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人口減少都市における低密度化した居住地区の安定化施策に関する研究
－米国オハイオ州ヤングスタウン市の近隣計画とシャロンライン地区廃止プロジェクトを事例として－

A study on the methodology of community stabilization in low-density residential area of depopulation city
: Case study of Neighborhood planning and Sharon-Line Decommission Project in Youngstown, OH
矢吹剣一*・黒瀬武史**・新妻直人*
Kenichi YABUKI *･Takefumi KUROSE**･Naoto NIIZUMA*
The city of Youngstown, Ohio formulated an innovative master plan named Youngstown 2010 in 2005.
After the master plan was created, the policy of the city shifted to implementation phase. CDCs, named
Youngstown Neighborhood Development Corporation(YNDC) and Mahoning County Land
Reutilization Corporation (Mahoning County Land Bank), as well as new zoning code ordinance were
developed as implementation tools of the masterplan. A lot of stakeholders are focusing on the target
area segmented by the market analysis report. And they have been emphasizing the neighborhood scale
planning. The city government has started the decommission project at Sharon-Line area in the
eastside of the city. So far it appears to be effective, but a vision that enables neighborhood to imagine
the future environment and supports to leverage the capacity is considered needed.
Keywords:
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1. はじめに

1-2. 既往研究と本研究の位置付け

1-1. 背景と目的

本研究に関係が深い既往研究としてはヤングスタウン市を服

人口減少下で増加する空き家・空き地問題が我が国でも深刻化

米国の人口減少都市５都市における都市計画をレビューした

している。そうした低未利用地やそれらが集積する地区に対して

Hackworth(2016)による研究１）や Youngstown2010 を概観した矢作

適切な対処を講じながら、効率的な都市経営に向けた都市の規模

総合計画の策定経緯や他都市との比較に関す
(2008)による報告 2）、

適正化（Right-sizing）を進めるための計画論が求められている。

る Dewar(2013)らによる研究 3）、Rhodes ら(2013)による総合計画計

ラストベルト地帯と呼ばれる米国中西部の地域に位置する脱

画の影響の分析４）、総合計画の策定過程に関する Hollander ら
5）

工業化都市は、1900 年代後半からの製造業の衰退に伴い急速な人

(2011)による研究

口減少を経験した。それに伴い発生した空き家や空き地、それら

総合計画の内容に関するものであり、その実践（implementation）

などが存在する。しかし、これらはいずれも

が集積する空洞化地区において、外部経済問題による住環境の悪

については扱っていない。またオハイオ州におけるランドバンク

化、治安悪化や公共サービスの縮減等の諸課題に直面してきた。

事業に着目した前根ら(2012)6）や平ら(2015)7）の研究では、財源や

オハイオ州ヤングスタウン市において 2005 年に策定された新

活事業に関しては報告があるが、都市計画や空間戦略との関係性

総合計画「Youngstown2010」は、その計画内において米国で初め

や調整ついては明らかになっていない。本研究は、総合計画後の

て規模適正化を提唱した計画であり、その後ラストベルト地帯の

実践過程における各種主体の活動やその連携、戦略性に着目する。

（１）

他都市の都市計画や政策へ大きな影響を与えることとなった

。

1-3. 本研究の方法
本研究では行政職員及びランドバンク、CDCs、シャロンライン

本研究は総合計画策定以降のヤングスタウン市の都市計画の

地区で活動する住民組織へのインタビュー調査を実施した（３）。

動向に着目し、土地利用規制の改訂や総合計画の実践を担うラン
ドバンクや CDCs（２）等の関係主体の活動を明らかにすることで、
計画の実践状況や計画手法の特徴を把握することを目的とする。
また、2014 年から市北東部地区のシャロンライン地区等を対象

2. ヤングスタウン市の縮退型総合計画
2-1. ヤングスタウン市の概要

として実施されている公共サービス（道路・上下水道）の廃止事

ヤングスタウン市はオハイオ州東部に位置するマホニング郡の

業「シャロンライン地区廃止プロジェクト（Sharon-Line

郡庁所在地であり、かつては鉄鋼業で繁栄した都市である。最盛

Decommission Project）
」に着目し、特定地区を対象とした公共サー

期の 1930 年の人口は約 170,000 人であったが、2010 年時点で人

ビスの廃止事業の効果と課題も把握する。

口約 67,000 人の都市である。1970 年代以降の産業構造の転換に

表-1 ヤングスタウン市の人口の推移（U.S. Census Bureau データより作成）
年

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

人口

79,066

132,358

170,002

167,720

168,330

166,689

139,788

115,427

95,787

82,026

66,982

*

正会員・東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻( Graduate School of Engineering, The University of Tokyo)

