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As a beginning of this study, I define the methods that a region can plan by self (Regional Initiative Planning 
Approach) in terms of concepts such as citizen participations, public involvement and agreement form, etc.  
Secondly, roles and establishing conditions of Non-Governmental Organizations (NGO), which carry out Regional 
Initiative Planning Approach, will be explained by referring the examples in our country and abroad.  Then Regional 
Initiative Planning Approach will be evaluated through comparing and examining existing transportation plans.  
This study goal is showing the way of designing Regional Initiative Planning Approach from the above investigations 
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１．はじめに 
都市計画・交通計画において、近年、市民との関わりの中で計

画を進めていくプロセスが注目されてきており、全国各地の都市

計画マスタープランにおける市民参加、道路計画にかかわる合意

形成、アメリカにおける官民のパートナーシップによるまちづく

り、パブリックインボルブメント等が例としてあげられる。これ

らはいずれも、計画策定プロセスにおける行政と行政以外の計画

関連主体の関わり方に着目したものであり、多くの研究や報告に

おいて、各々の視点からねらいや目的、さまざまな主体の具体的

関わり方、およびその成果について検討が進められてきている。 
また、地元の実情を反映したまちづくりに対する要請等から、

非営利・非政府で市民の自発的な意思に基づき公益活動を行う市

民活動団体である、非営利組織（NPO: Non-profit Organization）の
まちづくりにおけるあり方や役割について研究が進められてお

り、特定非営利活動促進法の成立（1998.3.19）に伴い、今後、こ
のような行政に属さない非行政組織による活動が、ますます活発

になるものと考えられる。同様に、開発問題、人権問題、環境問

題、平和問題等の解決に非営利・非政府の立場から取り組む市民

主導の非政府組織（NGO: Non-governmental Organization）も活動
を活発化させている。 
このように、都市計画・交通計画に関連する行政以外の組織に

よる計画策定プロセスが研究されているとともに、行政以外の組

織の活動について研究が進められており、今後も、行政以外の組

織の都市計画・交通計画への適用性について研究されることが望

まれる。 
本研究においては、先ず、市民参加、合意形成、パブリック

インボルブメント等の一連の概念との関係において、地域が自ら

計画を発案する手法（地域発案型アプローチ）を位置づける。次

に、交通計画において、海外や我が国の事例を通じ地域発案型ア

プローチの担い手としての非行政組織の役割と成立条件につい

て明らかにする。３つめに、交通計画事例を比較分析することに

より、地域発案型アプローチの評価を行う。以上より、交通計画

における地域発案型アプローチのあり方を示すことを目的とす

る。 
 
２．地域発案型アプローチの位置づけと役割の提示 1) 

(1)地域発案型アプローチの位置づけ 

1)交通計画における市民等との関わりの概念 
近年、市民参加、合意形成、PI（パブリックインボルブメント）
等の新しい計画の概念が生まれてきている。これらの概念を整理

することにより、交通計画プロセスにおける行政と市民の関わり

方が計画上の重要な論点となっており、海外においては交通計画

へ市民が関わるルールが明確になっていることを把握した。更に､

これら概念は、交通計画においては我が国、海外とも行政側を主

体とした概念であるが、都市計画分野においては、地域が計画を

発意するまちづくり・都市計画の概念 2)が存在することが示され

ている。そのため、我が国の交通計画において、市民等を主体と

した計画プロセスを位置づける意義が存在すると考えられる。 
2)地域発案型アプローチの位置づけ 
本研究では、計画の初期の段階において能動的に関わることが、

後の計画プロセスあるいは計画実現後に大きな影響を与えると

仮定し、そのようなアプローチを「地域発案型アプローチ」とし

て区別し位置づけた。 
地域発案型アプローチにおける「地域」とは、地元に根ざした

活動、行為を行っている主体であり、かつ地元の問題を認識して

いる主体とした。具体的には市民団体等の組織、NPO 法人等の
非営利組織、交通事業者、地元コンサルタント、大学等の教育・

研究機関、地元自治会等である。本研究においては、このうち市

民団体等の組織、NPO 法人等の非営利組織に着目し、分析する
こととした。 
地域発案型アプローチとは、「地元に含まれる主体が自ら能動

的に発案し、行政とその他の関係主体に働きかけて発案内容の実
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現を図る行動とプロセス」と定義した。ここで「能動的」とは、

