
２班 
研修テーマ 

 
①『カナダの医療制度から学ぶもの』 

 

②『エリアリノベーション（地域再開発）の核として新しい手法による公園開発と 

管理について』 

 

③『都市再生の取り組みについて』 

 

④『地域が主役のまちづくり～持続可能な地域振興～』 

 

 

団体名 氏 名  

串 間 市 
矢野 智幸 

（班長） 
 

宮 崎 市 永友 菜緒子  

宮 崎 市 阿南 宏典  

都 城 市 徳澄 匡謙  

延 岡 市 羽田 克広  

小 林 市 武田 慎一  

三 股 町 今村 涼子  

門 川 町 黒木 一真  

椎 葉 村 中瀬 育生  

 

 

 

 



研修テーマ①  

『カナダの医療制度から学ぶもの』①  

カナダの医療制度、ホームドクター制度について  

 

《研修目的》  

今日、日本では急速な高齢化が進む中、地域住民が安心して医療を受けられる

体制を構築することが、医療行政における大きな課題である。特に医師や看護師

など医療に携わる人材の確保が都市部から離れた自治体ほど深刻な問題となっ

ており、あわせて人口減少や少子高齢化が進むにつれ、社会保障制度の崩壊も危

惧されている。   

人口一人当たりの国民医療費も年々増加し、地域医療を取り巻く環境はますま

す厳しさを増している。また、地方創生実現のためにも医療問題は避けて通れな

い課題である。 

そのような中、日常的な診療や健康管理を行う身近な医師「かかりつけ医」を

持つことが重要視されている。 

今回カナダにおける医療制度や家庭医の役割を学び、日本の医療制度等との違

いを知ることで、地域に必要な施策等について考えることを目的とする。 

 

【カナダの医療の概要】 

 カナダは 1867 年に４州の統合で

成立、現在 10 州３準州、国土の面

積は 997 万平方キロメートルで、

ロシアに次いで世界第２位（日本

の約 27 倍）、人口は約 3,616 万人

（2016 年４月カナダ統計局推計 

日本の約４分の１）、米国との国境

から 300 キロメートル内に人口の

４分の３が居住している。 

 平均寿命は 82.14 歳・世界第 14 位（日本：83.56 歳・世界第２位 世界１位は

香港）、高齢化率は 16.13％・世界第 30 位（日本：26.34％・世界第１位 いずれ
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も 2015 年数値）である。 

 カナダの医療制度は、一般税収を大きな原資とした公費負担医療である。制度

の運用に関しては、州が管轄しており、連邦政府が徴収した税を、各州に配分し

運用する方法を取っている。 

 医療サービスについては、日本と同様に、政府が直接医療サービスを提供する

ことはなく、主に民間から提供される。 

一人当たりの医療費については、4,602 米ドル（日本 3,649 米ドル）であり、

カナダが若干高めである。 

人口の推移は、日本では、2007 年の約 127.8 百万人をピークに減少の一途を

たどっており、2016 年には約 126.5 百万人に、一方カナダでは、1980 年の約

24.5 百万人から 2016 年現在約 36.2 百万人と年々増となっていて、経済的、文

化的に米国との関係が密接であり、積極的に移民を受け入れ、多様な民族構成と

多文化主義を誇る安定した国家である。 

 

【視察したエンハンスド・ケア・クリニック】  

カナダのオンタリオ州トロントにあり、同クリニックの他４施設を運営して

いる。クリニックは約６年前に複数のホームドクターを集めてグループ診療を

行う形式にて開設された。現在では主流となっているグループ診療も当時では

まだ珍しく、先進的な取り組みであった。 

関連する５施設では、ホームドクターが 19 名、非常勤医師として専門医が９

名で医療を提供している。クリニックでの月当たり患者数は、５施設あわせて

約 7,000 人で、診療分野はいつで

も予約なしで受診できるウォーク

イン、ホームドクター診療、一部

専門医診療の３つを担っている。 

一般的に専門医の診療は予約制

で、受診する場合は待ち時間が相

当長いが、当クリニックでは一部

専門医診療を行っており、それら

の問題を解決している。 

 

【ホームドクターについて】 

 病気になったらまずホームドクターを受診することになる。一昔前までは、

クリニックに１人のホームドクターがいて診察を行っていたが、現在は、施設

効率性の観点や診療の負担軽減を目的に、複数のホームドクターが１施設で診

クリニックの正面 



療を行うスタイルが増えてきている。 

ホームドクターの診察する年齢の範囲は、基本０歳からであり、病院で生ま

れた後、家に帰ったらその時点からホームドクターが管理することになる。 

その後の予防接種についてもホームドクターが行っており、親も子もファー

ストタッチはすべてホームドクターが行っている。このように、ホームドクタ

ーは、多岐にわたって診療を行う。 

逆に専門医は、その専門分野だけを診る。患者のカバー率としては、カナダ

での医師の割合は総合診療医（ホームドクターの領域）が約 85％で、専門医の

領域が約 15％を占めている。専門医やホームドクターは大学を卒業した後、４

年間メディカルスクール（医科大学）に通う。その後、研修医になって、ホー

ムドクターは２年、専門医の場合は分野で違

いはあるが３年から５年学び、それぞれの分

野で診療を行っている。 

また、医師不足の地域への診療は、遠隔診

療システム（OTN オンタリオ・テレメディ

スン・ネットワーク）が構築され、ホームド

クターと患者宅や医師のいないクリニック、

または、ホームドクターと病院の専門医とＴ

Ｖモニターを活用し診療を行っている。                          

 

【カナダでの医師確保の対策】 

医師の勤務負担軽減の対策として、複数のホームドクターを集めて１施設で診

療を行うグループ診療を行うと、診療報酬が加算される制度がある。また、メリ

ットとして、若い医師は、配属先の病院で、いろいろなサポーターが周りにいる

環境で研修を行うことができるため、研修修了後に配属される現場も同じ環境を

求める傾向にある。 

逆に熟練医師は、１人では大変だから若い医師のサポートが欲しいとの希望が

あり、このようなマッチングが行われている。 

さらに、複数のドクターが患者を共有することによって、休日を取得しやすい

環境整備について取り組んでおり、州が決めている休暇日数を消化すれば、診療

報酬に加算がつくような制度がある。 

医師不足の対策としては、カナダの医科大学出身の医師でない人や、他の地域

で医師になった人で、オンタリオ州で医師として働きたい人は、医師不足の指定

地域で医師研修を行うことが義務付けられている。またこのような指定地域では、

より過疎地に行く程、報酬が高かったり、休暇が多く取得できるような奨励制度

診察室の様子 



もある。 

その他、過疎地で診療所を開設する場合は、自治体などが費用を負担するとい

ったこともあるが、若い医師は小さい田舎の町には行きたがらないそうだ。 

また、今回視察したオンタリオ州には、自由診療を行う民間病院はない。病院、

クリニックを含めすべて州で定めた診療報酬で診療を行う医療機関であるとの

ことであった。その理由は、自由診療を行う民間病院が参入することにより、医

療環境が崩壊してしまうことを防ぐ目的があり、州でそのように決められている

ためである。 

 

【日本の医療制度とカナダの医療制度の比較】  

 日本 カナダ 

運営主体  政府（社会保険報酬支払基金等）  州（州により制度が若干違う）  

財源  ・国民健康保険税等目的税  

・社会保険料等  

・一般税（州税）  

・連邦政府からの交付金  

・企業からの社会保険税  

保険制度  ・国民健康保険  

・組合管掌健康保険  

・共済組合   

・後期高齢者医療制度 他  

「メディケア」という国民皆保険  

 

医療費  保険適用は１割～３割の負担  

※先進医療や、保険外診療は実費と

なり 100％自己負担。  

※小児医療など自治体の制度によ

り、限度額を設けている場合はその

金額を負担。  

基本的に無料  

※歯科診療・処方薬剤費・リハビリ

治療などは全額または過半が個人負

担。  

病気にな  

ったら  

医療機関を自由に選べる。（フリーア

クセス）  

 

