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1章 はじめに  

フランス北東部のアルザス州オー＝ラン県に位置するウンガ

ーサイム村（Ungersheim）は、ドイツ国境に近く、環境まちづく

りの先進地として知られている。ウンガーサイム村の人口は約

2400人。地方拠点都市であるミュルーズ（Mulhouse）から20km、

また、フランスで一番古い原子力発電所のあるフェッセンハイム

（Fessenheim）からも20km離れている。ウンガーサイム村の観光

地は、昔の生活体験ができるエコミュゼ・アルザス（l’Écomusée 

d’Alsace）や星の王子様公園（Parc du Petit Prince）といったテー

マパークであり、年間40万人が訪れている。 

まちづくり先進地として注目される前、ウンガーサイム村は、

炭鉱のまちであった。村はカリウムを産出したロドルフ炭鉱によ

って約 100年間、繁栄してきたが、2003年に閉鎖する。一方で、

農業を主体とした産業を維持しつつ、石油資源に頼らない多様な

自然エネルギーを積極的に取り入れていった。まちづくりのポイ

ントは、産業とエネルギーの転換である。現在、欧州屈指のエネ

ルギー・トランジションの村として注目されている。 

たとえば、アルザス最大の太陽光パネルの設置、バイオマス発

電、カーボンフリーの住宅、子どもたちにオーガニック給食の提

供、地域通貨の発行、公共施設における化学洗剤の禁止、通学用

の馬車などユニークなまちづくりが挙げられる。もうひとつの魅

力は、村を歩くと、トランジションのまちづくりを発見・体験で

きるように工夫されていることである。村の中心市街地から4km

周辺に歴史建造物、エネルギー、オーガニック生活、住民自治を

体験できる30の施設が設けられている。 

この村を世界的に有名にしたのは、マリー＝モニク・ロバン

（Marie-MoniqueRobin）のドキュメンタリー映画『なにを待ってい

るの？“Qu’est-ce qu’on attend?”』 (2016年)である。この映画には、

村民のインタビューをはじめ、馬を使った通学や農業の姿、学校

給食の様子が収められており、村全体が壮大なトランジション、

言い換えれば、まちづくりの“実験：experiment”を行っているこ

とが、分かりやすくまとめられている。以後、フランスのみなら

ず、ドイツ、スイス、ベルギーから年間200ほどの視察を受け入

れるようになった。 

本稿では、トランジションを掲げるウンガーサイム村のエコま

ちづくりを紹介する。2018年12月15日（土）、酒井健地・ウン

ガーサイム村農業経営ディレクターの紹介により、ジャン＝クロ

ード・メンチ村長（Jean-Claude Mensch）から、住民自治、産業育

成、エネルギーの転換など、村を挙げたまちづくりについて伺っ

た。聞き取り調査では、ウンガ―サイム村のまちづくりは市長の

リーダーシップと参加民主主義の双方が不可欠であり、協働的な

まちづくりが実現していることが明らかになった。たとえば、再

生可能なエネルギーを導入するために、まちづくりの合意形成、

体験、教育の要素として市民参画を積極的に取り入れていること

だ。 

トランジションのまちづくりを分かりやすく表現してみると、

多様な代替エネルギーを導入しながら、人間の内的変化を起こし、

草の根の実践活動から地球の生態系（エコシステム）を守ってい

くことと言える。欧米や日本では、市町村単位よりも小さい、コ

ミュニティ単位や市民団体にトランジションが取り入れられて

いる事例がある。しかしながら、ウンガーサイム村が、それらの

事例と異なるのは、行政と議会が、市民を巻き込んで、トランジ

ションを総合的なまちづくり戦略として位置づけている点であ

る。村では、トランジションの理解と普及を進めるために、思考

的自治：L’autonomie intellectuelleの柱を打ち立てている。その中

で、コミューンのトランジション政策と住民を繋げるために参加

民主主義を活用している。 

フランスでは、2017年エコロジーと連帯のトランジション省

（Ministère de la Transition écologique et solidaire）が設置され、政府

のイニシアチブでトランジションを推進し始めているが、ウンガ

ーサイム村では1990年から環境まちづくりが続けられてきた。 

本稿では、ウンガーサイム村のトランジションの中から、具
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体的な活動とその背景について紹介するものである。 

