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地元組織が主体的に参画する道路空間マネジメントプログラムの導入可能性に関する研究 

－ニューヨーク市の事例に基づく横浜市都心臨海部関内エリアでのケーススタディ－ 

A study on the feasibility of introducing a street management program in which local organizations 
actively participate 
-Case study of the Kannai Area in central Yokohama based on the New York City initiative-
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There is growing momentum for locally led maintenance and utilization of streets. There are advanced cases in the U.S. 
that support local organizations and promote utilization in accordance with government policies. In this study, we 
organize the advanced cases in terms of the local participation process and clarify the feasibility of introducing a street 
management program in which local organizations participate proactively. As a result, the advanced cases had five 
local-oriented processes: application process, local consensus building, exchange of opinions with citizens, participation 
in design, and maintenance and operation. And the possibility of introducing the program in the Kannai area included the 
possibility of incorporating the review process into the application. On the other hand, the challenges were: difficulty in 
building consensus with other applicants, street management units, and roadside stakeholders during the screening 
process; support for building an operational structure; and a non-negative check by the government on the operation. 

Keywords: street, public space, local organization, public involvement, NYC Plaza Program, Parklet Program 

道路、公共空間、地元組織、市民参加、プラザプログラム、パークレットプログラム  

１．序論 

１－１．研究背景・目的 

近年、道路空間のあり方が盛んに議論されており、滞留や利

活用のできる賑わいある歩行者空間整備も各地で行われている。

そこでは、維持管理や運営主体のあり方が重要となるが、運営組

織の参画手法、特に地域組織を主体としたマネジメントの実現が

求められるとともに、道路整備の時点から参画することが重要と

なる。しかしながら、現状では道路空間の整備から運用まで総合

的に地域組織が関わるケースはまだ多いとは言えず、道路空間に

関わる上で行政の支援が必要な場面も考えられる。そのような中、

地元主体の利活用が先進的に推進されているアメリカでは、地元

組織の主体的な取り組みを支援し、推進するプログラムがある。

こうした事例の特徴を国内でも適用することで、地元主体が関わ

る豊かな道路空間整備・運用の展開が期待される。 

本研究では、地域組織が主体的に参画する既往の先進的な道路

マネジメントプログラム事例を整理した上で、整備から利活用ま

で地元組織が主体的に参画する道路空間マネジメントプログラム

の導入可能性を明らかにすることを目的とする。 

１－２．研究構成・方法 

まず、先進事例としてニューヨーク市のプラザプログラムとサンフ

ランシスコ市のパークレットプログラムを取り上げる。２章では文献

調査により、近年の国内における道路空間への市民・地元組織の関わ

り方を整理した上で、３章では、上記の先進事例の実施主体の参画プ

ロセスを文献から明らかにする。４章では、３章で示した参画プロセ

スを基に、横浜の関内エリアをケーススタディとして、道路空間マネ

ジメントプログラム案を検討し、それを基に道路空間マネジメントに

関わる地元組織・行政主体へヒアリング調査を行い、プログラムを導

入する際の課題と可能性を分析する。５章で結論を述べる。 

１－３．用語の定義 

本研究における用語の定義を提示する(表１)。 

２．道路空間における地元組織の関わり方の整理 

国内の一般の道路整備・維持管理においては、計画・設計の

上で整備し、その後に継続的な維持管理を行う。これらを道路空

間のマネジメントの段階として整理すると、B[計画]、C[整備]、

D[管理・利活用]と分けられる。また、三浦らによるプラザプロ

グラムの既往研究2)を参考にA[申請]を加え、これらのマネジメ

ントの段階を基に整理を行う(図１左側)。 

近年の国内における道路空間への市民・地元組織の関わり方とし

ては、大きく①～④の４タイプに整理できる(図１右側) 1)3)4)5)6)7)8)。

これらをマネジメントの段階と対応させるとＢ［計画］～Ｄ[管理・

利活用]のいずれかの単発的な参画に留まっている(図１)。 

３．先進事例における実施主体の参画プロセスの分析 

表１ 用語の定義 
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先進事例の概要を下表に示す(表２)。２事例ともに、市民や地元

組織が主体で道路空間を滞留空間にするものとなっている。 

３－１．プラザプログラムにおける参画プロセス 

A申請では、まず、プログラムを交通局が作成する。立地や運営

能力・実績に関する審査基準と、立地優先度を表すマップをガイド

ラインに示す(A1【プログラムの作成】)。次に実施主体がガイドラ

インを参照し、提案を作成する(A2【提案の作成】)。提案の申請前

にはコミュニティ委員会を含め８名の地元ステークホルダーの合意

を得る(A3【地元の合意形成】)。申請後は交通局が審査基準を基に

提案を審査・選定する(A4【申請・審査】)。B 計画では、実施主体

が設計へ市民の意見を得るワークショップを開き、交通局がファシ

リテートする(B1【公告・アウトリーチ活動】)。その後、市とデザ

イナーで設計し、実施主体は地域の視点を持つ立場で参加する(B2

【設計・デザイン】)。C整備では、市が主体で整備をコーディネー

トする。D管理・利活用では、実施主体が市と維持管理・コンセッ

ションの協定を結び、管理運営を行う(表３左列)。1)2)9)10)11) 