基本はどんな病気になっても家庭医

を受診する。家庭医の診断により、

専門的な治療が必要な場合は専門医

を紹介され、専門的な治療を受ける

ことになる。緊急な場合は期間を要

さないが、緊急性が無いと判断され

れば、診療を受けるまで期間を要

す。  

救急車  無料  患者負担（規定算出）  



【まとめ】 

地方創生が叫ばれる中で移住や定住理由の重要な部分に医療が位置付けられ

ることからも、地方が抱える医師不足の改善を抜本的に行わないと必然的にその

地域は衰退するに違いない。しかし、医療分野においては、自治体単独で制度改

革を行うことは大変難しい問題である。 

今回の視察で、ホームドクターについて学んだが、現在日本で進められている

地域包括ケアの構築のためにも、ホームドクターの役割や必要性を強く感じた。 

ホームドクターは患者の 80～85％をカバーしており、残りの 15％程度を専門

医がケアしている点や、各種検診や予防接種のフォローアップもホームドクター

が中心に担っている点など、その個人（家庭）に密着した取り組みが実際になさ

れている。 

日本では、患者が疾病ごとに、医師（病院）を選択する従来の流れがしばらく

続くと思われるが、疾病に限らず多くの介護等も含めた多様なニーズに対応して

いくために、わが国・本県の状況に合わせ、一人ひとりがかかりつけ医を持ち、

定期的な検診等を受けるようにすることや、介護サービス等の計画においても関

わりを持ち、終末期に対しても、医療の取り組みがなされる等の家庭医 (かかり

つけ医 )制度を構築、推進を図る事が必要であると感じた。  

また、カナダは各病院の役割分担が構築され、医療体制のすみ分けが整ってい

ることや、他国からの移民により人口が増加している点は日本と相違があるもの

の、都市部以外での医師不足は共通する問題である。  

医師の勤務環境改善については、給与の増額よりも、休暇を取得することによ

り診療報酬の加算に結びつけるなど、日本よりもより進んだ対策が取られていた。 

このような策はオリジナリティーがあり、医師不足の中、医師が休暇を取得す

るのが難しい環境にあるので、関係職種間の業務分担を積極的に行うことにより、

より休暇が取得しやすい環境を提供できる体制をとることが大切であると感じ

た。 

また、医師が希望する診療科の医師の人員が満たされていれば、その診療科の

医師の育成を制限し、他の人員が満たない診療科の医師の育成を図る等、国民の

ニーズに合わせた取り組みを行っている。  

しかも他国の医師がカナダで診療を行う場合は、過疎地等での勤務を数年義務

付けており、都市部以外の地域への対策もとられていた。 

カナダは州ごとに不足している医師等を確保するために、その分野に特化して

診療報酬を手厚くしたり、ボーナスを出したりしている。 

日本では、ほぼ全国的に画一的な体系を敷いているが、その地域によっては不

足している過疎地と大都市では大きな違いがある。 



日本においても、道州単位程度で柔軟性を持たせた診療報酬体系を構築するこ

とにより、住民に対してより良い医療サービスを提供するためのインセンティブ

を与えることができると思われる。 

本県でも中央部以外は、慢性的な医師不足であり、併せて診療科の偏在もある。

過疎地の病院には自治医科大卒の医師等の派遣があるものの、定着率が低いの 

が現状である。この現状を打破するためには、都市部から離れた 200 床以下の中

規模病院等での研修要件（専門医等の取得条件や初期研修及び後期研修）を盛り

込むなど、医師の偏在について対策をとることが急務である。 

また、中核病院を中心に地域の医療圏ごとにある公立病院と、医師・看護師等

の医療人材の交流を図るなどして連携を強化し、複数の医療機関で共同して診療

を行う体制を構築するなど、限りある人材でより効率よく診療を行うことで医師

の負担軽減にも繋がると考える。 

 今回の視察では、カナダの医療制度やホームドクター制度を学び、身近にある

日本の医療制度を違った角度で見つめ直すことができた。 

本県の医療発展のためにも、県や他自治体と協力してオリジナリティーのある

本県独自の施策を行うことも重要ではないかと感じた。 

             

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

クリニックオーナー トミー・チャン氏（後列左から２番目）と記念撮影 



研修テーマ①  

『カナダの医療制度から学ぶもの』② 

障がい児の支援体制について 

研修日 平成 28 年 10 月 18 日(火) 

研修先 カナダ オンタリオ州 トロント市 

ライフブリッジチャイルドケアセンター 

説明者 職員：マリーン・ニューマン 氏 

 

《研修目的》 

 近年、日本では働きながら子育てする家庭が増加し、子育てしやすい環境がさ

らに必要になってきている。また、配慮の必要な子ども・障がいのある子どもの

割合も増加傾向である。 

しかし、保護者がわが子の障がいを受容できず、早期発見・療育への課題があ

ることから、今回カナダの保育や幼児教育の仕組みなどの実情を知ることにより、

障がいのある子どもや保護者への支援、専門機関との連携、職員の資質向上への

取り組みを中心に学ぶ。  

 

【カナダの概要・オンタリオ州の保育・教育制度の概要】 

 カナダの民族構成は、200 を超える民族、150 以上の言語があり歴史的背景か

らしても多民族国家で、様々な違いを認める文化があり、その中でもトロントは

積極的に移民を受け入れてきた背景がある。合計特殊出生率は 1.61(2014 年)で

あり日本の 1.42(2014 年)よりも高い。 

オンタリオ州は非営利と営利の保育所があり、その数は非営利の保育所の方

が多く、非営利のみ政府の支援を受けることができる。  

 また、日本の文部科学省に当たる行政機関が無く、州ごとに教育省が設置さ

れている。  

 しかも、学校の方針に合わせて校長が教員を採用するなど、学校区や各学校

に独自性を持たせている。  

オンタリオ州では、進学年齢を早め、４歳から５歳児までの２年課程を学校教

育の一部として、幼稚園 (義務教育ではない )に入園することとなっており、園で

は５歳児を対象とした半日幼稚園プログラムの提供が義務付けられている。2010

年からは全日制保育及び全日制幼稚園の拠点となっている。  



 

 

 

【研修先施設の概要】  

 ライフブリッジチャイルドケアセンターは 1994 年に国と生命保険会社が設立

した非営利の保育所で、４カ月から３歳児までが通っている。 

 施設については 99 年間無償リースの契約をしている。 

入園の優先順位としては、①生命保険会社内で仕事をしている人②それ以外の

テナントでこのビルで働いている人③トロント市内で働く人の順となっている。 

前出のとおり、進学年齢が早まったことから、その分保育スペースが確保でき

たが、待機児童の問題は解消されていない。（乳児定員 10 名に対し、125 名の待

機児童） 

 

【保育所の１日】 

開園日 月曜日～金曜日 

開園時間 7:30～18:00 

＜1 日の流れ＞ 

7:30～9:00  自由遊び 

9:00～9:30  おやつ 

9:30～    サークルタイム(おあつまり)→少人数(５人程度)に分け、 

皆で輪になって絵本や人形劇を見る 

10:00～11:30  戸外遊び(年齢で異なる) 

11:30～     昼食(年齢別) 

12:00～14:30  午睡（昼寝） 

14:30～    おやつを食べたり、遊びながらお迎えを待つ。 

 

保育所のあるビル 

保育室の様子   国 旗 は様 々な国 の子 どもが入 所 していること

を表す 

 



・外部から週１回音楽・フランス語指導、月１回ギターを弾きに来てくれる 

方もいる。 

・条例で、１日２時間戸外にて遊ぶことが決められている。 

・戸外は、未満児と以上児で遊ぶ場が分けられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【災害・防犯面の対応】 

災害等の緊急時の際の避難場所は、２か所確保されている。また 9.11 のＮＹ

テロ以降は、靴を履いて午睡（昼寝）してい

る。  

 防犯については、全ての扉がカードロックで

管理され、保育士や保護者はそれを使い出入り

を行う。  

 退所する際は、カードを保育所に返却する。 

 

【ボランティアの受け入れについて】 

 ボランティアはガイドブックに従い参加をする。  

 対象者は 16 歳以上で、警察で犯罪の履歴がない旨の証明書の提出が必要とな

る。 

 

【気になる子ども・障がいのある子どもに対する支援】 

 カナダでは日本でいう障がい者に当たる言葉として「スペシャルニーズ」と

表現している。  

 日本のような１歳半や３歳児検診などの制度がないため、支援が必要な子ど

もがいる場合は、保育所がその役割を担っている。  

 それらの取り組みの内、自閉症の場合では、プレイセラピーという療育方法

がある。  

 プレイセラピーとは、遊びの中で自分の心を自由に表現させ、それを観察し

マリーン・ニューマン氏  保育所内の園庭  

午睡（昼寝）用の個人マット 



ながら子どもの心の状態を理解するというものである。  

 また言語の遅れなどに対しては、スピーチセラピー（言語療法）という療育

を用いている。  

 いずれの事象にしても、早期発見・早期療育が重要であるが、医療機関との連

携や保護者の判断等、難しい側面があることや、５歳で療育の補助が無くなる事

などが課題となっている。 

 

【カナダでの専門機関との連携の仕方(一例)】 

 幼稚園や保育園で気になる子どもがいたら、地域の応用行動分析機関に連絡し、

チームで２～３か月かけて分析した後、必要に応じて医療機関や専門機関につな

げる。 

教育委員会には心理士、理学療法士、作業療法士、言語療法士、自閉症専門家

などの専門スタッフが常駐しており、子ども本人だけでなく、保護者や担任、教

育アシスタントにどのようなサポートをしていくのが良いのかを指導する。 

子ども一人ひとりに必要なサポートチームが編成されており、検討会議も実施

されている。 

 

【職員の資質向上】 

保育士資格を持った者が、さらに１年学び取得することができるリソース・

ティーチヤーと呼ばれる専門家が、月１回保育所を巡回訪問する。  

 その際、保育所は、サポートが必要な子どもに対して、保護者の許可があれ

ば相談することができる。  

 子どもにサポートが必要と判断されると、人的支援として、保護者・保育士

が療育や支援の方法を学ぶことができる。  

 また年に１日（９月）を休所日とし、保育士の訓練の日として、セミナー等を

実施するなど職員の資質向上に努めている。 

 

【日本とカナダ・オンタリオ州の保育士配置の違い】 

 日本(保育士：子ども) カナダ・オンタリオ州 

0 歳児 1：3 1：3 

1,2 歳児 1：6 1：5 

3 歳児 1：20 1：8(3,4 歳) 

4,5 歳児 1：30 2：20(1 人は補助) 

※日本の幼稚園は１学級あたり専任教諭１人。１学級の幼児数は 35 人以下が原

則。(カナダ:４，５歳児は幼稚園の場合) 



【記録について】 

 保護者との情報交換手段として保育所での１日の様子を記入する連絡帳があ

るが、成長の記録もそこに記入され、保護者

はいつでも知ることができる。  

 記録は週２回行われており、保育士は目標

などを記入し、家庭でもできるようになった

ら保護者も記録してもらう。  

 その記録を幼稚園につなげることもできる

が、それは親の判断に任せられている。  

 

【日本でのチーム支援の取り組み】 

岡山県笠岡市「４歳児発達支援事業」(子育て支援課主管事業) 

主な役割は、集団内で困り感をもつ幼児を把握し、医療・保健福祉・教育等、

関係機関が協力してチーム支援を行う。 

構成メンバーは、医師・保健師、発達支援コーディネーター、巡回カウンセラ

ー、幼稚園・保育所等である。幼稚園・保育所(園)の特別支援教育園内委員会と

互いに連携し、支援していく。 

  

