease in Germany. The paper focused on a problem from the side of government, specifically, "Restructuring of
living environment ", "Profit utilization in vacant lots and houses" and "The way of civic collaboration ". Reviews of
the literatures and interviews in the cities found the following: The city planning for population decrease was made
by switching technique and idea of the conventional plan. Additionally, the system which promoted vacant lots and
houses use were created, it contributed to the improvement in potential attraction of the city. These efforts were given
full weight to discussions with citizen.
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1.

1－2．調査の目的

はじめに－調査の背景・目的

以上の問題意識を国際的な視点から考えるため、本稿では旧

1－1．調査の背景
わが国においては、周知のように市街地の拡大と低密度化が

東独地域に注目したい。旧東独都市では、再統一された 1990 年

同時並行的に進行してきたが、
今や人口減少の局面を迎えている。

頃から旧西側への人口流出による急激な人口減少に直面し、
連邦

都市の規模や市街地の歴史発展経緯などにより、
課題の深刻さや

政府や連邦州、各自治体は、それらに対する様々な施策を展開し

対応可能性は異なるとしても、
多くの自治体で低未利用地が市街

てきた。既にわが国でも「東の都市改造 Stadtumbau Ost」に関連

地全体で観察され、空き地・空き家問題も顕在化している。この

付けて、書籍1）や数々の調査報告2）3）4）5）が存在しているが、本

ような状況下で、立地適正化計画に代表されるように、公共交通

稿の問題意識に基づく調査は必ずしも十分とは言えない。

網の再整備を前提としたネットワーク型の都市構造が都市経営

そこで、本稿では、旧東独地域の人口減少が都市に与えた影

論的にも求められている。しかし、この際に、自治体側には主に

響と縮小政策・事業内容に関連して、その意図や苦労、結果とい

3 点の課題が存在すると考えられる。

った一連のプロセスを批判的に理解することは、
人口減少という

第一に、都市の集約化に伴う都市や街区の構造的再整備であ

類似の現象に直面するわが国にとっても示唆的であると考え、
旧

る。
持続可能なネットワーク＋コンパクトな都市の実現過程にお

東独の縮小都市政策の実態を明らかにすることを目的とする。

いては、
都市インフラのあり方や居住地の配置など将来的な人口

1－3．調査対象都市・調査の構成・調査の手法
第二章と第三章は、調査対象都市に関する文献調査及び 2018

規模に合わせた都市機能の再配置が議論になりうる。この際に、
「選択と集中」が必要であったとしても、いかにして長期的な時

年 1 月に実施したヒアリング調査及び現地調査の結果である。
調

間軸を持ち、社会経済環境に柔軟に対応しながら、都市の維持管

査対象都市は、ザクセン州のライプツィヒ市（約 58.2 万人）と

理を行うかが論点となりうる。

ザクセン・アンハルト州のデッサウ・ロスラウ市（約 8.2 万人）

第二に、空き地・空き家の利活用である。特に中心市街地や

である。両市とも、既往文献

1）で縮小都市政策が紹介されてお

大規模集合住宅地などの政策的介入の必要性が高い空間での空

り、
これを前提としてさらに実態を明らかにすることが可能であ

き地・空き家の利活用は、様々な主体から求められている。ロー

ると考え、調査対象都市に選定した。また、わが国への示唆を考

カルなスケールでの課題解決と同時に、
新たな需要を掘り起こす

える上でも、
人口規模や都市計画的課題が異なる2 都市を比較的

ような革新的なプロジェクトや体制が期待されている。

に調査することは意義があると考えた。ヒアリング調査は、両市

第三に、縮退政策・縮退事業と市民との協働のあり方である。

とも主に都市計画担当部局に対して行い、
冒頭に示した問題意識

都市の集約化は、どのような空間レベルであったとしても、最終

を中心に聞き取りを行った。この際、分析に関わるデータや資料

的には個人の財産である住宅や土地に関係する。換言すれば、市

の提供も受けた。

民の理解や協力、
協働の引き出しが得られるかで実現可能性が大

第四章では、ドイツでの調査のまとめを行ったうえで、旧東

きく変化する。専門家や行政機関、中間組織等も含めて、市民と

独の都市の現状を踏まえたわが国への示唆を述べ、
今後の研究課

の Win-Win の協働方法が考えられなければならない。

題を提示する。

* 非会員・宇都宮市上下水道局(Utsunomiya City)
**正会員・兵庫県立大学環境人間学部(University of Hyogo)

- 92 -

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.18, 2019 年 5 月
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.18, May, 2019

2.