**

正会員・九州大学大学院人間環境学研究院都市・建築学部門(Faculty of Human-Environment Studies, Kyushu University)

- 72 -

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.16, 2017 年 5 月
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.16, May, 2017

伴い鉄鋼業が衰退し、市の人口も減少した。人口減少に伴い、市

（20 万ドル）の獲得を契機として 1969 年以来改訂されていなか

街地には空き家や空き地が増加し、住環境や治安の悪化、公共サ

った土地利用規制（ゾーニングコード）の改訂に着手し、2013 年

ービスの維持が深刻な問題となっていた。

にそれを完了している。土地利用規制の改訂にあたっては、衰退

2-2.新総合計画 Youngstown2010 の策定

した都市全体を再編するためのツールとして、新たなオーバーレ

ヤングスタウン市の新総合計画の改訂は 2002 年から開始され

この土地利用規制の中でLimited Service
イ地区を新設している（５）。

た。当時の総合計画は 1951 年に策定され、1974 年に改定された

Overlay（以下 LSO）地区が新設されている。LSO 地区は原則的に

ものであり再４）、目標人口を約 20〜25 万人とした都市成長を前提

商業用農地としての利用をのみ認めるものである（表 2）
。市の職

とした計画であった。新総合計画はヤングスタウン市とヤングス

（後
員へのインタビュー（６）によるとLSO 地区は市内の空洞化地区

タウン州立大学（YSU）や複数のボランティアの協力によって計

述するシャロンライン地区など）への将来的な適用は考えている

画され、その計画チームには後に市長となる Jay Williams 氏（当

ものの、現段階で直ぐ使用することは考えておらず、将来的に役

時はコミュニティ開発局所属）らが主導して計画を検討した。当

立てるツールであるという認識であった。また、ベースゾーニン

該計画では、住宅及び商業地の規模（面積）の縮小を打ち出すと

グの変更でなくオーバーレイ条例を活用した理由としては、助成

共に、インダストリアル・グリーン(industrial green)と呼ばれる、環

金の支援の期間内に策定するという要件の中で市民に大きな影

境負荷が少ない新産業用地の立地を念頭に置いた新たな将来土

響を与えることを市が懸念したために、ベースゾーニングに規制

地利用計画を提示した（図 1）
。

を重ねるオーバーレイ条例という手法を採用した。
なお、前述の Williams 氏は 2011 年に退任し、新市長に Charles
Sammarone 氏が就任した。Sammarone 氏は Youngstown2010 を踏
襲した都市政策を望まなかったことから、行政組織の内部につい

②

ては総合計画の実践という部分が希薄になるものの再（４）、外部組
織の YNDC 及び MCLB が地区の安定化を推進している。
表-2 LSO 地区の規制内容 9）より作成

①

図-1 Youngstown2010 の将来土地利用図 8)に筆者加筆
総合計画に関する既往研究は多く存在再１）〜再５）しており、
Youngstown2010 は米国中西部の脱工業化都市を中心に世界へ大
きな影響を与えたが、あくまでも法的な拘束力を持たない総合計
画（枠組み）としてのものであり、その実現手段は乏しかった。
しかし、2006 年に前述の Williams 氏が市長へ就任して以降、
Youngstown2010 に基づいた実践（implementation）手段の整備へ取
り掛かり、2009 年に主要な役割を果たすこととなる CDCs である
Youngstown Neighborhood Development Corporation（以下 YNDC）

項目
内容
目的 ・行政が市内の公的サービスを削減すべき地区や、重要な投資や再
投資が推奨されない地区を指定できるようにすること。
・LSO 地区は市の他地区に比して空地が多く公共サービスコストが
かかり、追加的な公共サービスやインフラ等への投資額が（経済
開発等の）投資の利益を超える地区への適用を意図している。
基準 ・許容用途表の規定に関わらず市は、ベースゾーン街区(base zone
district)において条件付き許可とされた用途を承認しない。
・許容用途表の規定に関わらず市は、ベースゾーン街区(base zone
district)において商業目的農業や動物関連（家畜等）の使用を除き、
許可された使用を承認しない。
・許容用途表の規定に関わらず市は、警察や消防、道路の建設や維
持等のサービスを発生させる土地利用に対して許可を行わない。
・市は、住戸建設や非住宅用途の建物の建設を可能とするような土
地の分筆（細分化）を承認しない。
・市は、LSO 地区内の開発において税制上の優遇措置（タックスク
レジット等）の使用を承認しない。
・市は地区内において警察や消防、道路の建設や維持等のサービス
の費用を増加させる開発を支援する公的な助成については応募・
承認をしない。
※救済事項（上記基準を適用除外する要件）も記載している