【まとめ】 

 カナダでは、気になる子ども・障がい児支援で一番大事になるのが、早期発見・

早期サポートと考えている。 

早期発見・早期サポートを大事にしている点は、一人の子どもが社会で自立し

ていく方が、将来的にみて個人の生活の質の向上につながり、生活保護や医療の

負担が国としても減るという考えによるものである。 

研修を通して、「全ての子どもを社会で育てる」ということが重要だと改めて

感じた。その為には、サポートできる人材育成と環境整備が必要である。 

難しい課題ではあるが、人材育成により巡回相談のできるコーディネーターを

増加することが必要だと感じた。支援が必要な時に受けることができる環境を整

えることで、継続的な支援につながっていくことから、コーディネーターが十分

に相談にのることができる組織を形成していかなければならない。 

保健師、心理士、言語聴覚士、特別支援教育コーディネーターなど多職種のチ

ームで幼稚園・保育所等を巡回する訪問型の発達相談等の充実が求められると感

じた。 

 カナダ・オンタリオ州では、多民族国家として、様々な人がいることが当たり

前であり、障がいも 1 つの個性として受け入れている背景があった。 

個別の成長記録  



一方で、待機児童の課題や、保育所で気になる子どもがいても親に伝えること

が難しい状況があると感じた。 

日本においても同じような状況が発生していることから、「気になる子ども」

の段階でさらにサポートが受けられるような制度構築が必要である。 

また、カナダでは、幼児期の成長記録を保育所だけでなく、保護者にも記載し

てもらっていた。保護者も子どもが家庭の中でできたことを記録として伝え共有

することで、子どもの発達を知る１つのきっかけとなると感じた。 

保護者や担任など日々関わっている人だけが抱え込むのではなく、チームサポ

ートとして支えていく考え方が日本でも必要だと改めて痛感した。 

日本でも、民間で発達支援チームを組んで、保育園訪問を実施しているところ

もあるが、今以上に、行政がさらに積極的に巡回相談などの支援をチームサポー

トとして組織していくことが必要となる。 

また、行政からコーディネーターや相談員の育成を積極的に行い、専門員が困

り感のある子どもやその保護者のフォローができる場所を増やしていくことが

必要である。子育てに必要な情報が提供できる施設を増加することで、切れ目の

ない支援へつながっていくと感じた。 

発達支援のサポートの仕組み作りには、行政だけではなく民間の介入が大切で

あり、官民相互の長所を生かした取り組みが重要になってくると感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所内にて記念撮影  



研修テーマ② 

『エリアリノベーション（地域再開発）の核としての新しい手法に

よる公園開発と管理について』 

 

《研修目的》 

 昭和 40 年代から 50 年代にかけて高度経済成長後の急激な人口増加や都市化

など社会構造の変化に対応するため、全国で多数の都市インフラが整備されてき

た。 

 生活地域の市街地化が進むに連れ、公園もまた多数整備され、今日まで市民生

活の基盤や地域コミュニティの拠点としてその機能役割を果たしてきた。 

 一方、現在はかつての社会構造の変化とは真逆の状況にあり、多数の自治体に

おいて少子化、超高齢化、人口減少、社会保障費の増大が進む中、都市インフラ

や公園のうち建設整備から 30 年以上経過したものがその大半を占め、将来にわ

たり老朽化の進行に伴う整備管理費用の増大が見込まれている。 

 このように逼迫する状況にある公園はじめ公共施設の維持管理を長期的安定

的に図るため、各自治体において基本管理計画の策定が進められている。 

 公園の開発や維持管理に関する事例を広く収集するうち、アメリカ合衆国ニュ

ーヨーク市におけるブルックリンブリッジパークの事例を知り、長期的な維持を

図る公園開発や管理手法について学ぶことを目的として当地の視察を実施した。 

【ブルックリンブリッジパーク建設に至る経緯】 

経緯まとめ 

1883 年 ブルックリン橋完成 

1950 年代 海運の中心がニュージャージーに移行 

1984 年 ニューヨーク市港湾局による土地売却計画発表 

1998 年 
ブルックリン・ウォーターフロント地域開発公社設立 

（LDC:Brooklyn Waterfront Local Development Corporation） 

2000 年 ブルックリンブリッジパーク開発基本計画発表 

2002 年 

州知事と市長による公園建設、運営に関する覚書締結 

ブルックリンブリッジパーク開発公社設立 

（BBPDC： Brooklyn Bridge Park Development Corporation） 

研修日 平成 28 年 10 月 19 日（水） 

研修先 
アメリカ合衆国 ニューヨーク州 ニューヨーク市 

ブルックリン ブリッジ パーク コーポレーション 

説明者 副社長：ディビット ロイン 氏 



2005 年 BBPDC による基本計画発表、環境評価完了 

2006 年 個別開発計画の承認、各種の期間限定企画開催 

2008 年 建設工事開始 

2010 年 

第１埠頭、第６埠頭一般公開 

非営利団体ブルックリンブリッジパーク設立 

（BBP:Brooklyn Bridge Park Corporation） 

2011 年 蒸気船船着場の再オープン 

2012 年 第５埠頭公開 

2013 年 第３埠頭公開 

2014 年 第４埠頭、第２埠頭公開 

2015 年 第６埠頭外側公開 

 

 ブルックリンブリッジパークはブルックリン・ダン

ボ地区ブルックリン橋のたもとにかつてあった港湾

跡地を再開発したものである。イースト川をまたぎニ

ューヨークの中心マンハッタン島とブルックリンと

を結ぶブルックリン橋が完成したのは 1883 年のこと。

港町ダンボ地区はマンハッタンのベッドタウン、工業

化を経て長く海運業の拠点として発展し、多数の埠頭と船荷倉庫があった。 

しかし 1950 年代以降ニューヨーク近郊の海運の中心がアッパー湾対岸に位置

するニュージャージー側に移り、ダンボ地区が海運拠点としての役割を終える

と、1984 年、桟橋を含む一帯の土地所有者であったニュ

ーヨーク市港湾局から港湾施設跡地を民間住宅開発企

業へ売却する計画が発表された。 

この計画に対して地元住民や、現在も公園運営

に関与している蒸気船船着場の保護活動団体

（NPO）からの反対と、跡地は地域住民にとって

貴重な公共資源であるとして公園建設の提案が

発表され、売却計画は頓挫した。 

以後 10 年以上、地域住民・NPO と市・州とによ

る協議が行われ、1998 年、当時のブルックリン区長が公園設置のための計画策

定を目的とするブルックリン・ウォーターフロント地域開発公社（LDC:Brooklyn 

Waterfront Local Development Corporation）を設立した。LDC には州選出の

上院議員と下院議員による強力な後押しもあり、2000 年、ブルックリンブリッ

1956 年 頃 の 風 景 （ BBP 社 ホ ー ム ペ ー ジ よ り ）  

1853 年 の 風 景 （ BBP 社 ホ ー ム ペ ー ジ よ り）  



ジパーク開発基本計画（以下、基本計画という。）が発表された。 

2002 年、ニューヨーク州知事と同市長との間でイースト川東岸約 35 ヘクタ

ール、両端約２キロにおよぶ土地にブルックリンブリッジパークを建設、運営

する内容の覚書が交わされた。この覚書により、基本計画にもとづき策定され

たガイドラインに沿って公園開発を行うブルックリンブリッジパーク開発公社

（BBPDC：the Brooklyn Bridge Park Development Corporation）が設立され、

ニューヨーク州、ニューヨーク市、ニューヨークとニュージャージーの港湾局

が公園建設のための資本金３億６千万ドルを拠出した。 

またこの覚書によって、公園が長期にわたり財政的に存続できることを確実

にするため、BBPDC は公園敷地内の商業開発および住宅開発による収入により

公園のすべての維持管理と運営のための費用を賄い、経済的に自立して活動す

ることが定められた。 

公園建設初期段階（後述のメインストリートパークや第４埠頭の砂浜、第６

埠頭のドッグラン。いずれも次頁参照。）の設計はニューヨーク市公園局によっ

てなされ、その後、BBPDC 主体による取り組みが始まった。2005 年、50 年単位

の財政計画にもとづく基本計画が改めて発表され、基本計画内容に対する環境

評価の完了後、2006 年に区画単位の個別開発計画についての承認がなされた。

2008 年に最初の建設工事が始まり、2010 年上半期に第１埠頭と第６埠頭（とも

に次頁参照。）が一般公開された。 

この最初の施設公開の後、BBPDC の活動を引き継ぐ組織として今回の訪問先

であるブルックリンブリッジパーク社（BBP:Brooklyn Bridge Park Corporation）

が設立された。 

BBP は「ニューヨーク市民や訪問客がレクリエーションや環境活動、文化活動

を楽しむことができる世界最高クラスの公園づくり」を設立の使命に掲げ、ニ

ューヨーク州知事、ニューヨーク市長、有権者から直接選出される公務員の三

者によって選ばれる 17 名の取締役会の意思決定と基本計画にもとづき、公園開

発と維持管理が行う非営利の事業体である。なお同社社長はニューヨーク副市

長が務めている。 

 

【ブルックリンブリッジパーク社による公園開発】 

園内は第１埠頭（英語表記で PIER１、ピア１と発音する。）から第６埠頭まで

区画ごとに個別のテーマを設けて開発されており、住宅等一部区画は開発中で

ある。 



以下、公園の全景と各区画の位置を示し個別の開発内容について紹介する。

かつては埠頭や積荷倉庫のように商業的利用しかされなかった場所が、いまや

ニューヨークに暮らす市民や観光客にとって有用な休養・娯楽の場所へと姿を

変え、沿岸地域の驚異的な活性化に貢献している。  

 

 

ブルックリンブリッジパーク全景 

※写真はいずれも BBP 社ホームページまたは視察時撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

左から右へ変遷の様子（BBP 社ホームページより） 

メインストリートパーク 旧エンパイア・フルトン 

フェリー州立公園 

第２埠頭  

第４埠頭 

第６埠頭  

第５埠頭 

第１埠頭 



 

・メインストリートパーク 2015 年再設計 

 航海をテーマにした遊び場、ドッグラン、マンハッタンを一望できる広大な

芝生広場、ロッククライミング施設がある。 

 