 

 

【図－1】ウンガーサイム村の全景 

 

【図－2】ウンガーサイム村のイメージ 

 

2章 トランジションのまちづくり 

トランジションのまちづくりは、地球の生態系を意識し、環境

負担を減らした地域運営を行うものである。地球規模の課題に対

して、市民ひとりひとりのライフスタイルから地域を変えていく

プロセスであり、経済活動に限られたものではなく、健康、福祉、

教育などの幅広い視点をまちづくりに求めるものである。 

ウンガーサイム村のトランジションは、アイルランドでパーマ

カルチャーを提唱しているロブ・ホプキンス（Rob Hopkins）の考

えを参考にしている。ホプキンスは、2003年の石油危機の後、エ

ネルギーの削減問題を地方議会と協議し、また、学生たちとも話

し合いを続けた。2006年、石油資源の枯渇に対する準備プロセス

をイギリスは“Transition Town Totnes”としたため、トランジション

の名は各市町村、そして世界に広がっていくことになる。化石燃

料の使用を減らしていくには、消費生活を見直していかなければ

ならない。まずは、市民自らが「豊かな社会」とはなにか、「その

ためになにができるのか」を考えながら、地域住民同士の繋がり

を深めることが重要となる。 

ウンガーサイム村では、ホプキンスが唱えたレジリエンス、コ

ミュニティの成長、環境配慮のまちづくりに共鳴し、人間と自然

の調和を村政として推進することにした。ウンガーサイム村でト

ランジションを掲げるのはメンチ村長である。メンチ氏は、ロド

ルフ炭鉱労働組合を経て、1989年に村長に就任する。村長は村営

温水プールに太陽熱やバイオマス発電で賄うなど新技術の導入

によってコストを下げ、社会の繋がり（lien Social）を重視したま

ちづくりを行ってきた。まちづくりで大きな転機となったのは、

2009年“21世紀に向けた21のアクションプラン”を市民参画で策

定したことである。2021年までに村内では再生可能なエネルギー

による完全自給を目指し、食品、エネルギー、交通・輸送、住居、

金銭、教育を含む総合発展戦略を打ち出した。 

その中で、ウンガーサイム村は三つの柱が建てられた。それら

は、①思考的自治：L’autonomie intellectuelle、② エネルギーの自

立:Independence Energetique、③食料主権：Souverainete Alimentaireで

ある。この柱を実現するには、政治、行政、市民、経済活動のそ

れぞれが協力しなければならず、結果としてトランジションが市

民生活の一部となることになった。 

 

3章 メンチ村長のまちづくり哲学 

メンチ村長のまちづくり哲学には、行き過ぎた消費社会への警

鐘があり、持続可能な社会の実現には地域の共生が必要だと説く。

村長は、以下のように述べる。 

 

「トランジションとは、思考の姿であり、意識の持ち方です。エ

コシステム（生態系）を破壊しているのは私たちの生活です。社

会、地理、環境、経済に併せて、生活自身を変えていかなければ

なりません。地球は、非常に危機的です。地球が何千年もかけて

造ったエコシステムを私たちの文明は100年で破壊しようとして

います。ですから、トランジションは、環境を守ること、コミュ

ーンの中で大切なものを中心に据えるのです。」 

 

「アルザス最大のソーラーパネルを設置しましたが、トランジシ

ョンの目的は、村内での社会関係（lien Social）や個人関係を修復

することです。2009年の 21のアクションプランは、参加民主主

義と思考的自治を柱にしています。これは、政治、経済、エコロ

ジーの総合的なまちづくり戦略を策定するためです。エネルギー

や食糧自給が最終目標ではなく、村民の社会団結やトランジショ

ンへの理解を強めることです。参加民主主義を通じて村のまちづ

くりにみんなが責任を持つことに努めていますが、それが一番難

しいことです。」 

 

