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貧困地域での社会的都市計画の実現過程における各主体の役割 
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In Medellín, the second largest city in Colombia, living conditions of people in poor part of the city has been greatly 

improved since PUI (Urban Integrated Project) was done by Sergio Fajardo, the former mayor of Medellín. The 

important feature of this project is that he introduced the concept of Social Urbanism into the deprived area. That is, 

he practiced soft projects and hard projects at the same time, while focusing on poverty reduction. This paper aims to 

reveal and organize the roles of actors such as mayor, municipality, public enterprises, and residents in each process 

of PUI. Based on information about how actors interacted in the four typical projects of PUI, it is revealed that each 

of them independently made efforts to achieve each goal while there were systems of cooperating with each other. It 

is found that each intention was accorded due to the conceptual and institutional frameworks.  
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1. 研究背景 

 コロンビア共和国第二の都市・メデジン市は、かつては麻薬

密売組織の拠点であり、世界で最も危険な地域の一つと言われ

ていた。しかしセルジオ・ファハルドが市長に選出された 2003

年以降、その都市政策に対する国際的な評価が高まっている。

彼は、公共交通政策や公共空間整備などのハード対策と教育・

就業支援など社会的プログラムの導入といったソフト対策を統

合させる『社会的都市計画』という思想を、市の貧困地域を対

象として実践した。 

 

2. 研究目的と方針 

 世界の多くの途上国が格差や貧困地域の疎外という問題を抱

えている。ファハルドの都市政策は、貧困地域の対策を重視し

た点で、他の途上国の今後の都市開発において参考になりうる

と考えられる。 

本研究では、ファハルドの政策実現の背景を明らかにしつつ、

ファハルドや組織、地域の住民らが、貧困地域で事業を実現さ

せた過程を調査すること、また、各主体がそれぞれ事業の実現

において果たした役割を整理することを目的とする。 

 

3. ファハルドの都市政策実現の背景 

 コロンビアは、アンデス山脈が国土を貫く地形的特徴により、

多極分散型、地域主導の都市発展を遂げてきた。また、法制度

は簡素で行政体の管理は緩く、多くの民間資本が都市政策に介

入している。メデジン市が所属するアンティオキア県は、産業

が盛んな地域であり、県民性として、生産性やビジネスの成功

を重視する価値観が浸透していた。このような民間の主体性や

ビジネス志向の精神が、ファハルドの政策実現の基盤となって

いたと言える。 

 市の中心部を南北に流れるメデジン川を軸線として都市化が

進んだメデジン市では、川沿いに富裕層、東西の斜面地に低所

得層が住むという都市構造が貧困層の疎外感とモビリティ不足

を招き、貧困地域には暴力が蔓延していた。貧困地域に対処す

る必要性の高まりとともに、1991 年の憲法改正によって民主主

義への転換の潮流が生まれた。ファハルドの政策はこのような

流れの中で形作られていった。 

 

4. ファハルドによる社会的都市計画の実践 

 彼が実施した一連の都市政策事業は、PUI事業（Proyecto Urbano 

Integral:統合的都市政策事業)とよばれている。ファハルドは、

社会的都市計画の思想を貧困地域の対策方針とすること、すな

わち、貧困地域においてソフト対策とハード対策を同時に行う

ことに重点を置いた。図1に概念図を示す。 

 

 

【図1】PUI事業概念図 

ファハルドの役割は、PUIチームを設置し、自身の理念を伝達

しつつ、彼らを介し住民と密接なコンタクトを取って事業を遂

行することであった。 
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5. PUI事業における公共企業の役割 

高い機動力、運営管理能力、経済力を持つメデジン市特有の

公共企業が市や住民と関わりながらPUI事業実現を後押しした。

以下表１にそれらの役割をまとめた。 

 

【表1】公共企業の役割 
企業名 主な業務内容 PUI事業における役割 

EPM 

(メデジン公益企業) 
生活インフラの提供 

・年間純益の30％を事業費用として市に提供 

・政策事業の策定に関与 

EDU 

(都市開発公社) 

都市政策事業 

不動産業 

・PUIチームとの連携のもと住民参加に貢献 

・事業の提案、計画、管理に全面的に関与 

METRO 

(都市交通局) 
公共交通の運営 

・公共交通事業 

・公共交通沿線の公共空間や住宅の整備 

 