・旧エンパイア・フルトンフェリー州立公園 2011 年再オープン 

 独立戦争時代から残る文化商業複合施設に改装したレンガ倉庫や 1920 年代

に造られたメリーゴーラウンドがある。 

 

・第１埠頭 2010 年公開 

 ブルックリン橋、マンハッタンを眺望できる人気の区画。フェリー乗り場、

芝生広場があり多様なイベントが行われる。 

 

・第２埠頭 2014 年５月公開 

 屋根つき、屋根なしを組み合わせた構造のスポーツ複合施設があり、バスケ

ットボール、ローラースケート、テニス、ボッチェなどを楽しむことが出来る。 

 

・第３埠頭 2013 年 11 月公開 

 豊かな緑道のいたるところに多数の椅子、テーブルが設けられ、テラスのよ

うな広場になっている。 

 

・第４埠頭、砂浜 2014 年５月公開 

 水辺を再現した小さな砂浜がある。原種の植物が植栽されており、渡り鳥な

ど動植物の観察を通じて自然環境に触れたり生態系について学ぶことができる

環境学習の場として活用されている。遊泳は禁止されている。 

 

・第５埠頭 2012 年 12 月公開 

 グラウンドでのスポーツやバーベキューを自由に楽しむことができる。 

視察訪問時は地元のサッカーチームによる練習が行われていた。 

 

・第６埠頭 2010 年第一弾、2015 年第二弾公開 

 ビーチバレーボールコート、子供の水遊び場、ド

ッグラン等が整備されている。  

 

 

子 供 の 水 遊 び 場 （ BBP 社 ホ ー ム ペ ー ジ よ り ）  



【財源としての公園内の住宅・文化商業複合施設開発】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BBP による経営は先述の公園建設および維持に

関する覚書で示されたとおり、財政的に自立して

いることが義務付けられている。 

 公園の運営維持管理資金のうち、一部は売店の

売り上げ、イベント収入や営業許可料などから回

収されている。これまでに開催されたイベントに

はカヤック体験、野外映画鑑賞、ヨガ、ワインバ

ー、プールなど多数のものがある。  

 資金の大部分については、敷地内に開発する住

宅と商業複合施設の賃料地代から回収されてお

り、その額は年間 1,360 万ドルにもなるという。 

 視察時、完成済入居スペース商業スペースへの立ち入りはできず、具体的な

賃料地代収入の内訳は得られなかったが、高級マンション一戸あたりの売却価

格が 1 億円以上する同地区において、今後も計画どおり住戸の分譲や賃貸借に

よる入居が行われれば、相応の地代賃料収入を得られる見込みである。 

 なお住宅開発に先立ち、建設場所の選定についてかなり入念に詳細な分析が

行われている。分析に際して、住宅開発の面積は必要最小限に抑え、公園の運

営を支援し、周辺の公園や近隣の用途にも適合しつつ、十分な収入を生み出す

用途を見つけることに焦点が当てられたという。 

 分析の結果、住宅建設地は上図の橙色で示されている部分のように、３か所

の公園出入口そばに集中させるように設定された。 

 これは、隣接する高級住宅街・ブルックリンハイツの遊歩道という既存の都

市環境を維持し、その環境を利用することによって、都市と公園とが交わる場

所、公園出入口を活気あるものにしようという明確な目的に基づくものである。 

収益、集客向上の仕掛け（BBP 社 HP より） 



・One Brooklyn Bridge Park (OBBP)  

 2008 年 に 完 成 。 高 級 分 譲 マ ン シ ョ ン 。 約

93,000 平米の倉庫を改装。建物には 440 戸以上

の住宅、約 7,400 平米の小売りスペース、500 台

以上の駐車場を有する。 

 

・第１埠頭区画 

 開発委託業者により 2013 年春に建設を開始し、2016 年完成予定。視察時は

工事中であった。 

 区画内に北側（図右側）約 6,000 平米、南側（図左側）約 3,200 平米のふた

つの建物があり、ホテル客室 200 室、アパート 100 戸、約 1,500 平米のレスト

ランスペース、約 190 平米の小売スペース、約 560 平米のフィットネスセンタ

ー、300 台分の駐車場を有する。 

 

・エンパイアストア 

 開発委託業者により 2014 年建設開始、2016 年６月完成した文化商業複合施

設。 

 1869 年から 1885 年の間に建設され、1960 年代まで主にコーヒー豆倉庫とし

て使用されていた建物。状態悪化による 50 年以上の閉鎖期間を経て再開発。 

 テナントの選定は開発業者に任され、約 7,400 平米のレストラン、小売店、

およびイベントスペースと約 28,000 平米のオフィススペース、ブルックリン歴

史協会の約 300 平米の展示スペースを有する。 

 

・ジョンストリート 

 開発委託業者により 2014 年建設開始、2016 年完成。 

 50 戸ある住宅の総面積は約 8,900 平米あり、１階部分には約 240 平米の小売

りスペースと約 160 平米の文化展示スペースを有する。 

 

・第６埠頭 

 2016 年建設開始。2017 年秋完成予定。2005 年発表の開発計画における最後

の案件として 2016 年６月に開発が承認された。 

 ２区画、各約 930 平米の面積がある。 

 同区画の開発による収入は公園の長期財政計画

上、欠かすことのできない重要なものとして位置づ

けられている。高価格住宅を供給し、多くの住宅関

億ション OBBP（OBBP 社 HP より）  

第６埠頭住宅建設イメージ（BBP 社 HP より） 



連雇用を創出すると期待されている。 

【公園開発・運営上の諸課題と解決方法】  

・騒音問題 

 公園に The Brooklyn-Queens Expressway (BQE)という高速道路が接しており、

かなりの騒音を発生させている。訪問者が公園での時間を快適に過ごすためにも、

この騒音をどのように解決するかが課題であった。また、湾岸に接していること

による強風も課題であった。これら解決方法として、騒音については人工の小高

い丘を造成し、強風については芝生の平たいところに背の高い植物を植えること

により解決が図られた。 

 参考までに環境の変化を数値で表すと、人工丘ができる前 75 デシベルあった

騒音は 68 デシベルまで下がったという。これは一般的な環境の目安として 80 デ

シベル程度が電車車内、60 デシベルが静かな乗用車内、50 デシベルが静かな事

務所ということから、人工丘によって相応の消音効果を得られたことが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

・構造上の制約 

 構造上、水際の部分は重量物を支えることができないため、より水際に構造的

に軽くて大きなものを、できるだけ内陸側に大きな建物を建設するようにした。

具体的には、水際にはサッカーコートやバスケットボールコートが設置されてい

る。 

 また定期的に埠頭を支える海中の潜水調査も行われており、必要に応じてコン

クリート柱の補強やメンテナンスが行われている。 

 

・建築資材や施設そのものの再利用 

 桟橋から舗道、照明器具まで、かつて使われていてまだ使えるものや構造物は、

可能な限り再利用されている。たとえば冷蔵倉庫の解体の際に出た木材はその腐

食に強い特性を活かしてベンチに再利用されたり、倉庫自体を売店として改装し

ている。 

 また、先述した第１埠頭の窪みと山、第３埠頭と第４埠頭の間の人工丘陵の造

成には地下鉄工事で掘り出された大量の土砂が使われている。 

人工丘の造成（いずれも BBP 社 HP より） 



 ほかにもウィリスアベニュー橋のようなニューヨーク市内の橋解体現場から

出た大量の花崗岩を園内の構築物に使用するなど、ほかの公共事業との連携によ

り他方の廃棄物を当方で材料として有効に活用する取り組みを行っている。 

 

・環境保護のための取り組み 

 環境に対しても持続可能であるということは、地域社会にとって健全で安全、

清潔な公園をつくるということである。このような考えを具体化する様々な取り

組みを行っている。 

 イースト川東岸が産業拠点となる前にあった多様

な植物、鳥類、海洋生物による生態を復元するべく、

水質改善のために大量の牡蠣を養殖したり、塩沼や

牧草地のいくつかを原種の植生を自然生育して再建

に取り組んでいる。 

 芝の育成などに欠かすことのできない水は、雨水

を淡水地を経て自然ろ過させたのち埠頭下のタンク

に貯蔵し、まかなっている。貯水量は約 40 万リット

ルにおよぶ。 

 環境に与える悪影響を可能な限り抑えるため、公

園の植栽環境においてはあらゆる化学物質を含まな

いように心掛けられており、使用する殺虫剤も有機

分解されるものが使用されている。 

 また機具の手入れには力を入れており、補修や清掃によって長持ちさせるよう

努め、新しい器具や資材が必要となったときは各材料の耐久性、費用および持続

可能性について検討し、バランスのとれたものを最低限の量、使うようにしてい

る。 

 