村長は、消費社会の危険性は、広告やマスコミなどから画一的

な情報に溺れてしまう、自由な発想を制限してしまうことだと考

えている。また、地球の人口が急激に増えたため、地球のキャパ

シティーは限界を迎えており、市民が同じ暮らしを求めるとパン

クしてしまうとも危惧している。そこで、市民はコミュニティに

戻り、暮らしの質を求める時代になっていると述べている。村長

は、市民は自分自身で考え、実践する自由を獲得するためには、

参加民主主義と思考的自治が必要だと説くのである。 

 

4章 21のアクションプラン 

4-1. 思考的自治：L’autonomie intellectuelle 

3つの柱のうち、ひとつ目のキーワードは、思考的自治である。

その意味を、メンチ村長は以下のように説明する。 

 

「思考的自治は、自分たちの力で課題を解決することです。人口

がとてつもなく増えていて、すべての人が同じ生活をすることは
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難しくなっています。そこで、生活の質を問うことが必要です。

コミュニティの中で社会の繋がりを考えないと駄目になってし

まうでしょう。」 

 

「思考的自治は、自分で考え、自分の意見を言うことでもありま

す。消費社会から出される情報から考え方を解放しなければ、ク

リエイティブな考えが生まれてきません。その牢屋から抜け出し、

自分で考える自由を手に入れることが思考的自治です。」 

 

「自由な考えを生むのは参加民主主義です。議会が社会に開かれ

ていることが大切です。みんなで考えて、まちづくりの目標を選

んで、決定します。市民がまちづくりに責任を持つことが一番難

しいのです。ですから、エコロジーのトランジションは村民全体

で話し合って決めました。そして、決めた言葉を議会に届けてい

きます。たとえば、作った施設にはみんなで木を植えましたが

1200人も集まってくれました。お祝いをする。一緒にすることが

大切なのです。」 

 

  思考的自治は、消費社会による束縛から思考を解放すること、

言い換えれば、 “自分自身で考えること”である。2009年からウ

ンガーサイム村は参加民主主義に力を入れるようになった。参加

民主主義は、代表民主主義（首長・議会）の政策決定に市民のレ

ジティマシー（信用・信頼）を与えるものである。一方で、ウン

ガーサイム村では、参加民主主義を政策の合意形成のみならず、

教育の機会として活用している。それは、市民参画の機会を通じ

て、村民が地球のエコシステム（生態系）が限界に到達している

ことや、現実的で創造的なまちづくりの提案、そして、ライフス

タイルの責任ついて考える場ともなっている点である。 

 

 
【図－3】参加民主主義：村長、議会、市民との対話を重視 

 

 
【図－4】参加民主主義：村の活動に参画する機会を提供 

 

ウンガーサイム村では、コミューン政治に市民の声を届けるた

めに、5つの委員会を立ち上げた。それらは、①求められる発展、

②代替可能なエネルギー、③社会結合、④地域開発とアクセス、

⑤スポーツ・文化・余暇・水などであり、議会に意見を提出する

ことでトランジションを村全体で進める原動力にもなっていっ

た。2009年、80名が参加した「村の将来」について語り合う集会

では、石油社会、エネルギー依存、気候温暖化、雇用、レジリエ

ンスについて議論を行っている。このような場は、市民、村長、

議員が協働して 21 のアクションプランを策定できる土壌とも言

えた。 

下の表では思考的自治に、フェアトレード、地球市民の連帯、フ

ォーラム、生物多様性マップなど、市民生活の見直しに関わるも

のが含まれていることがわかる。 

 