3-2. ヤングスタウン近隣開発公社の設立と活動

を The Raymond John Wean 財団と協力し立ち上げた。これは、市

ヤングスタウン近隣開発公社（Youngstown Neighborhood

の財政基盤の悪化に伴い、市としての活動に限界がある点や、慈

Development Corporation、以下 YNDC）は 2009 年に設立された

善財団からの資金の受け皿としては、行政以外の組織の方が一般

CDCs であり、Youngstown2010 計画の実行を担う主要組織の 1 つ

的に受けやすいという理由による（４）。また、その後マホニング郡

として設立された。YNDC は 13 名のスタッフから構成される。

を基盤とするランドバンクである Mahoning County Land Bank（以

主要事業は住宅の改修・販売、空地活用、計画の立案等である 10）。

下 MCLB）も設立された。総合計画策定後の市の計画部局の動き

YNDC には都市計画を専門とするスタッフが 3 名在籍し、計画立

と、民間組織の活動及び連携に関して次章以降で記述する。

案を担当している。YNDC の活動の指針となっているのが、ヤン
グスタウン州立大学と協働して作成した市場分析レポートであ

3. 総合計画策定以降の動き

る。
当該レポートは市内の各地区の市場性を10種類の指標
（表3）

3-1. ヤングスタウン市による土地利用規制の改訂

に基づき評価したものである（各項目は１〜５段階で評価）
。

ヤングスタウン市では、オハイオ州住宅金融局からの助成金
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表-3 市場分析の指標 11）より筆者作成

や住民からの意見収集を実施した上で、地区において悪影響を及

①空き家率 / ②住宅ローン購入率 / ③住宅売却率 / ④売却額の中央
値 / ⑤住宅所有率 / ⑥住宅所有率の変化（20 年間）/ ⑦警察通報件数
（率）/ ⑧貧困率 / ⑨人口減少率（20 年間） / ⑩税滞納物件数

ぼす要素などを特定し除却やコード執行を通して住環境の改善
や安定化を図る行動計画である。
②Acquisition Strategy Area（ASA）
：ASA（図 3 中橙の地区）は、
重要な資源（重要施設や主要な工場立地地区）に隣接する市場性
の低い地区を対象としており、空き地や税滞納物件を市などが取
得し、経済開発用地や保全緑地等として土地利用転換を推奨する
計画である。
③Asset-based Micro Plan（ABMP）
：ABMP（図 3 中赤斜線丸）は
②同様、市場性の低い地区（図 2 中橙または紫）を対象としてお
り、現況分析に基づきながら、教会や学校等の地区の資源を中心
とし、その周辺の安定化を図る計画である。
YNDC は、大学と連携しながら客観的な指標（データ）に基づ
き市内各地区の市場性を分析することで、まだ潜在的に市場性が
ある地区（図 2 中緑及び黄色の地区）を明らかにするとともに、
それらの地区に対する優先的な投資（空き家の改修・売却、草刈