【まとめ】 

 ブルックリンブリッジパーク社の実態は BID（Business Improvement District、

ビジネス改善特区）であり、公園の維持管理に特化して独立採算制の公園の実現

を目指して設立された Park Improvement District（PID）であった。 

 次節の視察報告テーマとして BID を取り上げるためその詳述は控えるが、受益

者負担の原則に基づく公共空間の管理手法のひとつであり、昨今アメリカ、イギ

リスなどのほか、国内においても東京都千代田区大手町・丸の内・有楽町地区で

BID 同様の試みがなされている。 

 具体的には受益者が存在する公共空間、主に都市部のビジネス街にて、はじめ

環境を守る取り組み（BBP 社 HP より） 



に 資 産 所 有 者 と 事 業 者 の 合 意 の も と 負 担 金 を 課 す 街 区 （ BID ： Business 

Improvement District）が設定され、つぎに受益者負担の原則にもとづいて資産

所有者と事業者から徴収される負担金によって、地域の活性化や発展のために必

要な施設やサービスを維持管理する費用が賄われ、地域美化、治安維持活動等が

推進されるというものである。 

 ブルックリンブリッジパークにおいては、自治体から民間企業が公園の管理委

託を受けて、基本計画のもと公園敷地内の住宅や商業施設の不動産開発を行い、

地代賃料や権利手数料の収入によって維持管理費用を賄っているという仕組み

であった。 

 本事例はニューヨークという世界有数の大都市において豊富な資金をもとに

進められている大規模再開発案件であり、私たちの暮らす地域の財政規模や立地

条件を考慮すると、公園敷地内の住宅開発と地代賃料収入による自主採算経営と

いう手法をただちに取り入れることは困難である。 

 しかしながら、BBP の取り組みを個別に分析すると、本事例の基本計画は各自

治体にて策定を進められている公共インフラの基本管理計画に相当し、民間会社

への委託は地元自治会・公民館に公園の維持管理を委託する公民連携の発展形で

あると理解できるように、身近な公園開発事例や管理維持手法の総合モデルとし

て位置づけて、多くの工夫を取り入れることも可能になる。 

 例えば、地域に類似の公園が多数点在する状況についても、BBP の構成を個別

のテーマを設定して開発した区画の組み合わせというように理解し参照すれば、

区画＝公園ごとにテーマを設定し特徴を持たせることにより、利用者の多様な需

要に対応しつつ、公園ごとに明確な目的による積極的な投資を行いやすくなり、

機能特化により特定の目的をもつ利用者の増加を図るといった展開を構想する

こともできる。 

 また 2010 年の一般公開以降、当地がニューヨーク市民や観光客にとって定番

の訪問先として人気を博していることや、公園整備による地域環境改善により周

辺住宅の家賃や地価が上昇していること、新規出店が進行していることを鑑みる

と、ブルックリンブリッジパークは単に BID の事例としてだけではなく、土地の

利用形態が港湾から公園へと変わることにより、元々その土地が地域において持

っていた価値を最大限に引き出され、結果、土地だけでなく地域そのものの価値

が引き上げられたエリアリノベーションの成功事例として扱うこともできる。 

 この成功は、莫大な維持費用を工面する土地の有効利用方法、具体的には住宅

建設地の選定について、既存の高級住宅街の遊歩道と接合する箇所の活用策と、

一方、騒音問題の発生源である高速道路 BQE により町と公園とが遮られる問題の

解決策の両方とも満たす最適解を、住民、市、州政府の間で 10 年以上かけて検



討を積み重ねて導き出した成果によるものと言えるだろう。 

 私たちの地域における公園や公共施設の開発においても、経営感覚や採算意識

を高め、積極的に行政以外の事業主体も交えて、人の出入りがどのようにして行

われ、いかにして人の流れや出入りがあるところに人を呼び込み、お金を稼ぐ仕

掛けを作りだすことができるかということに対して、粘り強く議論を行うブルッ

クリンブリッジパーク流の取り組みは、抑制された財政状態の中で長期継続して

公園など都市インフラを維持管理することが求められている現状において大い

に参考になると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  視察内容はロイン氏による概要レクチャー後、 

  第 5 埠頭から第 1 埠頭まで園内を実際に見て回るというものであった。 



研修テーマ③  

『都市再生の取り組みについて』 

都市再生の取り組みとして、エリアマネジメントのモデルとなる米国の BID

（Business Improvement District）制度について学ぶ 

研 修 日 平成 28 年 10 月 19 日（水）～20 日（木） 

研 修 先 

アメリカ合衆国 ニューヨーク州 ニューヨーク市 

①ブライアントパークコーポレーション 

②タイムズスクエアアライアンス 

③グランドセントラルパートナーシップ 

説明者 

①運営責任者：ケイト ソロモン 氏 

②広報責任者：ＴＪ ウィザム 氏 

③広報責任者：デュアン ポッゲンドルフ 氏 

 

《研修目的》 

日本はこれまで、高度成長期に都市郊外へと住宅地開発などが進み、都市が拡

大を続け、道路、橋梁はもとより様々な公共施設の維持管理に要する費用が年々

増加している状況である。 

しかしながら近年、少子高齢化が急速に進み、人口減少社会を迎えるにあたっ

て、税収減などにより、地域住民へのきめ細やかな行政サービスを継続していく

ことが困難になっていくと予想される。 

また、都市が拡大し続けていった結果、市街地の衰退が進んだことで、中心市

街地の活性化が全国の地方都市で喫緊の課題となっている。 

こうした背景を踏まえ、各自治体では、高度成長期に拡大してきた都市をコン

パクトな都市に再生していく取り組みを様々な手法を用いて行っている。 

特に、中心市街地活性化の取り組みとして、官民が連携して、賑わいある都市

空間を再生するため、エリアマネジメントの手法による「まちづくり」を実践し

ている自治体が多い。 

このエリアマネジメントのモデルとなる、米国の BID（Business Improvement 

District）制度を活用している地区を視察することで、民間活力により都市再生

の手法を学ぶことを目的とする。 

 

【BID とは】 

米国では、1970 年代以降の経済不況および自治体の財政状況の悪化により、

中心部（ダウンタウン）の治安悪化や道路清掃などの行政サービスの低下が著



しくなってきたことから、地元地権者が自ら財源を負担して地区の維持管理を

進めたことがＢＩＤの始まりだと言われており、BID とは、Business 

Improvement District（ビジネス改善特区）という特別区の一種である。 

区域の不動産所有者から一定額の負担金を自治体が徴収し、地区の代表者等

で構成される組合が、その資金を直接その区域の活性化に活用する制度であ

る。 

 BID の活動内容は様々で、一般的には道路や公園などの公共施設の清掃活動

と治安維持が主な取り組みであるが、イベントの開催や地区内の装飾などに取

り組んでいるところもある。共通して言えることは、受益者である区域内の不

動産所有者が自らの自治区を自らの

責任で発展させていく、官民連携に

よるまちづくりの手法である。 

そして、この仕組みは、地区内の

全ての資産所有者が負担金を拠出

し、行政が税とともに徴収し、BID

団体に交付され、まちづくりに必要

なサービスを提供するものである。

今回の研修では、ニューヨークの中

心市街地（ミッドタウン）内に数多

く組織されている BID の中から、特色ある取り組みを行っている３つの BID 組

織を視察してきたので報告する。 

 

《視察先①ブライアントパークコーポレーション(Bryant Park Corporation)》 

【設立の背景】 

1970～80 年代のブライアント・パークは治安がとても悪く、薬物取引や薬物

使用、暴力行為などの犯罪の温床となっていた。これらの社会問題に対処すべ

く、1980 年に BID 組織としてブライアント

パークコーポレーション（以下「BPC」とい

う）が設立された。以降、安全安心な公園運

営を行うとともに、多くの市民が訪れるよう

な取り組みを行ってきた結果、公園が活性化

され、“Bryant Park”という名称のブラン

ド・バリューが大きく向上し、周辺ビルの付

加価値が上がり、稼働率の向上につながっ

た。 

BID の位置図 

BPC の平面図 



【主な取り組み】  

治安の改善  

以前は樹木が茂り、公園内が外から見えづらい状況にあったため、治安が

悪かった。そこで、外から公園利用者が見えるように改善し、公園内の清

掃・美化に努め、絶えず清潔な状態を保つことにより、家族連れや女性が楽

しめる公園を目指した。特に利用者全体における女性の割合が 50％以上とな

るように努力している。  

 

 

 

 

 

 

 

 

公園利用者の快適性の向上  

BPC では、できるだけたくさんの人に来て

もらうこと、できるだけ長い時間滞在しても

らう取り組みを行うため、約４千個の“い

す”を配置した。  

固定式のベンチでは、せいぜい２～３人し

か会話ができないが、“いす”を公園内に散

りばめることで、多様なグループ形態での利

用が可能となる。  

また、公園内にはブライアントパークグリルと

いうレストランやカフェなど接客してくれる飲食

店舗や売店などを配置して土日の公園利用者や平

日のお昼時の利用者が増加してきた。しかしなが

ら、平日の 17 時以降の公園利用者が少ないた

め、ハッピーアワー（飲食店がアルコールを提供

する時間帯 16 時～19 時ごろ）にも仕事帰りの人

たちで賑わうようアルコールの提供を始めた。  

特に、冬場は公園利用者が減るため、アイスリンクを設営し、その周辺には

約 200 店舗の個性的なアーティストの手作りショップを出店させるなど、１年

を通して居心地のよい空間を創出している。  

公園内の“いす” 

 

before after 

公園内の売店 



更には、飲食を提供して、長い時間滞在してもらうために、トイレも高級ホ

テル並みの清潔さを保つよう努力している。  

 

多くの人が楽しめるイベントプログラム  

イベントには２種類のイベント形態がある。  

『①企業が行う公的イベント』  

企業側が使用料を支払い、無料で有名な歌手のコンサートを開いたり、期

間限定でピアノコンサートを開くなど、来場者は多様なイベントを楽しむこ

とができる。  

『②公園利用者など市民活動団体が開催するイベント』  

公園を利用する市民活動団体がやりたいイベントを、BPC の職員が必要に

応じてイベント空間を準備して実施している。  

例えば、卓球をできる空間を作り、公園利用者同士で大規模な卓球大会を

開催したり、またジャグリングやフェンシングをする団体が自分たちの活動

を PR するためにイベントを開催している。こうしたコミュニティ活動による

イベントを開催することで、更なる公園利用者の集客につながる。  

 

 

 

 

 

 

 

公園施設の利便性を向上させるデザイン  

BPC は多くの人に来てもらうこと、長い時間滞在してもら

うことを目標としている。このため、“いす”やサイン看板

やゴミ箱などストリートファニチャー類に関して、７人のデ

ザイナーで統一したデザインにしている。  

また、公園内は Wi-Fi の提供を

しているが、更に長く滞在しても

らうため、太陽電池式の電源サー

ビスを開始した。  

こうした統一したデザインにすることで、景観の向

上につながるとともに集客の要因となっている。  

 