【表-1】思考的自治 

1 参加民主主義 2009年2月から村長や議会を中心としたコミューン政

治に、市民の活動の場を作っていく。賢人評議会、子

ども議会、市民陪審制、市民フォーラムを設置した。 

2 フェアトレー

ド 

エコロジー・フェアトレードフェスティバルの開催。

≪ビオ・ウンガーサイム：Bio Ungersheim≫。 

3 グローバルな

地域市民 

世界の貧困と戦い、平和に向けて行動する。広島、京

都、福島（2011年4月）など、世界市民ネットワーク

に加盟。 

4 市民フォーラ

ム 

核エネルギーを転換し、新しい未来を創造する。村議

会はフェッセンハイム原発の閉鎖を望んでいる。 

5 地域通貨 ウンガーサイム村の地域通貨であるラディ≪Le Radis

≫を発行。Radisは大根の意味である。“N’avoir pas un 

radis”で、「大根が一本もない」は、「一銭もない」とも

訳す。 

6 生物多様性マ

ップの作製 

コミューンマップに動物相や植物相などのすべての種

を載せる。 

7 地域再生 10haのカリウム工業地を自然に戻すこと。 

 

 
【図－5】地域通貨：2013年にラディ≪Le Radis≫を発行 

 

4-2. エネルギーの自立:Independence Energetique 

村内に多様な代替可能なエネルギー施設を設置することで、エ

ネルギーの自立を目指している。アルザス最大のソーラー発電

（HELIO PARK 68）は、ドイツの銀行から支援を受け、カリウム
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炭鉱の工業地跡にエネルギー地帯を造成した。このエネルギー地

帯を拡大することで、9 メガワットの電力を生産し、村内消費の

エネルギーの完全な自立を実現する予定である。 

また、村内ではLED電灯を積極的に使用し、公共施設の電気を

40%も削減することにも成功している。また、2015年、グリーン

ピース・スイスの協力を得て、村の施設や住宅の屋根面積を測量

し、太陽光パネルによる電力産出量を計算した。共同省エネ住宅

であるEco-Hameau≪Le Champré≫は、9件の家やアパートが集ま

っており、エネルギーの自給に賛同する住民が、二酸化炭素やゴ

ミ排出の削減を進めている。 

ウンガーサイム村では、化学薬品の使用を禁止しており、掃除

や洗濯で使われるすべての石油化学薬品を二つのオーガニック

製品に限定した。2006年からは村所有の緑地に、害虫剤、除草剤、

化学肥料を完全に排除することにした。2008年には、リシュリュ

ーという名の馬を購入している。リシュリューは、子供の通学、

農業、芝生の水まき、荷物やリサイクルの集荷を行っており、馬

は現在3頭に増え、村のマスコットとして愛されている。 

 

 

【図－6】アルザス最大の太陽光発電（Helio Parc 68） 

 

 

【図－7】多様な太陽熱発電の実施 

 

【表-2】エネルギーの自立 

8 ソーラーパ

ネル 

1999年からプールの屋根に120㎡のソーラー熱パネル

を設置。 

9 バイオマス

ボイラー 

木材活用して7つの施設の暖房を賄う。 

10 ソーラー発

電  

アルザス最大のソーラー発電。HELIO PARK 68は、ア

ルザス・カリウム炭鉱の工業地跡に造成された。 

11 公共の電灯 LEDライトを使い、村内公共施設の電力を40％削減 

12 公共施設の 学校やアソシエーションと協力して節電に努める。公

節電 共団体と民間に対して光電池の活用を推進した。 

13 オーガニッ

ク・気候対応型

住居 

共同省エネ住宅を建設。全天候に対応し、気温調整がで

きる快適な住居を整備。ゼロ・カーボンである Eco-

Hameau≪Le Champré≫を建設。 

14 害虫剤・除

草剤・化学肥料

の完全排除 

2006 年から緑地、運動場を対象として化学肥料の完全

排除。“みどりのコミューン:Commune Nature”の三つ

星を獲得。 

15 エコ薬品の

利用 

掃除や洗濯などに使われる石油化学薬品を、2008年か

らエコロジーとオーガニック製品に変える 

16 馬の活用 2008年に購入。子供たちの学校通学に活用。農地を耕

し、村内での花の水まきに利用。 

 

 
【図－8】村内では30kmと40kmで速度制限 

 