図-2

りや廃棄物除去などの美化活動などの事業による住環境の改善）

市場分析図 11）に筆者加筆

を実施することを基本的な戦略としている。それらの地区は
当レポートは市場分析の結果から、各地区の市場性を安定的

Tipping Point Neighborhood（=転換点にある地区）と呼ばれ、YNDC

(stable)/機能的（functional）/限定的(constrained)/弱い(weak)/非常に弱

は住環境の改善を通して安定化させ、市場性の低い荒廃した地区

い(extremely weak)の 5 段階に分類している（図 2）
。YNDC は主要

（図2中橙及び紫の地区）
からの人々の移住を推進している再（４）。

事業に加えて、近隣単位での計画(Neighborhood Plan)策定の支援を

また、YNDC はそうした主要事業に加え、前述の通り３種類の

実施しており、エグゼクティブディレクターの Ian Beniston 氏に

近隣計画を策定しているが、特筆すべきは市場性が低く深刻な荒

よれば、Youngstown2010 等の総合計画の策定以降、全体的なアプ

廃に直面している地区も対象として近隣計画の策定を実施して

ローチよりも近隣単位での計画（近隣計画、Neighborhood Plan）を

いる点である。こうした市場性の低い地区についても計画立案を

重視した活動を展開している。YNDC が計画立案を実施している

実施している背景としては、
「荒廃が進んだ地区であっても居住

近隣計画は 1)住宅と財産、2) インフラ修繕と維持、3)犯罪と治安、

環境としては最低限環境が整った地区へ居住する必要がある」と

4)経済開発の 4 点を重点項目として設定して、地区の環境改善や

いう考え方に基づいている再（４）。投資や移住等を積極的に促進す

安定化を目指すものであり、以下の通り３種類存在する（図 3）
。

る地区ではないが、美化活動等を実施することで、その地区に居
住する生活の質の向上を図ることを目的としている。
また、YNDC はこうした近隣計画を重視はしているものの、そ
の基盤となる計画としてはヤングスタウン 2010 が唯一の計画で
あり、近隣計画の下敷きとして総合計画が存在しているという認
識であった再（４）。
3-3. ランドバンクの設立と活動
マホニング郡ランドバンク（Mahoning County Land Bank）は、
2011 年に設立されたランドバンクであり、正式名称は Mahoning
County Land Reutilization Corporation である。非営利組織であるた
め、公的な権限は持たないものの、土地の寄付の受け付けや、建
物の修復、荒廃した物件の除却、土地の統合等を実施しており、
中でも空地の隣接所有者への売却事業であるサイドロット事業
を積極的に実施している主体である。ヤングスタウン市には市の

図-3

ランドバンク組織も存在しており、2 つのランドバンクで遊休地

近隣計画の戦略エリア 12）より

や税滞納物件の対応にあたっている。
3-4. ランドバンクと YNDC の協働

①Neighborhood action plan（NAP）
：NAP（図 3 中緑の地区で展開）
は、主に市場が機能している地区（図 2 中青、緑または黄色等の

MCLB の活動は YNDC と密接に関連しており、前述の市場分

地区）を対象としており、居住の現況分析（人口や歴史、資源等）

析レポートにおける地区の市場性の分析結果と YNDC からの助
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言に基づき活動を実施している。例えば、MCLB が実施する空き

工場建設予定地の物件の取得に当たっては、地区内の税滞納物

家の除却事業に関しても、前述の Tipping Point Neighborhood にお

件についてはランドバンクが取得し、土地所有者については市が

いて YNDC が調査して除却を推薦する物件（1 回あたり 10 件程

不動産を買い上げると共に、居住者の移転について補償する計画

度）に対して MCLB が除却事業を行っている（７）。

である 13）。当該地区のゾーニングは現在居住用途であるが、当該

一方で、当該レポートにおいて市場が機能しない（非常に弱い）

地区は Youngstown2010 においてインダストリアル・グリーン（IG

地区とされた地区（図 2 の橙及び紫）については、草刈りや荒廃

地区、環境への負荷が少ない新産業用途）地区に指定されている

除去などの最低限の美化活動は実施するものの、移住等を誘導す

ことから、将来的な土地地区規制の見直しを前提として IG 地区

る施策は実施していない。市及び MCLB、YNDC の共通の見解と

相当の敷地基準で開発を進めている再 13）。なお、当該開発では約

しては、そうした市場が機能しない地区については、地価も低く、

250 人の雇用創出が予定されている 14)。

滞納物件も多い。そうした地区の個々の宅地について再市場化
（税支払い能力のある所有者への売却等）を実施し、年間 2〜3 ド
ル程度の不動産税を回収するよりも、土地の統合を実施するなど
して経済開発用地などの生産性の高い土地利用に転換する、また
は自然的土地利用（湿地や森林）へ回帰させる方がより市の財政
改善の観点からは効果的であるという認識である再（６）。
従って、そうした市場性の低い地区では、サイドロット事業な
図-5 完成イメージ 14）より