ライプツィヒ市の縮小都市政策の実践状況

2－1．都市の概要と人口減少

空室率
建物の老朽度
ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽの不足等

ライプツィヒ市は、面積約 297 平方キロメートル、ベルリンか
ら ICE で約１時間の距離に位置し、中央駅はヨーロッパ最大級
の駅舎を持つ。

緑地空間となりうる空間
都市計画上重要な建物
フリースペースの有無等

同市の人口減少は、
再統一後、
産業の衰退が主原因で始まった。
都市に大きな影響を与えた人口流出の具体については、
市外への
流出のほか市内の中心部から郊外への流出もあり、
郊外拡大化が
進んだことで中世時代の歴史的な都市構造が 10 年足らずで崩壊
した。市中心部の歴史的なグリュンダーツァイト市街地（１）の老
朽化に対して投資が行えず、
緑地の少なさも相まって住環境が悪

可能性

問題箇所

化したことにより、これまで中心部に居住していた市民は、良好

【図-1 市による現地調査のとりまとめ】

な住環境を求めて郊外に戸建ての住宅を築き始めたためである。

（出所：市提供資料）

結果として旧市街地近辺に残ったのは社会的弱者と劣悪な居住
環境であり、治安の悪化も引き起こした。これに対し、市は、あ
まりにも激しい人口動態で、
人口減少幅や速度の予測が不可能な
状態、
つまり、
都市の計画やコントロールが不可能な状態となり、

中央駅

投資を行う余地もなかった。また、従来、ドイツの都市計画は建
設法典に則る技術であったが、
建設法典は都市の拡大に対しての
計画制度であり、
人口減少に合わせた計画は当時ドイツの都市計
画には存在しなかった。
そのため人口減少に対して都市を再編し
ライプツィヒ東地区

