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Today, various fields are seeking “Urban Management Theory”. However, the academic status and significance of 
“Urban Management Theory” is unclear. Therefore, in this paper, we organized past studies in order to consider the 
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1. はじめに 

近年、我が国の都市・地域においては、少子高齢化や地域経済

の衰退、地域コミュニティの希薄化といった様々な社会課題が表

出してきており、これらの課題を解決することが急務となってい

る。このような状況の中、都市・地域を一つの経営体として捉え、

都市・地域の今後のあり方を学際的な視点から検討していく「都

市経営論」が様々な分野で注目を集めてきている。 

一般的に、「都市経営論」とは、経営という視点を行政の運営や

まちづくりに適用しようとする考え方として認識されている。 

「都市経営論」に関する学問的位置付けやその意義については、

牛嶋（1999）1)をはじめ、様々な分野から見解が示されているもの

の、未だ不明瞭な点も多いのが現状である。 

今日における「都市経営論」の学問的位置付けや意義を検討す

るにあたり、その端緒として、本稿では、「都市経営論」発展の経

緯やその社会的背景などをおさえた上で、各種先行研究を概観し

ながら、「都市経営論」が有する特性やその視座などについて整理

することを主たる目的とする。 

以下、第2章では、「都市経営論」が誕生した社会的背景につい

て概観し、第3章では、我が国における「都市経営論」の展開に

ついて、時代背景や社会情勢を辿りながら整理する。次いで、第

4 章では、「都市経営論」に関する諸研究の動向を概観しながら、

「都市経営論」の特性等について検討する。その上で、第5章に

おいて、「都市経営論」の学問的位置付けなどについて検討する際

に重要となる視点や、要素を抽出し整理する。最後に、第6章に

おいて、本稿の総括を行い、今後の研究課題などについて述べる。 

2. 「都市経営論」誕生の背景 

宮本（1990）2)によれば、都市経営という概念が最初に登場した

のは、産業革命による近代化を遂げた18世紀後半から19世紀に

かけてのイギリスであったとされる。 

当時のイギリスにおいては、産業革命に伴う急速な社会・経済・

産業構造の変化によって、貧富の差の拡大をはじめとする様々な

社会課題が表出していた。このような状況に異議を唱えたのがロ

バート・オーエンである。オーエンは、スコットランド南部のニ

ュー・ラナークにおいて、学校などの公共施設や快適な住環境を

整備し、近代的な福祉思想に基づいた工場地域（オーエンの工場

村）の経営を展開した。 

「オーエンの工場村」の理念をさらに発展させたのが、エベネ

ザー・ハワードであろう。19世紀の半ば以降は、イギリスの工業

生産力が飛躍的に上昇した一方で、都市部への過度な人口集中や

労働者層の生活水準の低下といった社会課題がより深刻化して

いった。このような中、ハワードは、都市の無秩序な拡大の抑止

と居住人口の分散を目的として、「都市と農村の結婚」という基本

理念のもと、都会と農村の両方の長所を備えた「田園都市」の構

築を目指した。1903年には、ロンドン北部のレッチワースの地に

最初の田園都市が築かれた。 

宮本（1990）2)は、イギリスにおけるこのような動向について、

近代産業の発達に伴い激化する社会問題を改良する一手段とし

て、19 世紀末に主張された社会主義思想と運動に結実する形で、

都市経営の概念が表出してきたと指摘している。 

3. 日本における「都市経営論」の展開 

3-1. 黎明期における「都市経営論」 

我が国において、都市経営という概念が注目され始めたのは、

明治時代後期から大正時代にかけての時期であるとされる 3)。こ

の時期、日清戦争、日露戦争の勝利と第一次世界大戦の勃発に伴

う戦争景気により、日本経済は大きく上向き、重化学工業をはじ

めとする様々な産業が発展した。その一方で、先のイギリスの例

にも見られるように、都市部への労働者人口の過度な集積や物価

の高騰、資本家と労働者階級の貧富の差の拡大といった課題も表

出していた。 

このような社会情勢の中、日本における労働運動の先駆者とし
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ても知られる片山潜は、1903年に発表した『都市社会主義』の中