どで積極的に隣地の土地所有者への売却は実施していない再（７）。

写真-1 現況（建設中/筆者撮影）

そうした生産性の高い土地利用への転換事例としては、ダウン
タウン東部に位置するニアイーストサイド近隣開発地区

4. シャロンライン地区廃止プロジェクト

（NENRA: Near Eastside Neighborhood Renewal Area/図 1 中赤枠①）

4-1. シャロンライン地区の概要とプロジェクトの経緯

で工場開発事業が挙げられる。当該地区は荒廃した空き家が多く

シャロンライン地区は（図１中赤枠②）
、ヤングスタウン市から

残る地区であり、21 エーカー（約 8.5ha）の地区に個人所有の 11

ペンシルベニア州のシャロン市へ至るストリートカー（1900-1939）

件の居宅と MCLB が所有する 8 件の住宅（空き家）
、129 区画の

が走っていたことからその名前がついた地区であり、宅地は 1920

空き地が立地する状況であった。この事業は高速道路のランプに

年代に造成された。当該地区は当時の人口増加とダウンタウンと

近接するという比較的競争力の高い立地特性を活かし、ヤングス

近接自治体であるハバード市を結ぶ高速道路（ハバードエクスプ

タウン市及び市のランドバンクと MCLB が土地を取得し、
工業用

レス）の計画に基づき開発された宅地である。しかし、高速道路

地（缶工場）として土地利用転換を推進するものである。

の建設も頓挫し、また市の予測とは異なり住宅建設がなされずに
住民がまばらに住む低密居住地区として現在まで残っている状
況である。当該地区は長い間荒廃に悩まされており、特に不法投
棄の問題が深刻であった。不法投棄は住環境を低下させていただ
けでなく、市がそれらを撤去していたため、財政面から見ても重
大な問題であった。2013 年より市長に就任した John McNally IV
氏はこの問題に着目し、当該地区の居住者の存在しない通りを通
行止めにし、上下水道を撤去するプロジェクトを開始するととも
に、
これを Youngstown2010 の実践事業の一つとして位置づけた。
4-2. シャロンライン地区廃止プロジェクトの概要
地区廃止プロジェクトは、2014 年に開始された事業であるが。
2009 年の段階でヤングスタウン州立大学都市・地域センターがま
とめた調査レポート

15）

において、当該地区の数カ所が湿地

（wetland）を保持していることを明らかとしており、住宅地に不
向きであるため市も当該地区を湿地に転換させることを提案し
ている（８）。当該事業の基本的な内容としては、地区の居住者と空
き家の分布に基づき、通行止めに出来る道路からガードレールを
設置するとともに、上下水道等の埋設インフラを除去している。
これは不法投棄を防止すると共に、宅地や道路から市の下水道シ
ステムへの雨水の流入を防ぎ、水処理のコストも低減するという
狙いもある（グリーンインフラ化）
。当該プロジェクト対象地区は
シャロンライン地区の 90 エーカー（約 36ha）であり、総事業費
図-4

NENRA 地区のランドバンク所有物件の分布 13)に筆者加筆

は 431,550 ドルである（９）。市の検討によると、約 20 マイルの道
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路及び埋設インフラについて、通行止めに出来るという試算され

比較的狭い宅地が多く、また空き地も多く存在する状況であるに

ており、実際に通行止めが開始されている（写真 2 及び 3）
。

も関わらず、隣地購入が出来ないという意見も聞かれた再(10）。当該
地区では YNDC による ABMP の検討が 2017 年 5 月から開始さ
れており、今後詳細な改善計画が検討される予定である。
5. まとめと課題
オハイオ州ヤングスタン市で2005 年に策定された総合計画
「ヤ
ングスタウン 2010」は、米国で初めて都市の規模適正化を標榜し
た計画であり、米国中西部の脱工業化都市のその後の都市計画へ

写真-2 通行止めの道路

写真-3 上下水道の撤去跡

(筆者撮影)

大きな影響を与えた。しかし、ビジョンとしての総合計画は革新

(筆者撮影)

的であったものの、その実践手段が不足していたことから、市は
実践主体としての CDCs である YNDC やランドバンクである

4-3. プロジェクトの効果

MCLB を組織し、行政と民間組織の連携の下で総合計画に基づい

住民組織へのヒアリングでは、道路の通行を廃止したことによ

た事業を推進している。市長交代などの影響を受けたものの、

り、完全には無くなっていないものの、不法投棄が減少したとい

YNDC を中心として全市的な計画から近隣単位での計画と実践

(10）

う情報が得られた 。それに加え、YNDC 等が実施する草刈りな

へと着眼点を変え、市場分析に基づく客観的な地区の優先順位付

どの美化活動により居住環境は改善されていると実感している

けと、戦略的な地区活性化・環境改善活動により地区の安定化が

意見が得られた。一方で、当該地区では経済開発を望む声が存在

着実に進められていることが判明した。また、事業主導型ではあ

し、当該地区に新規の工場開発（3-4）の誘致を望んでいた。また、

るが、総合計画で提唱されていた工場誘致等による空洞化地区の

経済開発（雇用創出）のためであれば、移住などもやむを得ない

生産性の高い土地利用への転用も市とランドバンクの協働によ

が、地区を湿地に戻すという市の提案に対しては移住する気がな

り実現しつつあることが判明した。

再(10）

いという意見が聞かれた

。また、住民に隣地（サイドロット）

一方で、ヤングスタウン市は荒廃の深刻な空洞化地区であるシ

の取得意向がある場合でも MCLB からの購入が制限されており、

ャロンライン地区に着目し、公共サービス（道路・上下水道）の

図-6 シャロンライン地区廃止プロジェクトの計画図 18)に筆者加筆
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廃止事業を開始した。当該地区の主たる課題であった不法投棄の
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