ていくことは都市計画の在り方自体への挑戦となるものだった。

【図-2 ライプツィヒ東地区の位置】

【表-1】ライプツィヒ市の人口推移
東西独統合時の人口（1989 年）※１
約 10 年後の人口（1998 年）※１
※２

現在の人口（2017 年）
※１

（出所： 参考文献

6）

※２

、

（出所：市ホームページを加工）

約 53 万人
約 43 万 7 千人
約 59 万人

ライプツィヒ市ホームページ）

2－2．都市の構造的再編方法
このような都市再編の抜本的な対策の必要性に押され、1990
改築された団地

年代後半に、
「都市の更新」と「住宅の更新」を目的とした戦略

現在も改築が続いている

【図-3 ライプツィヒ東地区の現況】

的な都市計画を策定した。居住環境整備は、利益や手法として容

（出所：2018 年 1 月の現地調査時撮影）

易な「新築」に流れがちであるが、市のアイデンティティを象徴

現地調査の結果、
都市再編を優先すべき地区の一つに選ばれた

する古い建物への更新に注力し、緑地を設け、住民を導くための

のがライプツィヒ東地区である（図２・図３）
。当地区は、中央

住宅補助プログラムなどの特権を設けて差を付けた。
これらは人

駅の東に位置する約 350ha の地区で、市内で最も歴史あるグリュ

口減少に合わせた初めての挑戦であり、重大な転換点であった。

ンダーツァイト市街地の一つであるが、上記の背景に押され、地

住環境の改善に当たっては、事業化の前提として、どのエリア

区内のメイン通りは一時、
「国内で最も危険な通り」と称される

から着手するかが議題となる。
人口動態が激しい市内の状況を概
観的に把握するとともに、
どのエリアにどのような事業が必要か、

ようになっていた。
市は当地区において、東の都市改造に関連し「整備・強化地区」

着手の優先順位や事業内容を定めるため、
市内全域を複数のエリ

「建物除去地区」
といったようにエリア内できめ細かい都市計画

アに分け、市職員が全ブロックに赴き、現地調査を実施した。こ

的対応策を展開している。これは「都市改造カテゴリー」６）と

の際の調査内容は、
エリアの問題点として団地の空室率や居住環

言われ、現地調査結果に基づきエリア内を「整備・強化地区」
「潜

境等を明らかにすることに加え、
そのエリアの持つ活力や可能性

在的転換地区」
「保全地区」
「間引き地区」
「建物除去地区」の５

として、例えば緑地を生み出せる場所や教会等のシンボル、居住

つに区分したもので、区分にあたっては、都市計画としての技術

者の内訳や外部から見た投資の視点等も重点的にまとめた（図

よりも、住民・商業者などの関係者の意識や感情を重視して設定

１）
。この理由は、エリアによっては公園や遊び場への投資を行

していた。

うといった将来のイメージを対外的に見せ、
人口流出を引き止め

これらの取組等を通し、市の担当者は、行政の都市計画家とし

ることに繋げたいというねらいもあった。

ての役割の大きな変化を感じたと述べており、
次のように振り返
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っている。
「エリアの設定に際しては住民とのワークショップを
開催し、分かりやすい説明とコミュニケーション、それらを取り
仕切る司会者としての役割が求められるようになった。
始めはこ
のような役回りに慣れておらず、難しく手間もかかったが、この
経験がとても重要であった。トライ・アンド・エラーを勇気をも
って繰り返さないとならない」
。また、市民説明の進め方や手法
については、
「今後の楽観していない状況について、出来るだけ

【図-4 リーベット公園の現況】
（出所：2018 年 1 月の現地調査時撮影）

早く、
かつ正直で分かりやすい情報公開をしていくことが大切で
ある。説明に当たっては、専門用語や数字を分かりやすく視覚化
できるツールを用いてイメージを伝え、
そこにはマーケティング
の要素も加えること。
」が重要であると認識していた。
団地の撤退や減築を行うエリアの線引きは、
近隣住民や商業店
舗など多くに影響を及ぼすものと想像するが、
移転が必要な住民
に対しては、納得させる過程を必ず経て、強制的なことは行わな
かったとのことで、
ワークショップ等の取組を重ねることで住民

【図-5 ライプツィヒ東地区内における空き地の現況】
（出所：2018 年 1 月の現地調査時撮影）

理解と協力を得て進めている姿勢が伺い知れた。
説明は市民だけ
でなく、政治家へ度重なる説明を持って協力を引き出すことや、
投資家へまちの可能性を見せることについても重視していた。
2－3．ライプツィヒ東地区での空き地・空き家の利活用
建物を除去し、
公園やオープンスペースを整備する手法として、
市は、
「利用承諾制度」と呼ばれる民有地を活用した制度を創出
した。これは、土地・建物所有者と行政が協定を締結し、所有と
利用と分離することにより、一定期間（通常は 15 年契約）
、公共