で、都市経営の理念として、市民自治による都市問題の解決が重

要であるとの見解を示すとともに、公共事業の公有化の必要性を

指摘している 4)。 

1922年には、内務官僚として手腕を振るっていた池田宏が『都

市経営論』を発表し、①共同経済（共有経済）、②功利主義、③地

方分任（地方分権）の3つの視点から、市民福祉の向上を目指す

ことが都市経営の大きな目的であると規定している 5)。 

1923 年には、関一が第 7 代大阪市長に就任し、「都市経営論」

に立脚した行財政改革を展開した。宮本（2008）6)は、関による市

政運営について、大阪市における道路・港湾などの公共インフラ

の整備を進めるとともに、都市計画の抜本的な見直しを行い、労

働環境や生活環境の改善、市民福祉の向上を含めた「住み心地よ

き都市（アメニティ）空間」の形成を目指したとして高く評価し

ている。 

明治後期から昭和初期までの日本は、片山に代表される都市社

会主義的な観点から「都市経営論」が提起され、池田、関などに

よって都市経営の実践が開始された萌芽期にあったといえよう。 

 

3-2. 戦後日本における「都市経営論」の動向 

戦後日本においては、1955年以降の高度経済成長を背景に、産

業や科学技術などが急速に発展したことで、人々の生活習慣や社

会構造が大きく変化した。その一方、東京をはじめとする都市部

への過度な人口集積に伴うインフラの不足、農山漁村をはじめと

する地方部の過疎化の進行、環境破壊による公害の発生といった

新たな都市問題が発生していた。 

この時期の「都市経営論」に関する研究の一例としては、磯村

英一と小倉庫次によって発表された『都市経営』が挙げられる。

磯村ら（1955）7)は、都市経営を行う主体はあくまでも地方自治体

（行政）であるとしながら、都市インフラの整備などによって生

活利便性の向上を図り、市民福祉の増進に努めることが肝要であ

るとの見解を示している。 

また、1969 年から 20 年間にわたり神戸市長を務めた宮崎辰雄

は、「最小の費用で最大の（市民）福祉を目指す」という方針のも

とで市政運営を展開し、港湾部の埋め立てなどによる都市インフ

ラの整備を進めたことでも知られ、その手法は「株式会社神戸市」

とも称されている 8)。 

戦後から高度経済成長期においては、都市インフラの整備によ

る生活環境・市民福祉の向上を主軸とした、地方自治体における

行政運営手法としての「都市経営論」が大きく発展した時期と考

えられる。 

 

3-3. 現代における「都市経営論」の様相 

高度経済成長の終焉とバブル経済の崩壊に伴い、日本社会は低

成長の時代へと移行していった。また、少子高齢化の進行などに

伴い、2008年を境に総人口は減少傾向に転じ、従前のような人口

増加や拡大成長を背景とした各種政策の抜本的な見直しを行う

必要が生じている。さらに、都市のスプロール化やモータリゼー

ションの進行に伴う交通弱者の発生、中山間地域を中心とするい

わゆる「限界集落」や「消滅集落」の増加など、都市・地域が抱

える問題は極めて複雑な様相を呈している。 

このような社会情勢を踏まえ、金（1996）3)は、戦前から現代に

至るまでの都市経営の概念の変化を追いながら、現代の「都市経

営論」における重要な要素として、市民や民間企業などが主体と

なった都市経営の必要性を提唱している。 

また、小野田（2018）9)は、持続可能な社会の実現へ向けた都市

経営手法の一つとして、デジタル技術を活用した新たな社会基盤

の整備を提起している。 

2010年代以降は、「都市経営論」の研究・教育に特化した学部・

学科の新設や再編を行う大学(1)が増加傾向にあるほか、「都市経営

プロフェッショナルスクール」をはじめとする社会人教育の場が

登場している。さらに、各自治体においては、「都市経営論」の概

念を行政計画の中に取り入れながら(2)、地域の実情に即した「身の

丈に見合う」まちづくりへの転換を図っている。 

今日においては、市民や行政関係者、民間企業、大学などの研

究機関をはじめとする多様な立場の人々が主体となり、ICT など

の新たなツールも活用しながら、今後の都市・地域のあり方につ

いての研究が積極的に行われており、「都市経営論」のさらなる発

展が期待されている。 

 