太陽電池コンセント 

市民活動の様子 

サイン看板 



市民が憩える公園運営を実現するための財源  

青色：企業イベントの収入  

緑色：レストランなどのテナント収益  

黄色：区域内の企業からの出資  

茶色：スポンサー収入  

赤色：政府からの補助金  

水色：売店からの収入  

桃色：その他の収入  

 

1998 年以降は政府からの補助金に頼らなくても運営が可能となり、また区域

内の企業からの出資も設立当初から一定額である。  

BPC が人を集める努力、長い時間滞在してもらう工夫を重ねていった結果、

年々公園利用者の増加に加え、売店や企業イベント・スポンサー収入等が増加

しており、更に市民が憩える公園運営を行う財源となっている。  

 

《視察先②タイムズスクエアアライアンス（Times Square Alliance）》  

【背景】  

1990 年代までタイムズスクエアは大変危険でとても汚い場所であった。ジュ

リアーニ市長が就任して以来、徹底的な治安改善に努め、観光客が安全に楽し

める地域づくりをおこなった。その中で 1992 年に BID が設立された。 

 

【主な取り組み】  

BID の区域内の主な企業は、ブロードウェイなどに代表されるように、劇場

やシアターなどの娯楽エンターテイメントに特化した地主やレストランなどの

飲食業の地主が多いため、観光地として訪れた人誰もが楽しめる空間として付

加価値をつける取り組みを行っている。  

 ①徹底した治安維持⇒24 時間体制で警備員を配置している。  

 ②道路など公共空間の清掃・美化  

 ③ホームレス支援  

以前はホームレスが多く集まり、治安も悪く、道  

路美化の観点からもイメージが悪かった。ホームレ  

スを支援する NPO 団体（ブレイキンググラウンド）  

と連携して、エリア内からホームレスを排除せず  

に、より良い住環境の支援や就労支援を行ってい  

る。  

清掃美化・治安維持 



④地域自治と連携した道路美化活動  

地区内にブロックアソシエーション（通り沿い）に自治会が存在して  

おり、その自治会と BID 組織が連携して道路美化に努めている。  

 ⑤観光地として魅力を高めるための歩行者優先のまちづくり  

観光地として多くの人が訪れるが、安全な歩行空間の確保を行うととも  

に、歩行者が歩いていて飽きないイベントプログラ  

ムを実施している。  

⑥BID 地区内の再開発などに役立つ市場調査  

各通りの歩行者通行量などのデータや、テナント  

の家賃などデベロッパーに情報提供することで、地  

区内の再開発を活発化させエリア全体の付加価値を  

高める市場調査を行っている。  

 

 

2016 年 10 月の歩行者交通量 

・エリア全体の１日の通行量は 348,282 人 

・各通り沿いで毎月通行量を計測している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《視察先③グランドセントラルパートナーシップ(Grand Central Partnership）》  

【背景】  

グランドセントラルパートナーシップ（以下

「GCP」という）はニューヨーク市内の BID 組

織の中で最初に設立された組織であり、この

GCP が成功の端緒となり、ニューヨーク市内は

もとより全米に BID 制度が広がることとなっ

た。  

GCP の地区内は、グランドセントラル駅を中心とした区域で、区域内にはテ

タイムズスクエアアライアンス

の HP より 

イベントの様子 

夜のタイムズスクエア 

グランドセントラル駅 



ィファニー本店や高級服飾店が並ぶ５番街などがある。また、世界有数の企業

が集積している地区である。エリア内の企業の付加価値を高めるため 1985 年に

BID 組織が設立された。 

 

【主な取り組み】  

全体の取り組みはこれまで視察した BID

組織とほぼ同じように、エリア内の治安

維持や道路や公共空間の清掃・美化活動

に取り組んでいる。  

中でも、治安維持を行うために、警備

員を配置することが必要であるが、警察

と GCP が行っている警備の役割分担につ

いて質問したところ、ニューヨークの警察では、警官が働いていない時に、本

物の警察を GCP がアルバイトとして雇うことができ、警官は正規の勤務時間以

外のアルバイトをしている時でも逮捕が可能というユニークなものとなってい

る。  

また他の BID と異なる取り組みとして、エリアの街路灯、ベンチ、道路平板

（大理石）など、本来行政が整備・維持管理すべき公共施設について、GCP が

このエリアに相応しく品格のあるデザインを決定し、景観の向上に努めている

ところである。  

街路灯やベンチ、歩道平板などの初期投資は行政が出資しているが、その後

の維持管理については GCP が担っている。  

また、これまで視察した２つの BID 組織は、  

エリア内に人を呼び込むことに重点を置いた取り

組みが多かったのに対して、この地区は、グラン

ドセントラル駅という公共交通の結節点を有して

いることから、ニューヨークでも商業集積や大手

企業が集積しており、必然的に人が集まる地域と

なっている。  

そのため GCP では、企業のためのマーケティン

グ調査業務に重点を置き、地区内の企業のサポー

トを行っている。  

企業サポートしていくためのマーケティング調査としては、各通りの通行量

やビルの空室率の把握、テナント料の他に、グランドセントラル駅の乗降者数

や、エリア内で働いている人の数などを把握している。  

GCP がデザインした街路灯 

視察の様子 



今後の課題としては、エリア内のビルが老朽化してきており、建て替え時期

を迎えていることから、エリア内での再開発が活発に行われているが、それと

は別に、ブルックリンなどマンハッタン郊外でも新たな再開発が進んでいる。  

ブルックリンはニューヨークに比べて地価が安いため、マンハッタンの企業

がブルックリンへ流出している状況もある。  

以上のようなことを踏まえ、GCP としても企業が更なる魅力を感じるエリア

となるような取り組みをする必要がある。  

 

《まとめ》  

これまで視察した３つの BID 組織に共通していることは、公共空間の清掃・

美化活動、行政や警察が担わなければならない治安維持等、地区内の住民やそ

のエリアを訪れる方々が魅力ある都市空間と感じる高いレベルの住民サービス

を民間が担っているところである。  

その高いレベルでの住民サービスを実現する運営資金は、行政に頼らず、不

動産所有者からの一定額の負担金に加えて企業からの出資や企業イベントによ

る収入・スポンサー収入により賄われており、BID 組織に出資している地区内

の企業や地域住民も魅力ある都市空間を維持していることに満足している。  

一方、この取り組みを日本の地方都市の中心市街地活性化に置き換えて考え

てみると、各地方都市では、BID 組織と同様に民間事業者による「まちづくり

会社」を設立しているケースが多く、その「まちづくり会社」が活性化する区

域をエリアマネジメントしている。米国の BID のように不動産所得者などから

の負担金で自主運営している「まちづくり会社」は少なく、行政からの支援を

受け官民が一体となって活性化に取り組んでいる状況である。  

今回視察した BID 組織は、いかにしてエリア内に人を集客して賑わいに繋げ

ていくか創意工夫をしている。  

中でも、ブライアントパークコーポレーションの取り組みのように企業イベ

ントによる集客や市民活動団体主催のイベントによる集客は、“まちなか”に人

を呼び込むきっかけづくりになると感じ大いに参考になった。  

更に、統一したデザインに配慮しエリア内を管理運営していくことで、快適

な都市空間を創出し、更に人を呼び込む相乗効果に寄与していると感じた。  

 また、エリア内の歩行者通行量や空き店舗率などは、各地方都市でも調査し

ているが、米国の BID 組織は、実際に再開発するデベロッパーに役立つ実践的

な調査分析を行うことで、エリア内の再開発やテナントミックスが活性化さ

れ、賑わいの創出につながっていると感じた。  

今回の視察を経て、都市再生をしていく上で、こうしたイベントプログラム



や市民活動などのコニュニティ、またエリア内の企業や商業店舗のための調査

分析などをきめ細やかに行う民間事業者が必要であると感じたと同時に、エリ

アマネジメントができる民間事業者とパートナーシップを組むことが重要であ

ることを学んだ。  

そして、その民間事業者と自治体が連携し、将来的には民間事業者が行政の

支援に頼ることなく、自立した組織として持続可能な都市再生のスキームを構

築していくことが課題であると感じた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイムズスクエア アライアンスにて集合写真  



研修テーマ④ 

『地域が主役のまちづくり』① 

持続可能な地域振興 

研修日  平成 28 年 10 月 21 日（金） 

研修先  
アメリカ合衆国 オレゴン州 ポートランド市  

ポートランド市開発局（PDC）  

説明者  職員：山崎 満広 氏  

 

《研修目的》  

 現在、少子高齢化に伴い、税収の減少、第一次産業の高齢化、後継者不足に

よる地場産業の停滞や地域の活力低下も財政を圧迫している。その一方で、老

朽化したインフラの更新費用は年々積み重なっており、将来的に維持管理費・

更新費を賄うことができなくなる可能性も指摘されている。経済情勢や社会情

勢の変化に応じた持続可能な都市構造への再構築（リノベーション）の方策と

して考えられているのが、「コンパクトシティ化」である。なかでもオレゴン州

最大都市であるポートランドは成功しており、周辺の豊かな自然を残しながら

都市機能を集中させ、職住遊の近接を実現させている。  

 この研修ではポートランド市開発局（PDC）で唯一の日本人職員で国際事業

開発オフィサーとして働いている山崎満広氏を訪問し、これからのまちづくり

についてディスカッションを行った。  

 

【山崎満広氏】  

1975 年東京都生まれ。95 年に渡米し、南ミシシッピ大

学で学士と修士号を取得。専攻は国際関係学と経済開

発。在学中、メキシコ、ユカタン大学へ留学。スペイン

語、中南米史、マヤ文明の考古学を専攻。その後、建設

会社、政府系経済開発機関やコンサルティング会社勤務

を経て、全米各地の政府機関とやり取りを通して、企業

誘致、貿易開発やまちづくりを現場で学ぶ。2012 年３月、

ポートランド開発局に入局。著書『ポートランド  世界一

住みたい街を作る』（学芸出版社）を刊行。  
山 崎  満 広 氏  



 