【図-6 「日本の家」の「ごはんの会」の様子】
（出所：2018 年 1 月の現地調査時撮影）

的な用途に土地を利活用する仕組みである。
土地所有者側のメリ
ットとしては、敷地の整備（民有建物の撤去及び公共空間整備）

付きで格安で貸し出すものである。大家と利用者の仲介として、

は原則公共側で行うことに加え、
固定資産税等の経費が免除とな

「ハウスハルテン」という市民団体の組織があり、利用者へリフ

るなど税制上の優遇措置があり、
契約期間後の土地利用は自由で

ォームのアドバイスや修繕道具の貸出なども行っている。

ある。一方、行政としては、中間的な措置としてでも個人の建物

このプロジェクトがきっかけで日本人が活動拠点を作り、現在

の撤去費用等を負担することについて、
「多くの市民が利用でき

はライプツィヒ東地区において「ライプチヒ日本の家」という地

る直接的な環境を提供することは、
生活の質を高め都市のイメー

域の居場所になっている事例 1）があり、訪問した。
「日本の家」

ジを向上させる。この効果は経済的価値を越えて計り知れない」

は毎週土曜日に「ごはんの会」を開いている（図６）
。行政機関

とのことである。
市の支出を個人の財産へ行うことは日本では考

でも商業サービスでもなく友人と自宅でごはんを作って食べる

えにくいことだが、
それを可能とする市民説明と市民理解の上に

延長線上のようなもので、予約もない。17 時頃から料理担当の

成り立つものと考える。

主メンバー（訪問時は、モロッコ人によるモロッコ料理）のもと

この制度を用いて整備したライプツィヒ東地区のリーベット

5 人程度で調理を始め、
50 人以上とも思える大量のごはんを用意

公園では、公園に面する建物の一部が撤去され、
「風景学」を取

した。19 時頃には多国籍で職業もバラバラと思える様々なグル

り入れたという「明るい林・暗い森」 などに転用されているエ

ープや個人が集まり、あっという間に肩と肩が触れ合い「家」に

リアがある（図４）
。緑地への転用は、商業地のように直接利益

収まりきらない程の人数となり、
それぞれで和気あいあいとごは

を生むものではなく、
維持管理にも費用がかかり続けるものと思

んを食べる。お酒は有料であるがごはんの料金は「投げ銭制」で

うが、空閑地を単に緑地へ転用しているだけではなく、ランドス

あり、お金のある人は払い、ない人は払わなくてもよい仕組みと

ケープの観点から一体的な空間整備を行う工夫が、
この制度によ

なっている。食後の食器洗いは各自で行う。自主的で決まったル

る整備効果を高め、
都市の豊かな居住環境整備に繋がっているこ

ールもない空間に様々なバックグラウンドを持つ個人が集まり、

とが現地調査からも理解できた。また、全てが利用承諾制度によ

ごはんや会話を楽しむ空間はエネルギーに満ち溢れており、
市の

るものかは不明だが、
地区内の空き地の多くが市民によって利用

担当者が「市の回復は『空き家対策』の成功も大きい」と話して

されている様子が見られた（図５）
。

いた言葉に納得した。
「日本の家」共同代表の大谷氏より提供を

ライプツィヒ市内では、市民による空き家の活用手法として

受けた「日本の家」の活動 DVD によると、出稼ぎ等で他国から

「家守の家」プロジェクトも行われている。この仕組みは、グリ

来ている人々や、若い芸術家・研究者の拠り所となっていること

ュンダーツァイトの建物の維持において「使用による保存」を目

も分かった。もともと「日本の家」は大谷氏が自身の居場所作り

的とし、空いている部屋を持つ大家が、利用者に 5～10 年の期限

として始めたものと聞いたが、
個人の活動から社会性を持つもの
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へ変化している。当地区では「日本の家」だけではなく、アーテ