4. 「都市経営論」をめぐる諸研究の動向 

4-1. 「都市経営論」の理念・目的 

本節では、先行研究における「都市経営論」の理念や目的など

について、その内容を概観しておきたい。 

石川（1989）10)は、社会的な背景や論者によって見解の相違があ

ることに触れつつ、都市経営における普遍的な目標は、「都市経営

体が経営を行う場合に、時代をこえ、地域差をこえて持つべき、

組織としてのあり方」を検討することであると述べている。 

また、金（1996）3)は、時代の変化に伴う「都市経営論」の概念

の変遷を追いながら、各時代における「都市経営論」の基本目標

について整理を行っている（表-1）。 

表-1の通り、「都市経営論」が掲げる目標は、社会的・時代的背

景などによって内容に変化が見られるが、佐々木（2006）11)によ

れば、都市経営には、「自治体経営」と「地域経営（地域の公共経

営）」という2つの側面が存在し、前者は、「最少の費用で最大の

効果を実現すること」に主眼が置かれ、後者においては、「住民福

【表-1】「都市経営論」が掲げる基本目標の変遷 

時 期 目 標 
1920年代 ～ 
（戦前期） 

市民福祉の向上（市民需要への対応） 

1950年代 ～ 
（戦後復興期） 

都市サービスの管理 

1960年代 ～ 
（高度成長期） 

都市問題の解決 

1970年代 ～ 
（地方の時代） 

最小の市民負担による最大の市民福祉の達成 

1980年代後半 ～ 
（低成長期） 

最大の都市地域福祉効果の達成 

出典：金（1996）「表1-1」をもとに、一部筆者加筆 
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祉の最大化と地域の繁栄を目指すこと」を目的に据えていると整

理されている。 

 

4-2. 「都市経営論」が有する学際性と課題 

現在の都市・地域が抱える様々な社会課題は、複合的な要因に

よって引き起こされており、個別の学問領域によるアプローチだ

けで、その解決策を見出すのは極めて困難な状況にあることは周

知の通りであろう。 

矢吹（2010）12)による研究では、都市・地域を対象とした研究に

おいては、工学、社会学、経済学をはじめとする多様な学問領域

からのアプローチが存在するとされ、個別の学問領域にとらわれ

ることなく、学際的な視点から課題解決に取り組むことの重要性

が指摘されている。また、森本（1976）13)によれば、「都市経営論」

は学際的研究(3)としての要素を含んでおり、学際的研究が関連す

る諸科学の単なる寄せ集めにならないための方法論が必要であ

ると述べている。 

現代の都市経営においては、個別の学問領域の違いにとらわれ

ることなく、学際的アプローチかつ目的志向型での都市課題の解

決を目指す必要があることは既述の通りであるが、学際的研究に

関しては、「従来の研究体系の中で評価することが困難である」、

「各種研究分野によって研究手法や依拠する理論が異なり十分

な連携が図りにくい」といった課題があり、国内においては、学

際的研究が浸透しきっていない現状もある。 

このような状況を鑑みれば、「都市経営論」自体も未だ発展途上

にあるといえる。 

 

4-3. 各種先行研究における「都市経営論」の定義・考え方 

本節においては、各種先行研究における「都市経営論」の考え

方やその定義などについてあらためて整理しておきたい。 

磯村ら（1955）7)による研究では、都市経営を「市民生活の安全

を確保し、市民の福祉を増進し、市民生活に便宜を提供するとい

う目的をもって執行されるもろもろの行政活動を一つの管理・経

営としてみるもの」とし、経営を行う主体は、あくまでも行政で

あるとの見解を示している。 

また、宮崎（1979）14)は、神戸市長としての自身の経験を踏まえ

ながら、「都市経営論」を「都市全体の空間システム、経済システ

ム、社会システムをいかに最適なシステムに組み合わせ、効率的

に福祉の総量を拡大させるかという総合科学」として規定し、「都

市経営論」が有する学際的研究としての側面を指摘している。 

一瀬（1975）15)、高寄（1985）16)、石川（1989）10)の見解につい

ては、それぞれに若干の違いはあるものの、「最小の費用負担によ

る市民福祉の向上」という点に主眼が置かれている。 

さらに、佐々木（1991）17)は、行政管理（自治体経営）の手法と

しての都市経営ではなく、地域経営手法としての都市経営の重要

性を指摘し、「地域の政策形成、政策実施、政策評価の一連の政策

過程のマネージメントを行う行為」として都市経営の概念を規定

している。他方、宮入（2000）18)は、財政学的視点から、都市経営

論を「民営化と規制緩和を標榜する新自由主義の都市行財政マネ

ージメント論」と定義している。 

「都市経営論」に関する一般的な認識については、第1章でも

述べた通りであるが、表-2からも分かる通り、時代背景や学問分

野、社会的立場の違い等によって、多種多様な定義や考え方が示

されている。 

 