【ポートランド市の概要】  

ポートランドは、アメリカ合衆国オレゴン州北西部マルトノマ郡にある都市

で、同州最大の都市かつ同郡の郡庁所在地である。ポートランド市単独では人

口 60 万人程度、都市圏域ではポートランド市を中心に３市 25 郡で構成され、

オレゴン州の 390 万人あまりのうち 220 万人がこの地域に在住し、オレゴン州

の経済、産業の中心となっている。 

 

【ポートランド市の取組】 

ポートランド市は消費税０％であることや地中海性気候の温暖な気候、豊か

な自然に恵まれ、環境に配慮した自転車通勤・電気自動車の推進、地産地消の

食文化が定着し、「世界で最も住みやすい都市 １位」「全米で最も環境に優

しい都市 １位」「全米で最も持続可能な都市 １位」と多くのメディアの評

価も高い。こういったことを背景に世界的スポーツウェアメーカーのナイキと

アディダスが本社を置いている。 

コンパクトシティとは歩いていける範囲を生活圏として捉え、市街地の規模

を小さく保ち、コミュニティの再生や住みやすい街づくりを目指すもので、利

用する交通手段も自動車でなく公共交通や自転車が中心となっている。 

 ポートランド市  宮崎市  

面積  376.5 km² 643.7 km² 

人口  約 600,000 人  約 400,000 人  

人口密度  1,689.2 人/km² 621.4 人/km² 

 

オレゴン州  

ポートランド 



また、ポートランドでは街と

近郊都市とをつなぐ MAX（マッ

クス）と呼ばれるライトレール

やストリートカーと呼ばれる路

面電車も走っており、特に中心

部ではレンタル自転車が街中に

配置され、市内・近郊都市のほ

ぼ全域に気軽に行くことができ

る。  

 最近では、環境先進都市とし

ての取組にも熱心であり、サス

ティナブルデザイン（自然や人

への負荷を極力抑え、地球環境

をできるだけ維持し続けること

を考えたデザイン）が徹底され、

環境にやさしい建築物であるこ

とを示す LEED（世界的に認めら

れている環境に優しい建築を証

明するために定められたシステ

ム）が承認した建築物が、都心

部に多く建てられている。  

また、ポートランドの農業は、

市内にあまりなく郊外で営農し

ている。農地は政府によって守

られており、農業所得も高く、

農家の営農は安定している。そ

れとは別に住宅地に農地を借り

て、農作物をオーガニックで栽培しているアーバンファームという農業があり、

そこで栽培した農作物は地元のレストランなどに直接高値で売買している。また、

農家がパンフレットを配り、直接消費者と契約を結び、季節毎に新鮮で安全な農

作物を届けている。  

 

【ポートランド市開発局（PDC）の設立経緯と役割】  

 PDC は 1958 年に設立。50～60 年代の最も都市が荒廃し、車社会全盛の頃、ポ

ートランドを市民が暮らしやすく魅力的な都市に再生することをビジョンに市

 

 



の外部組織として発足した。PDC は、民間のデベロッパーと組んで長期的な都市

計画に立った土地の有効利用や空き地の再開発を積極的に行い、補助金や低金利

融資などを行っている。  

 

【どのように宮崎に活用できるか】  

本県内では自治体によって現

状と課題は様々だが、全体的に

若年層が他都市部へ流出し、高

齢化が進んでいる。まちづくり

では、若年層が少ないため多世

代での合意形成が困難である。

また、税収も減っていき財源的

にも厳しい状況の中、これから

継続的なまちづくりを実現する

にはどうするべきかが課題であ

る。  

ポートランドではまちの決め

事をするときは、まず市民の意

見を聞いている。住民と行政は

平等な立場にあり、合意形成の

際は住民、行政、事業者と大学

や病院などの公共機関の四者の

利害関係を分けて話し合ってい

る。行政の役割としては、住民

や業者の事業に対し立ちはだか

らず、後押しをしている。ま

た、まちが良い方向に進むので

あれば、予算確保や人員を出す

などしている。  

地方自治体は、新しい財源をどう確保するかという戦略をたて、その財源で

将来的に事業を計画的に実行しなければならない。  

現在、地方自治体は特性や実情、課題意識に基づいて、長期総合戦略など実

 

 



行的施策を展開しているが、今後の重要なキーワードはポートランドのように

「協働」ではないかと感じた。「協働」とは「行政と住民のそれぞれの主体性と

自発性のもと、お互いが特性を尊重し、対等な立場で共通の明確な目標を掲

げ、達成するために協力する」ということであり、これが「住民参加型まちづ

くり」の促進にとって大きな意義を持っている。このことを自治体職員一人ひ

とりが認識しておくことが必要であると感じた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



研修テーマ④  

『地域が主役のまちづくり』②  

ローカルファーストの取り組みについて  

 

《研修目的》  

 日本の農業を取り巻く情勢は、年々厳しさを増しており、農業生産額は 1984

年から 2010 年までで、30％減少している。また基幹的農業従事者は、2014 年の

時点で、168 万人で、平均年齢は 66 歳となっている。農業所得（農業純生産）は

減少の一途を辿っており、2011 年度には 1990 年度と比較して、約半分の３兆２

千億円となっており、農業所得は 20 年間で半減している。農業の新規就農者に

ついては、2010 年以降５万人台で推移しているが、新規就農者の３割は生活が不

安定であることから５年以内に離農してしまうのが現状である。このように、農

林水産業では、高齢化や新規就農者の不足により、担い手の減少が深刻となって

いるほか、安価な輸入農産物との競争にさらされている。また、今後も進む人口

減少と農産物の消費量の減少に対応するため、新たな販路の開拓や担い手の確保

が必要となっている。 

 また、地域社会の面においても、今後ますます少子高齢化が進み、自治体では

将来的に持続可能な社会の実現が課題となっている。そのような中、オレゴン州

ポートランド市では、人と人がつながり、地域の資源や文化、歴史を大切にし、

地域社会をみんなで支え合う、ローカルファーストという考え方が根付いている。

今回の視察では、ローカルファーストのひとつとなっている、ファーマーズマー

ケットや CSA（地域支援型農業）といった地域に密着した農業に関する取り組み

について学ぶ事を目的として研修を行った。 

 

【ファーマーズマーケットの概要】 

ポートランド市は、温暖な気候と、海や山、川などの豊かな自然に恵まれ、環

境に配慮した交通機関の推進や、地産地消の食文化が定着している。そのような

環境の中で、ポートランド市の農業は有機農業を中心に発展し、地産地消に重点

をおいた農業を展開している。ファーマーズマーケットの発祥は 1992 年に駐車

場の一画を借りて、13 軒の農家から始まった。ポートランドのファーマーズマー
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研修先  アメリカ合衆国 オレゴン州 ポートランド市  

ポートランド州立大学  

説明者  ユーエスエー コネクト：宮石 具朗 氏  



ケットは NPO 団体“Portland Farmers Market Association”が運営しており、

週６日、市内の 40 カ所の様々な場所で開催している。 

今回は、最も出店や来場者の数が多く、賑わっているポートランド州立大学の

ファーマーズマーケットで視察研修を行った。 

 

 

現在、120〜160 の出店者と２万人の地元住民が毎週土曜日、ポートランド州立

大学のキャンパスに集まっている。現地では、木々が立ち並んだ公園のような雰

囲気の中で、お祭りのような活気にあふれてい

た。 

ファーマーズマーケット会場には、白を基調

としたテントが立ち並び、各農家が栽培した、

色とりどりのオーガニック野菜や果物が所狭

しとディスプレイされていた。他にも、きのこ

類、花卉、魚介類の加工品や、ファーマーズマ

ーケット内で売っている食材を使った飲食店

もあるため、めずらしい食材を探したり、試食

をしたり、軽食を食べることができるなど、充

実した時間を提供する空間であった。 

運営の取組みとして、食材を使ったレシピ本

の製作をしたり、どの店舗でもカード決済がで

きるように整備したり、簡易 ATM を設置するな

ど、消費者が買い物をしやすい環境を整備する

ことで、マーケットの維持を行っているとのこ

とであった。 

 
簡易 ATM 

レシピ本  

ファーマーズマーケットの様子 



ファーマーズマーケット内を視察すると、日本の朝市とは違い、大量の農林水

産物が店舗に並んでいたのが印象的であった。日本であれば売れ残りをなるべく

少なくするため、その場で売り切れそうな量を持っていくが、ファーマーズマー

ケットに出店している農家では、売れなかった野菜をそのままスーパーに持って

いくことができる仕組みになっているため、売れ残りなどを気にする必要が無く、

新鮮な野菜を大量に並べることができるとのことであった。他にも、各テナント

で、ディスプレイにこだわりを持っていて、お洒落な箱や棚に野菜を並べたり、

色合いの違う野菜を使ってグラデーションにするなど、見た目にも美しい様相を

呈していた。 

             

 

【CSA（地域支援型農業）の概要】 

ファーマーズマーケットに参加している農家は、

大半が CSA（地域支援型農業）にも取り組んでいる。

CSA とは、食の「生産部門」と「消費部門」につい

て、直接的なかかわりを持たせることで、生産者と

それを支持する地域のコミュニティとの間に、強

いパートナーシップを持たせることを目的として

いる。 

 仕組みとしては、地域の消費者が、地域の農家

へ、一定期間分の代金を一括前払いで支払い、週に

数回程度の頻度で、農産物が定期的に農家から直

接届くシステムとなっている。農産物の引き渡し

方法はいろいろあるが、消費者が農家へ直接取 

りに行く場合と、引き渡し場所を決めて、農家が配達後、消費者が取りに行く手

法が主流である。その他にも、職場の仲間で申し込むことで、定期的に職場に野

CSA で届く野菜の例  

出店テナントの外観 



菜を届けてもらうこともできるとのことであった。ポートランドの CSA は The 

Portland Area CSA Coalition が運営しており、ネット上で好きな農場を選択し、

申し込むことが出来るようになっている。これにより、農家は営農の為の資金を

確保することができ、消費者はオーガニック野菜や季節に合わせた野菜を食べる

ことができるなど、生産者と消費者がお互いにメリットを持ちながら、地産地消

を活用した地域循環型農業の取組みである。日本においても、直売所による店頭

販売やインターネット販売による産地直送については取組みが進んでいるが、

CSA とは違い、農産物を購入時の代金決済となっており、購入は一過性であるた

め、農家に対する長期的な支援とはなっていない。 

CSA の利点としては、①地域の地産地消の意識を高めることができる。②安定

した販売先が確保できるので、安心して営農活動ができ、小規模農家を支援する

ことが出来る。③安全安心で新鮮な野菜を供給できる。④市場出荷では規格外と

なる農産物も、無駄なく消費される。⑤地域内の資源循環が図られるなどがあげ

られていた。 

 