当市は中世時代から 800 年続く歴史的な都市であるが、第 2

ィストのアトリエや、シェアハウス、農園、牧場、手作り自転車

次世界大戦では大量の爆撃を受けたことにより、市の中心部は、

工房、児童館、移民サポートセンターなど様々な市民の活動があ

歴史的建造物や住宅団地を含め８割が破壊された。
これにかわっ

る。
活動する空間があることは文化をも育んでいくものと感じる。

て戦後の旧東独時代、
応急復旧で造られたのがブロック状のプラ

このような活動が活発に行われる中で、
「家守の家」は現在、

ッテンバウ団地（３）である。団地の建設は都市をコントロールす

市の空き家対策とも深く結びついており、
「ボトムアップ」の都

る一つの方法であり、
個人の居住地を限定しているものであった。

市再生が行われている。市の担当者は、都市にあるスペースにつ

ところが、旧東西独の統合後、ライプツィヒ市同様、新たな都市

いて、単に空き地・空き家対策に留まらず福祉や教育などの社会

計画が定まらないなかで、
多くの市民がこれまでと異なる環境や

的な問題の解決を促し、市民のコミュニケーションの場を守り、

生き方を望み市外や郊外へ流出した。

チャンスを与える場を提供することが個々の取組につながり、
社

【表-2】デッサウ・ロスラウ市の人口推移

会的なネットワークとしての強さとなると話していた。

東西独統合時の人口（1991 年）

約 9 万 5 千人

最も減少した年の人口（年）

約 7 万 7 千人

現在の人口（2017 年）

約 8 万 3 千人

2－4．現在の状況
ライプツィヒ市は、現在、中心市街地や鉄道が機能しており、
開発の余地も残っているため、
ドイツの中で最も人口が増加して

※人口増は、デッサウ市・ロスラウ市の合併が一つの要因である。
両市の合併以降も、緩やかに減少傾向にある。

いる都市の一つへと変貌した。現在の予測によると、2030 年の

（出所：デッサウ市ホームページ）

ライプツィヒ人口は約 72 万人とされ、主に国内の他地域と EU
諸国からの就業目的での人口流入と、
出生率自体の上昇に起因し

3－2．ランドスケープゾーンの構築と空き地の利活用

ている。このような成長傾向を受け、近年の計画の具体的な特徴

都市人口の減少で問題となったのが、市中心部の空き地・空き

は、①「持続性」として、緑地も十分に確保しながら市民の居住

家対策と、郊外部へ散った生活拠点への対応である。都市の方針

を郊外でなく中心部に誘導すること、②現在の人口は、元の都市

について様々な議論が行われた結果、
中心部への一極集中型では

構造とのバランスが良い段階にあるが、
今後の人口増加分をライ

なく、
デッサウ中央駅を拠点とした中心部と市内に点在する生活

プツィヒ市だけで受け入れることは困難であることから、
鉄道路

拠点を連携させる多極連携型の都市構造を目標とした。

線で繋がっている市外の自治体との広域連携による圏域全体の

各拠点の魅力を高めて都市を集約していくため、
市中心部につ

住宅政策における協力体制の構築化を図ること、としている。

いては、都市公園や文化センターの改築などが進められ、拠点と

2－5．縮小都市への対応のポイント

なる駅についてはドイツ国鉄（DB）とパートナーを組んでの駅

ライプツィヒ市は、もはや人口減少の局面にはないが、人口減

舎の改造や、
バウハウス―中央駅―中心市街地の連携の検討など

少時代を経験した市の担当者は、
経験則として以下の 2 点がポイ

が行われている。郊外部における生活拠点においても、
「都市の

ントになると理解している。第一に、伝統的な都市計画からの脱

保存・建物の保存・既存インフラの強化」を集中的に行っている

却である。従来、市の職員は建設法典に則った技術員的側面が強

（図７）
。点在するエリアを連携させる取組としては、公共交通

く、都市計画は予測を重視していた。その伝統から時代の変化に

整備や地域冷暖房システムの維持・強化を図っている。

合わせて都市計画の役割も大きな変化があり、
柔軟に対応してい
くために、F プラン（土地利用計画）や B プラン（地区詳細計画）
以外の手法も頻繁に活用されるようになった。
人々の考え方や暮
らしが多様化し、まちのあり方も変わってきているなか、都市計
画はより総合的観点が求められているからである。
市民団体との
コミュニケーションが重要な都市計画としての仕事となり、
プロ
セスを共有化・可視化することが重視され、住民の支援や話をま
とめる司会者としての役割も強く求められている。第二に、各エ

【図-7 撤去・改築を進めているプラッテンバウ団地の現況】
（出所：2018 年 1 月の現地調査時撮影）

リアで協働する人たちを見つけること、育てることである。まち

次に、中心部と生活拠点以外のエリアについてであるが、ここ

の改革は、行政の独善的なトップダウン方式では成し得ず、住民

に市の計画の大きな特色が表れている。市は、中心部と生活拠点

と協働体制で実施すること、
そのためにもエリアに関連してキー

の間に生じる「間（空き家や企業跡地等の未利用地）
」を肯定的

パーソンとなりうる有望な人を見つけることが重要である。

に捉え、それらと市内を流れる川（Elbe 川・Mulde 川）の自然を
繋げてランドスケープゾーンを構築するというビジョンを見出

3.

デッサウ・ロスラウ市の縮小都市政策の実践状況

した。開発の時代には、デッサウ市とロスラウ市（両市は 2007

3－1. 都市の概要と人口減少

年に合併した）の間のElbe 川と東側の Mulde 川は、開発に限界

デッサウ・ロスラウ市は、ベルリンから ICE で約１時間半の

を与えるものとして問題視されていたが、
川に残る豊かな自然と

距離に位置する。中央駅の近くには現代建築・デザイン学校「バ

風景が市のアイデンティティであると再認識されての方針であ

ウハウス」
、郊外にはイギリス式庭園の「ヴェルリッツ庭園」の

った。

２つのユネスコ世界遺産（２）がある。
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以来、市にとって、都市と自然との共存は大きなテーマとなっ
ている。
この自然とは、
整備された公園のみを指すものではなく、
地域本来の生態系が持つ自然までも含んでおり、
都市空間に自然
を取り込もうとしている。自然との付き合い方として、ランドス
ケープゾーンの構築にあたり長期的・俯瞰的な視点から次の「原
則」を設けている。①時間と空間に対する柔軟性を考慮して良い
ものを残し、将来に可能性を残す。②生態系に対する大規模な視
点を持つ。生態系を保ち、風景を創り、生物多様性の重要性を認
識する。③市のアイデンティティを残す。
「時間と空間に対する柔軟性」とは、例えば「子供がいる場所
は遊び場として使い、子供がいなくなったら広場として使い、居
住者がいなくなったら自然に任せる」
、
「居住地に隣接するところ