5. 今日の「都市経営論」が有する特性や重要な視点の抽出 

本章では、ここまでの内容を踏まえながら、今日における「都

市経営論」の学問的位置付けやその意義を検討する上で重要とな

る要素などを抽出し、整理する。 

【表-2】各種先行研究における「都市経営論」の定義や考え方 

氏 名 論文等の発表年 分野等 定義・考え方 

磯村  英一 
小倉  庫次 1955年 都市社会学 

都市科学 

市民生活の安全を確保し、市民の福祉を増進し、市民生活に便宜を
提供するという目的をもって執行されるもろもろの行政活動を一
つの管理・経営としてみるもの 

一瀬  智司 1975年 行政学 
経済学 

都市自治体を一つの経営体と考え、都市の目的を最小の市民負担で
最大の福祉効果が達成されるよう開発し、運営すること 

宮崎  辰雄 1979年 
政治学 
行政学 

地方自治論 

都市全体の空間システム、経済システム、社会システムをいかに最
適なシステムに組み合わせ、効率的に福祉の総量を拡大させるかと
いう総合科学 

高寄  昇三 1985年 財政学 
経済学 

地方自治体が、その行政自主権にもとづいて効率的な行政管理、効
果的な公共サービスをなし、最適の政策選択をつうじて最小の経費
で最大の福祉をめざす制度改革、政策展開である 

石川  公弘 1989年 経営学 
都市を一つの経営体と考え、その都市に居住する市民に対する最大
の福祉と、その都市に属する地域の最善の整備を、最小の費用負担
で効率的に行うこと 

佐々木 信夫 1991年 
行政学 

地方自治論 
地域の政策形成、政策実施、政策評価の一連の政策過程のマネージ
メントを行う行為 

宮入  興一 2000年 地方財政論 民営化と規制緩和を標榜する新自由主義の都市行財政マネージメ
ント論 

出典：各種参考文献をもとに筆者作成 
注：作成にあたっては、文献のみならず、ウェブサイトなども活用し、幅広く情報を収集している。 
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これまで概観した通り、「都市経営論」に関する見解は多種多様

であるものの、共通する考え方として、「都市経営論」が目指す最

終的な到達目標（目的）に「市民福祉の向上（最大化）」を掲げて

いる点は、重要な特性であると考えられる。 

加えて、今日の「都市経営論」を考える上での重要な視点とし

て、①「都市経営論」を行政管理の手法としてのみ捉えるのでは

なく、都市・地域における公共経営の手法としての側面にも着目

すること、②行政組織単体ではなく、市民や企業との連携を図り

ながら、課題解決へ向けた取り組みを展開する必要があること、

③最小の費用負担で、効率的かつ効果的な施策展開を重視するこ

と、④個々の学問領域の違いにとらわれることなく、学際的かつ

目的志向型で、各種取り組みを展開する必要があること、の4点

を挙げることができる。 

 

6. おわりに 

本研究では、「都市経営論」が発展してきた経緯や様々な分野に

おける論考を概観した上で、「都市経営論」が有する特性などを導

出した。結果として、「都市経営論」の基本的な目標は「市民福祉

の向上（最大化）」にあること、加えて、今日における「都市経営

論」の学問的位置付けやその意義を検討する上では、「都市・地域

の公共経営」、「官民連携」、「最小の費用負担による最大効果の達

成」、「学際的かつ目的志向型アプローチの必要性」といった視点

が重要であることを指摘した。 

本稿は、「都市経営論」の学問的位置付けやその意義についての

検討を進めるための基礎的研究であり、今後は、「都市経営論」に

関する方法論の明確化や「地域経営論」といった類似概念との関

係性の整理などを含め、より詳細な研究を進める必要がある。 

 

 

補注 

(1) 「都市経営論」の研究・教育に取り組む学部・学科等を有す

る大学としては、2011年に開学した福山市立大学（都市経営

学部）や、2022年に統合・再編が予定されている大阪市立大

学（大学院都市経営研究科）などが例として挙げられる。 

(2) 「都市経営論」の概念を行政計画に取り入れている自治体は

多数存在する。例えば、京都市では、2021年に策定した総合

計画において、都市経営を「自治体とその主人公である市民

が自治意識を共有し、実践する参加と協働による市政運営と

まちづくりを実現すること」として整理している 19)。また、

釧路市では、釧路公立大学との共同研究として、2010年度か

ら、同市における都市経営の方針について調査・検討を行い、

2012 年に『釧路市都市経営戦略プラン』を策定している 20)。 

(3) 米国のNational Academiesは、学際的研究を「複数の研究チー

ムもしくは複数の研究者による研究形態であり、複数の研究

分野もしくは複数の専門知識体系から得られる情報、データ、

手法、機器、視点、概念、もしくは理論を統合することで、基

本的な理解の増進、または、複数の分野にまたがる問題を解

決することを目的とした研究方法」21)として規定している。 
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注） 

本稿は、今津 海・大西春樹（2020），「『都市経営学』の展望と

学問的意義に関する一考察 ‐大学における地域人材育成の観点

から‐」，「地域デザイン学会 第9回全国大会 予稿集」，pp.12-15

の内容をもとに、加筆・修正を行ったものである。 
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