【ファーマーズマーケット及び CSA の活用について】 

 現在、県内における農産物の販売は、直売所や道の駅などの委託販売が主流と

なっており、このような委託販売方式では、生産者と消費者が対面することがな

く、ローカルファーストの推進には繋がっていない。しかしながら、各自治体に

おける朝市やフェアなどにおいては、生産した農産物を自社ブランドとして販売

している農家も増えてきている。最近では、県が農業女子団体である『Hinata・

あぐりんぬ』を設立し、女性ならではの視点から地域農業のブランド力の強化や

地産地消の推進が期待されている。こうした動きが活発化してきている現在にお

いて、地域で収穫された新鮮でおいしい野菜を農家自身が消費者に提供するファ

ーマーズマーケットや CSA の取組みを推進することは、農家自身の生産意欲だけ

ではなく、地域コミュニティの形成に対する関わりや地域貢献意識を高めること

につながると考えられる。 

県内における有機農業の推進については、以前から綾町が地域をあげて取り組

んでおり、安全安心で美味しい野菜は、地元住民はもとより、周辺地域の消費者

からも高評化を得ている。綾町が取り組んでいる有機農業の推進は、今回視察し

たポートランドの農業と共通する部分が多く、地域に根差した農業として、近年

注目されている。生産された有機野菜は、現在、地元の直売所やＡコープ、スー

パーなどで販売されているが、こうした販売ルートに加え、ファーマーズマーケ

ットや CSA           を活用することにより、新たな販路拡大が図

られ、安定した収入源が確保されることで、農業者の経営安定化や新規参入者の



増加が図られるのではないだろうか。 

また、高齢化が進む農村においては、高齢者の一人暮らしも多く、周辺にスー

パーなどがない上に、交通の便も悪いため、日常の野菜の購入などもままならな

い状況にある。こうした状況の中、高齢者の買い物支援策として CSA を活用でき

るのではないだろうか。仕組みとしては、生産者が月々定額の申込みにより野菜

セットの注文を受け、地域内の集会所等を拠点として、消費者に野菜を引き渡す

ことで、新鮮な野菜を定期的に高齢者へ届けることができる。さらに、拠点まで

消費者が野菜を引き取りに来ることにより、人が集まることを通じて、拠点に人

と話をするコミュニティの場ができ、一人暮らしの孤独解消にも繋がると考えら

れる。 

 

【まとめ】 

 ファーマーズマーケットや CSA を地域に導入するにあたって、課題となるの

が、農作物の確保であると思う。本県農業は、恵まれた気象条件を生かし、豊か

な農産物が生産されているが、農産物の大多数がＪＡの系統出荷となっている。

これによって、生産者としては、地域一体となって産地を形成し、作物の出荷量

を確保することで安定した販売価格を確保しており、農家所得の安定が図られて

いるが、取扱い品目が絞られるため、各地域内で生産される農作物の種類数は少

ないと感じる。 

また、生産基盤の面でも、本県は中山間地域にある農村が大半を占めており、

農地が狭い上に高齢化が進んでいることから、小規模農家が多いため、農家 1 戸

が生産する農産物の生産量も少ない傾向にある。対策としては、国が進める集落

営農を中心に、１つの集落内でそれぞれの農家が小面積ながら多品目を生産する

ことで、集落を１農場と捉えることができ、それを取りまとめるシステムを構築

することができれば、中山間地域や高齢化が進む農村でも農作物の生産量を確保

でき、導入の可能性が見えてくるのではないだろうか。  

 今回研修した、ファーマーズマーケットや CSA の取組みについては、日本国内

でも注目され、少しずつ取り組みが増えてきているものの、これまでのＪＡの系

統出荷とは違い、個人販売ならではのリスクがあるため、あまり普及していない

のが実情である。その一方で、自ら生産したものを地域コミュニティの中で循環

させることは、元来の農業の姿であり、そこに、地域に根ざした担い手の確保や

地産地消の推進といった農業振興のひとつの方向性や、ローカルファーストとい

った地域の支え合いによる、持続可能なまちづくりに繋がっていくのではないか

と感じた。 

 



おわりに  

 

 私達第２班は、県内５市２町１村の職員９名と宮崎県市町村振興協会職員１名

の計 10 名で構成され、「カナダの医療から学ぶもの」「エリアリノベーション（地

域再開発）の核としての新しい手法による公園開発と管理について」「都市再生

の取り組みについて」「地域が主役のまちづくり（持続可能な地域振興）」の４つ

のテーマを視察の目的とし、カナダ、アメリカの２か国において、平成 28 年 10

月 16 日（日）～平成 28 年 10 月 23 日（日）までの８日間、海外派遣研修を行い

ました。 

 ５月 26 日（木）から始り、第１回事前研修では、各市町村の代表としてそれ

ぞれが持ち寄った地域振興に関する政策課題や、目標とする研修テーマに沿った

事例の先進地となる希望訪問先についてプレゼンテーションを行い、個別の研修

テーマや訪問先にあわせて班編成を行いました。 

第２回事前研修では、第２班内でそれぞれのテーマや訪問先を希望するにあた

って、自治体が抱える課題や、訪問先でどういったことを学びたいかについて議

論をしました。しかし、すべての希望訪問先を行程に組み込むと移動距離が長く

なってしまうため、希望訪問先の変更も含めた協議を行い、最終的に、希望訪問

都市をカナダで１箇所、アメリカで２箇所に絞って、研修先を調査し、旅行会社

に行程を組んでもらうための仕様書を作成しました。旅行会社のコンペティショ

ンでは、限られた予算の中で、旅行会社の創意工夫により研修行程も班員全員が

納得いく提案がありました。旅行会社決定後は、研修の受け入れ先がなかなか決

まらないなどの問題もありましたが、研修テーマに関する情報収集や質問書の作

成を行いながら、充実した事前研修を行う事ができました。 

 10 月 16 日（日）からの研修期間中は、宮崎空港からトロント市のホテルに着

くまで、飛行機での移動時間が長い上に、時差による体調不良が心配されました

が、研修終了後まで、それぞれが体調管理に気をつけることで、概ね順調に研修

行程を終えることができました。 

 研修を振り返ると、第１研修先であるカナダのトロント市では、カナダの医療

制度について、ホームドクター制度と障がい児支援制度を学んできました。カナ

ダでも過疎地における医師不足は問題となっており、医師の確保や育成が課題と

なっていました。そのような中、複数のホームドクターでクリニックを運営する

ことにより、医師の負担軽減がなされていたり、専門医がクリニックに赴いて、

診療を行うことで、病院での待ち時間短縮を図るなどの対策が取られていました。 

障がい児支援については、早期発見と早期療育と専門チームの養成及び連携の

仕組みづくりが大切であると感じました。 



 第２研修先であるアメリカのニューヨーク市では、エリアリノベーションと公

園管理及び都市再生について研修を行いました。研修した各運営団体とも、自分

たちの持つ特性や特長を認識し、いかにして、市民や利用者に愛着を持ってもら

うかを柔軟に考え、長期的な運営計画を持って管理をされていました。 

第３研修先であるアメリカのポートランド市では、まちづくりとローカルファ

ーストについて研修を行いました。研修先では、ポートランドの開発局で実際に

働いている、日本人の山崎満広氏に出迎えていただき、日本とポートランドのま

ちづくりについて、ディスカッションをしながら、現状の課題や今後の方向性に

ついて掘り下げて行くことができました。ファーマーズマーケットにおいては、

地元で収穫された新鮮で美味しい野菜を販売するだけではなく、来場者が五感で

楽しめるような雰囲気づくりも大切であると感じました。 

研修全体を通して感じたことは、実際に現地で話を聞いたり、目で見たり、肌

で感じたことは、私たちが事前に調査した内容や考えとは大きく違う部分もあり、

先進地ならではの考え方や課題についても知ることができました。一番強く感じ

たことは、都市計画やまちづくりを推進するにあたり、日本の行政主導型とは違

い、どの研修先においても、行政と市民と企業がお互いの立場を尊重し、長い時

間をかけて話し合いを重ねた結果や結論に基づいて、政策や施策を計画している

ため、それぞれのスキルを生かして協働が行われており、相互の信頼関係が築か

れているように感じました。これは、私たち自治体職員にとっても、これから仕

事をしていく上で、市民や企業に対してどうアプローチして行くべきかを考えさ

せられる研修となりました。 

今回、海外派遣研修に参加したメンバーは、各自治体の代表であり、自分たち

の自治体が抱えている課題を認識し、課題解決や新たな施策展開に向けたチャレ

ンジ意欲を持って参加していました。研修期間全体を通して互いに刺激を受け、

学んだことを力とし、これから各自治体に帰って、さらなる躍進を遂げることと

信じています。 

 最後に、今回の研修を最後までご指導いただいた宮崎県市町村振興協会の皆様、

研修先に関する調整や研修期間中のガイドにご尽力いただいた旅行代理店の皆

様、他にも大勢の関係者の方々に深く感謝申し上げて、平成 28 年度海外派遣研

修第２班の報告とさせて頂きます。 

 