【図-8】赤い糸のルート案内及びイメージ図

は個別に手入れを行い、
面積が広く空いたところは農場のように

（出所：市提供資料を一部加工）

使い、
人の出入りが少ないところは自然に任せて時間をかけて見
守る」というように、時や場所に応じて暫定的に管理方法を区分
し、メリハリをつけようというものである。
このようなことからランドスケープゾーンは拠点と拠点の
「間」を保つことを目的とされ、土地の生産性の高さを求めるも
のでなく、都市機能から外して「安く造り、安く維持管理できる」
フリースペースとして追求している。
【図-9 赤い糸の現況】
（出所：2018 年 1 月の現地調査時撮影）

2004 年から国際建築展（IBA）ザクセン・アンハルトの一環で
開始した市の代表的な施策である「赤い糸」は、このような市の
取組を視覚化し、情報発信する場としたものである。ハード整備
内容は、駅から Mulde 川までのランドスケープゾーン予定地を
結ぶ道（約 5km）に連続的に赤い旗を設置したシンプルなもの
であり（図８・図９）
、赤い旗に沿って歩くと、いま点在してい
る撤去跡地が将来的にランドスケープゾーンとしてつながるこ
とをイメージできるようになっている。市ではこの場を用いて、
以下の取組を行っている（図１０）
。

(左) 土の研究が行われている空き地 (右)400㎡デッサウでのワークショップの様子

① 400m2 デッサウ

【図-10 空き地の利用状況】

市民の活用を引き出す仕組みとして、20m×20m の土地の管理

（出所：
（左）2018 年 1 月の現地調査時撮影（右）市提供資料）

を市民や市民団体に委ねるもの。
冬季の視察であるため確認でき

や団地が文化の記憶を残し、
過去と未来を繋ぐもののようにも思

なかったが、市の資料によると庭園としての活用がある。
「まち
のブローチ、スタンプ」という表現をしている。

えた。
ランドスケープゾーン予定地として既に建物が撤去されて

② ワークショップ

いる場所は、上記での活用のほか、広場（現地調査では、フェン

市の資料によると、老若男女が参加して赤い糸を巡り、予定地

スも遊具もなく、
牧草のような芝地に木がランダムに残っている

点ごとの管理方法や 400m2 デッサウ、地域に残る生態系の説明

程度だが、人工物がないためか付近の環境と馴染んで見える。
）

や意見交換などを行っているようである。

や歩道の一部として利用されている場所、BMX 練習場（自転車

③ 土や草花に係る試験的な取組

競技。土を凹凸に積み上げた場所）などが見られた。
3－3．現在の状況

空き地を管理しやすくするため、大学の農業部と協働で、芝が

⑴ 計画の進捗状況

健全に育つ土や花が良く咲く土、
芝刈の頻度を抑えられるような

「赤い糸」の取組に係る進捗については、最終的には 120ha の

草の種類や混合割合、花の種・撒く量、頻度などの研究が、赤い

ランドスケープゾーンの形成を目標としているが、現在は 30ha

糸沿いに生じた工場跡地で進められている。
これらの施策の意図は、
「既にまちの中にあるアイデンティテ

が点在している状況に留まっている。この背景には、実現された

ィを市民に考えさせ、大事にし、将来に繋ぐ」ものであり、市の

土地は IBA 期間中に市営の公社が所有していた土地であり、以

挑戦であるエリアの将来構想や空き地の様々な活用方法を市民

降、事業の進捗が順調とは言い切れない。一方で、撤去予定地で

へ伝え、投げかけ、想像力を喚起させる手段としている。

あった民間所有の団地について、
周辺環境が改善したことにより

筆者が駅から赤い旗を追うと、撤去予定地の案内や、撤去跡地

入居者が増えている状況も起きている。
空き地管理への市民参画

においては撤去前の状況が掲示されており、
各地点にあった産業

についても、1ha を管理するためには 20 人程度という多数の協
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力が必要だが、
この取組を支えるほどの協力を引き出せていない。