4－3. 食料主権：Souverainete Alimentaire 

ウンガーサイム村では、地域栽培を推進し、オーガニックを愛

好する人も増えている。村は、8haの土地を購入し、オーガニック

農園（Jardins du Trèfle Rouge）を設置し、30人近くの雇用を生んで

いる。その農園では、60以上の野菜から毎週200籠ほどの野菜が

生産され、それらの野菜は、500 食分の給食として子供たちに提

供されている。また、給食の提供にあたって8名の雇用が生まれ

ている。産出された野菜を無駄にしないため、村は、果物や野菜

を瓶詰にする農業公社も誕生させた。これは、形や等級が落ちた

野菜を加工し、商品価値を上げるための試みとなっている。 

 食糧主権の特徴は、機械化された農業や食事に対し、人間の温

かみを感じる生産体制を築き、地産地消を促進することである。

地域の産品を愛用することがエコロジーにもつながっており、子

どもたちからも好評である。 

 

【表-3】食糧自立 

17 オーガニ

ック生活 

2009年 4 月から子供たちの給食は 100%オーガニック

食品を利用。 

18 農園運営 コミューン所有地を 8haのオーガニック菜園として経

営。 

19 加工場運

営 

2015年 6月からスポーツ施設のそばに、野菜加工施設

を設置。保存食ビジネスを始める。 

20 オーガニ

ック調理場 

2014年9月から学校給食を調理。 

21 文化・農業

施設の建設 

2015年 5月から文化施設は建設中。フルーツジュース

工房、パン工房、ビール工房も建設中。缶詰工房は完成。 
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【図－9】オーガニック商品の流通支援 

 

 

【図－10】農業公社の創設 

 

【図－11】オーガニック食品による給食の開始、調理場の開設 

 

5章 むすびにかえて 

ウンガーサイム村のトランジションは実験であり、成功するも

のも、失敗するものもあるだろう。世界各地から注目されている

のは、民主主義、エネルギー自立、食糧自立など未来の村づくり

が実践されているからである。また、村ではレジリエンスを重視

している。レジリエンスとは、資源供給が途絶えた場合に、それ

を補っていく力である。言い換えれば、コミュニティが崩壊しな

いための回復能力とも言える。ウンガーサイム村は、地域の耐久

力を蓄え、村の自立性を最大限に高めていこうと考えている。 

筆者がメンチ村長の聞き取り調査から感じられたことは、まち

づくりを地球の生態系から広く捉え、地に足をついた個別具体的

なアクションを展開していることだ。村は、コミューン生活が自

然と調和することを目指している。村民による草の根の活動と、

トランジションの実現に向けた政治の力が双方に存在している。

最後に、トランジションに関心を持った理由を村長から伺った。 

 

「トランジションは未来のために行いました。村長になる前から、

鉱山に終わりが近づいていることはだれもが分かっていること

でした。20年後にカリウムが無くなると分かっていたのでトラン

ジションを考え始めていたのです。現在は、石油が終わりを告げ

ることがグローバルに分かっているので、太陽光発電をしていま

す。石油のない国は原発を作りましたが、次の問題も生まれたわ

けです。」 

 

「まちづくりの哲学になりますが、資本主義や金融世界は、快適

ではあるのですが、物質的な消費社会からできあがる経済は幸せ

ではないと思うわけです。幸せな社会は無駄遣いすることでも、

ものを使うことでもない。何年後にはお互いを壊しあってしまう

でしょう。壊れる前に、地域の繋がりを守っていかなければなら

ないのです。」 

 

ただし、トランジションのまちづくりを村民すべてが賛同してい

るわけではない。トランジションに賛同して移住した人や、昔か

ら生活している人など、コミューンには多様な人々が生活してい

る。そうでありながら、欧米諸国でウンガーサイム村が取り上げ

られているのは、トランジションの思想、村長のリーダーシップ、

市民参画による 21 のアクションプランがあり、コミューンが一

丸になって前進し、まちの変化が確実に起こっているからである。

21世紀の新しい村づくりがトランジションに込められている。 
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