３－２．パークレットプログラムにおける参画プロセス 

A申請では、まず、プログラムを計画局、公共事業部、交通局が作

成する。マニュアルには注意事項に、周辺の用途や公共性、維持管

理の方針を示す。(A1【プログラムの作成】)。次に実施主体がマニ

ュアルを参照し、提案を作成する(A2【提案の作成】)。提案の申請

前には対象地に面する建物所有者と両隣の事業者の合意を得る(A3

【地元の合意形成】)。申請後は市の３部局で提案を審査・選定する

(A4【申請・審査】)。B 計画では、実施主体が市民へ提案を公告す

る。期間内に市民の異議があれば公共事業部が公聴会を開き、実施

主体は提案者として参加する(B1【公告・アウトリーチ活動】)。そ

の後、実施主体がデザイナーらと設計する。設計の中で計画局の支

援を受け、市に図面を提出、市の３部局が審査・承認する。必要で

あれば公聴会を開く(B2【設計・デザイン】)。C 整備では、実施主

体が建設業者とパークレットを設置する。市は設置前後に、それぞ

れ現況調査、竣工検査をし、必要な際は道路設備も撤去する。D管

理・利活用では、実施主体が公共事業部と維持管理や運営の協定を 

 

結び、パークレットと周辺を維持管理・運用する(表３右列)。12)13)14) 

３－３．先進事例の参画プロセスの特徴分析 

先進事例の実施主体の参画プロセスをまとめる。プラザプロ

グラムは提案から市民との意見交換、管理運営へ主体的に参画で

き、設計や整備は交通局らが主体で、設計へ参加する形になって 

いた。パークレットプログラムは提案から管理運営まで主体的に

参画でき、行政部局が設置に向けて支援する形になっていた(図２)。 

また、近年の国内のタイプと比較すると、先進事例に共通す

る特徴に以下の２つが挙げられた(図３)。 

(１)A［申請］があり、自ら申請を行って道路空間マネジメント

に参画する：近年の国内のタイプではマネジメントの対象道路が

決まった上で参画するものが多い。それに対し先進事例は実施主 

図１ 道路空間マネジメントの段階でみた近年の国内における市民・地元組織の関わり方 

表２ 先進事例の概要 

表３ 先進事例における主な実施主体の役割 
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体が対象道路を自ら選んで提案を行う。また、整備や維持管理を

進める上で必要な周辺との合意形成も実施主体が申請前に行う。 

(２)A[申請]～D[管理・利活用]の複数の段階に参画する：近年の

国内のタイプではマネジメントの特定の段階で参画するものが

多い。それに対し先進事例では、申請し採択された実施主体が、

整備の計画、整備後の維持管理・利活用まで一貫して参画する。

パークレットプログラムでは特に、整備も主体的に行う。 

そして２事例で共通の参画プロセスとして以下の５つがあると

分かった(図２)。(ア)行政がプログラムの審査基準や要件を作成

→審査基準や要件を確認・対応し、提案を作成→申請内容を市が

審査する｛A1→A2→A4｝、(イ)道路空間の整備・維持管理に向け

て沿道関係者や周辺地権者などの合意形成を行う｛A3｝、(ウ)提

案内容を公開し、提案内容や設計に関して市民の意見を得る機会

を設ける｛B1｝、(エ)設計者・デザイナーなどと設計内容を検討

する｛B2｝、(オ)道路空間の管理主体となり、日常的な清掃やイ

ベントによる運用など継続的な維持管理・運営を行う｛D1→D2｝ 

４．関内エリアを対象とした導入可能性の分析 

３章で示した(ア)～(オ)のプロセスを基に、道路空間マネジメントプ

ログラムを設定する。プログラムの目的は、“車道を滞在できる空間

に整備し利活用する”とし、都心部の商業系の地域を対象に、プロ

セスは通常の道路整備・維持管理に(ア)～(オ)を加えたものとする。 

これを基に、ケーススタディとして、関内エリアにおける(ア)～

(オ)のプロセスそれぞれの可能性と課題をヒアリング調査から

分析する。調査概要(表４)及び調査結果(表５)は表で示す。 

 

質問内容は(ア)～(オ)に対応させ、それぞれ以下のように質問  

した。【関内まちづくり振興会】(ア)～(ウ)：「かんないテラス」(1)