換し、
豊かな自然環境との共存を目指すとポジティブに表現して

このような状況について、市では「土地の利用に柔軟性を持たせ

いた。
「空き地・空き家の利活用」については、
「赤い糸」の取組

ているため空き地とならない結果となればそれで問題はなく、
空

の中で実験的取組を重ねていた。
「市民協働」については、順調

き地が点在している状況は都市のブローチのように使えば良い」

に進んでいるとは言えないが、
市の投げかけに対する市民の意識

と考えている。この言葉の裏には、時点時点の土地利用の動向や

の変化を促すこと、待つことの過程を大切にしていた。
両市とも、縮小都市政策への具体的なアプローチは異なるもの

市民の意識を観察しており、
利用に応じた備えがあるということ
がいえる。

の、共通して「暫定的」な仕組みを設けていた。
「暫定的」は、

⑵ 実験的取組について

「臨時・一時的に」という現状を保留するものではなく、市の提

市の取組は、施策としては地味であり、実験的要素が強く目に

案を具体的に示し、動向を伺うといった挑戦的なものである。行

見える効果がすぐに出にくいことから、
周囲からの批判も出てい

政として将来の大きな方向性を示しつつ、
時と場所に応じて暫定

る。これに対し、市は、目に見えて分かりやすい再開発だけには

的な制度を重ねることが重要だと感じた。
旧東独においては、急激な人口減少による変化の中で、行政だ

頼るべきではないとの意識があり、
目的を共有するバウハウスや
他都市との連携を行っている。

けでなく市民も問題意識や危機感を持っていたため協働を引き

⑶ 市民へ理解を求めることについて

出せた一面もあると考える。
日本は旧東独ほどの急激な変化でな

空き地を、整備された緑地だけではなく場所によっては自然に

い分、行政・市民ともに逼迫した問題意識を持ち行うことは難し

戻すことについては、
一般的に土地の放棄と見なされ受け入れが

い。だからこそ、備える時間がまだ残されている今、行政の持つ

たいものと捉えられるため、
住宅所有者や団体など様々な人と交

情報を分かりやすく発信し、
起こりうる将来と取るべき選択肢を

渉し、目的を共有し、どのように行動するかを約束する必要があ

市民とともに考えていく土壌を築いていくことが必要である。

った。また、市の目指す自然との付き合い方については、全ての

4－2．今後の研究課題

住民に受け入れられているわけではなく、
自然環境と隣合わせで

今後は、これらの縮小都市政策における取組について、地区レ

あることは居住環境として治安上良くないという意見がある。
こ

ベルでの人口推移や取組への市民参画数の推移など、
定量的な分

れに対して、市は、今後も市内に生息する動植物の生態系の調査

析と効果の裏付けが必要である。
また、
ヒアリング対象について、

を通じて価値を明らかにしていくなど、意見交換をしながら、自

住民の移転に際し直接交渉を行った住宅公社や、
都市インフラ整

然と治安は対立するものではないとの理解を得ていく必要があ

備を担う公社へ広げることで、取組を多角的に検証したい。

ると認識している。
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究、目標を共有する他都市との連携、市民とのワークショップな

【補注】

どを実務に落として実行している姿勢があり、
確固たる信念すら

⑴ 19 世紀中頃から後半にかけて建設された帝国時代の建物。外観は歴

も感じた。現実に目を向け、受け入れて、アイディアを生み出し

史的な装飾があり荘厳な建物である一方、冷暖房やエレベータ設備の不十

ながら一つずつ備えていく姿勢について、
一つの重要な経過とし

分さや風呂トイレが共同といった特徴がある。

て認識した。

⑵ ヒアリングにおいて、２つの世界遺産は「市の哲学であり、なしには
語れない」と表現しており、市の方針や各種施策に作用している。
⑶ 安価な住宅の大量生産を可能とするプレハブ工法でつくられた集合

4.

調査のまとめとわが国への示唆

住宅。
都市の周縁部に多く立地、
地域暖房や風呂が各戸に設置されている。
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手法を転換し、
現地調査やワークショップを重ねることで地区毎
の状況やニーズに見合った再整備計画を作成していた。
「空き
地・空き家の利活用」については、
「利用承諾制度」の創出や、
「家守の家」などの市民活動に理解を深めていた。これらの計画
や対策は、
ワークショップでの市民との意見交換等により導き出
されたものであり、
「市民協働」が生きた形で活用されていた。
デッサウ・ロスラウ市においては、
「都市の構造的再整備」に
ついて、
人口減少により生じた空き家や空き地に対する発想を転
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