6.  PUI事業における住民参加 

PUI事業では、図2のように事業実施の各段階に住民が参加す

る参加型計画という手法が取られた。参加型計画で重要なのは、

PUIチームやコミュニティ委員会といった調整役や、市民協定と

いう調整ツールの設置が義務付けられているという点である。 

 

 

【図2】参加型計画の住民参加の形態 

このように、調整役や調整ツールの存在が官民の信頼関係の構

築に寄与したと考えられる。 

 

7.  各主体の貧困地域への介入と役割 

市内でも最貧困地区にあたる Comuna1･2 地区で実際に行われ

たPUI事業26事業のうち、特に顕著に社会的都市計画の理念が

表れた 4 事業(図１参照)を取り上げ、各主体が果たした役割を

説明する。 

7.1  メトロカブレ 

メトロカブレは、鉄道の支線となる公共交通機関として導入

されたロープウェイである。この事業は Comuna1･2 地区の PUI

事業の核と位置づけられており、メトロカブレを軸線として、

沿線地域の住居、道路や広場といった公共空間、公共施設の整

備などが集中的に行われた。さらに、PUI事業以外の、住民らに

よる自主的な壁面補修なども誘発した。 

この事業は METRO の提案から始まり、市の認可のもと計画が

進められた。整備費用はメデジン市が 55%、METROが 45%を負担

した。多くの地域住民が METRO や下請け企業と雇用契約を結ぶ

形で建設や運営作業に従事した。建設の際に立ち退きが強いら

れた住民に対しては、ファハルドが直接、合意形成のため門戸

をまわり、市が立ち退き費用を支払った。 

7.2  ファンボボ地区再開発 

ファンボボ地区では、土地区画整理、土地所有権登記、住居

の改修や公共住宅の建設などが行われた。 

EDU が事業前調査から、計画策定、用地取得、設計デザイン、

住民による建設作業の管理、および社会的支援まで事業全般に

携わった。法的な調整手続きは EPM と市によって行われた。土

地区画整理にはJICAの技術協力があり、日本の手法が参考にさ

れた。この事業により、他国の手法を自国の制度と調和させつ

つ取り入れ、モデル化する枠組みが形成された。 

7.3  スペイン公園図書館 

スペイン公園図書館は、『5 つの公園図書館プロジェクト』の

一貫としてファハルドにより提案された。建築家を国際的なコ

ンペによって選出し、あえて貧困地域にデザイン性の高い図書

館を建設することで、教育・文化サービスの提供に加えて、対

外的なアピールに成功した事業と言える。 

計画には市の文化省・文部省・公共事業省、EDU、EPM、娯楽

スポーツ協会など多様な組織が協同し、スペイン国際協力事業

団から寄付が得られた。住民は写真展など種々の文化的活動に

携わっており、NPO団体がこれをサポートしている。 

7.4  起業・就労支援施設 CEDEZO 

CEDEZO は、起業・就業支援や情報提供、マイクロクレジット

を行っている施設である。 

ファハルドが提案し住民が建設作業を行った。市が運営管理

を主導する。起業・就業支援では、公共機関や大学、NPO団体な

どの組織が専門的なサポートを行うことで、市を中心とした組

織間の連携が構築された。また、CEDEZO 出身の起業者らによる

フリーマーケットの開催など、住民が主体的に公共空間を活用

していくプログラムが組まれている。 

 

8. 結論 

ファハルドの PUI 事業は、社会的都市計画の思想のもと、公

共交通政策や貧困層のエンパワーメントなど様々な要素が統合

された都市政策であり、多元的な効果が生み出されていた。事

業の実施過程においては、市長、市、公共企業、住民といった

主体の連携がみられ、それぞれが貧困地域に介入する意図や役

割をもって協同することで実現したと言える。各々の利益追求

への向上心と主体性は、一時は麻薬密売に向けられたものだが、

社会的都市計画という枠組みや調整役・調整ツールの設置によ

り相互に絡み合い、合致することで、貧困の改善に向けた都市

政策実現のためのエネルギーになりうるのである。 
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