の同様な場面の課題と可能性、(エ)(オ)：プログラム参加で想定さ

れる課題と可能性、【横浜市都市デザイン室】(ウ)：みなと大通り

及び文化体育館周辺道路再整備事業(2)の同様な場面の課題と可能

性、(ア)(イ)(ウ)(エ)：プログラム実施で想定される課題と可能性 

以下に、(ア)～(オ)それぞれの分析結果を示す。 

(ア)：地元組織側では、警察協議の経験から、組織の活動目的と

合致する場合に、行政の求める基準や要件に対応することへの可

能性があった。行政側では、道路に関わる団体認定等の基準を用

いる場合に、基準や要件を設けて審査することへの可能性があっ

た。一方、特定の組織を選定する上で、地元の中で他の組織の理

解や道路の管理部隊の合意を得ることが課題であった。 

(イ)：地元組織側では、特に沿道地権者などで実際は地元にいな

い方への対応の難しさが課題であった。行政側では①合意を得る

上での説明に際し、実際の利活用スペースや空間の自由度は道路

を管理する警察との協議で決まるため、事前に整備・利活用の効

果を示しきれないこと、②合意を得る際に、道路空間再編に伴う

影響がある沿道の方の不安を解くことが課題であった。 

(ウ)：地元組織側では、意見交換の会を経て地元の方が考える日

常的な道路空間のあり方やニーズを捉えられることが期待され

ると分かった。行政側では、運営主体となる組織がいる場合に、

市が直接は受け取りきれない道路空間のプラスアルファの設備

の意見を受け取ることが期待されると分かった。 

(エ)：地元組織側では、道路空間の設置物のデザインや機能性に 

図２ 先進事例および道路空間マネジメントプログラムの流れ 

図３ 先進事例において実施主体が関わるマネジメントの段階 

表４ ヒアリング調査概要 
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こだわることで町のアイデンティティになり得ることが期待

されると分かった。行政側では、利活用・運営を保証する主体が

設計時にいることで、道路空間の設計において滞留空間や追加の

設備（ベンチやストリートファニチャー、歩行者用の歩道照明な

ど）の導入に繋がることが期待されると分かった。 

(オ)：地元組織側では、維持管理を行う体制やメンテナンス費

用の捻出が課題であった。行政側では、管理運営主体となる組織

がいる場合に、道路空間での日常的な滞留空間の創出に繋がるこ

とが期待されると分かった。一方、運営に向けて行政側が単なる

ネガティブチェックに陥らないようにすることが課題であった。 

５．結論 

先進事例をマネジメントの段階でみると、近年の国内のタイ

プと比較して以下の特徴が挙げられた。(１)A[申請]があり、実施

主体が対象道路を自ら選び、申請を行うことで道路空間マネジメ

ントに参画する (２)複数の段階に参画でき、実施主体が申請か

ら整備の計画、維持管理・利活用まで一貫して参画する 

また、実施主体の参画プロセスを分析すると、共通のものとして以

下が挙げられた。(ア)行政がプログラムの審査基準や要件を作成→

審査基準や要件を確認・対応し、提案を作成→申請内容を市が審査

する (イ)道路空間の整備・維持管理に向けて沿道関係者や周辺地権

者などの合意形成を行う (ウ)提案内容を公開し、提案内容や設計に

関して市民の意見を得る機会を設ける (エ)設計者・デザイナーなど

と設計内容を検討する (オ) 道路空間の管理主体となり、日常的な

清掃やイベントによる運用など継続的な維持管理・運営を行う 

これらを基に道路空間マネジメントプログラムを設定し、プ

ロセスとなる(ア)～(オ)の導入可能性を分析した。 

その結果、プログラムを導入する上では、A[申請]のうち、地

元組織側は行政の求める審査基準への対応や、行政側は他の団体

認定基準を用いた審査の方法など、特に審査のプロセスを取り入

れることに可能性がみられた。一方、実現に向けては、①審査を

経て特定の組織を選定する際の他組織や道路の管理部隊、申請前

の沿道関係者、それぞれとの合意形成を図ることに対する懸念、

②地元組織らによる運営体制構築に向けての支援の必要性、③地 

 

元による運営に対し行政がネガティブチェックだけでない対応

を考えることの必要性、などが課題となることが明らかになった。 

本研究では、関内エリアで道路空間マネジメントに関わる地

元組織・行政主体へのヒアリングを基に分析を行ったが、今後の

課題として、より詳細な導入可能性を分析する上では。①地元組

織・行政主体ともに、より多くの属性や役割の異なる関係主体へ

の調査、②実際の体制面など、より実務的な観点でのヒアリン

グ・分析項目の検討、の２点が必要になると考えられる。 
補注 
(1) 関内まちづくり振興会らが主体的に関わり、関内桜通りで実施してい

る道路を利活用するイベント。既往研究 16)より運営実態や運営体制、
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(2) 横浜市がみなと大通り及び文化体育館周辺道路で実施している再整備事業 
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