政策責任主体が作成した計画案に対し、単に意見を提示するので

はなく、計画の初期段階から意見の提示や計画案の提示を行い、

政策責任主体に働きかけるものとした（図－１）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－１ 地域の関わり方のイメージ 
 
従来の交通計画プロセスの多くは行政が主導的立場に立ち、問

題認識・整理、計画案作成等を行っていくものであった。これに

対し地域発案型アプローチは、計画の初期段階から地域が能動的

に関わっていくものである。交通計画分野においては、現状では

このような地域発案型アプローチに合致する事例は少ないと考

えられるが、本研究では従来の行政主導の交通計画プロセスと地

域発案型アプローチの計画プロセス例を示し、計画プロセス上に

おける計画責任主体と地域の関わり方について整理を試みた。 
計画プロセスの各段階における市民等の計画との関わりに着

目するため、計画プロセスを、１）問題認識・整理、２）計画案

作成、３）計画案検討、４）計画案決定という４つの段階に分け

て整理するものとする。このうち計画の初期段階とは、１）問題

認識・整理、２）計画案作成の段階を指すものとする。また、計

画プロセス上の地域と計画責任主体の関わり方は、「行政主導」、

「中位」、「地域主導」の３つに分類した。図－２に計画プロセス

における地域の関わり方のイメージを示した。a)は通常の都市計
画道路、b)都市計画マスタープラン、c)道路整備五ヵ年計画のプ
ロセスの例示である。これに対し、より計画の初期段階より能動

的に地域が関わる計画プロセスd)、e)が地域発案型アプローチの
事例に該当する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図－２ 計画プロセスにおける地域の関わり方のイメージ 

(2)地域発案型アプローチの役割 

1)地域発案型アプローチの特色 
地域発案型アプローチの特色として、①地域から発案される計

画は地元の実情が反映されやすい、②地元の実情を反映した計画

は市民等から受け容れられやすい、③市民等に受け容れられた計

画は円滑に進む、④状況に応じた変更が受け容れられ易い、⑤上

位計画・関連計画への受け容れられやすくなるの５つを仮説とし

て設定し、ケーススタディを通じその特色について分析した。 
ケーススタディの対象としたのは、市民等が能動的に関わった

事例として地区内バス輸送計画（千葉市）、受動的な関わりであ

る都市モノレール計画（那覇市）であり、計画プロセスを計画関

連主体の関わり方に着目しながら年次別に整理し分析した。 
その結果、地域発案型アプローチは、決して目新しいものでは

なくむしろ従来からある方法の一種であり、交通計画手法の全体

を変化させるものではないが、計画対象範囲、計画内容により５

つの特色がみられることがわかった。 
2)地域発案型アプローチの役割 
地域発案型アプローチは、従来の計画プロセスにおいて、計画

内容が地元の実情に合っていない場合がある、市民等に受け容れ

られない場合がある、計画が遅延したり凍結される場合がある、

状況が変化しても計画内容が変更されない場合がある、上位計

画・関連計画に反映されない場合があるといった、問題点を緩和

できる可能性を示した。 
地域発案型アプローチの「地域」として相応しい組織について

は３章、地域発案型アプローチの役割を発揮できる計画種類や計

画範囲については４章にて分析することとした。 
 
３．地域発案型アプローチにおける非行政組織の役割と成立性に

関する分析 

(1)非行政組織の役割に関する分析 3) 
地域発案型アプローチの「地域」は、地元に根ざした活動、行

為を行っている主体であり、地元の問題を認識している主体とし

た。このうち、行政の一部局ではなく、交通計画のプランニング

能力を有し、基本的には営利を目的としない組織を本研究では

「非行政組織」として定義した。 
本研究では、交通計画における非行政組織の活動内容や活動方

法は、財源や人材等の行政からの距離に影響を受け、その結果と

して行政への影響力や役割に結実していると考えた。そこで、我

が国および海外の特徴的な非行政組織を対象に、行政との距離の

とり方（財源面、人材面）と提案・成果物の行政への影響力の２ 
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図－３ 非行政組織の整理 
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つの軸に基づいて国内外の非行政組織を分析した。海外において

は、ブラジル・クリチバ市の IPPUC(ｲﾌﾟｰｷ，Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano de Curitiba，英：The Institute for Research and 
Urban Planning of Curitiba)とアメリカ・ニューヨーク都市圏の
RPA(Regional Plan Association)を対象とした。 
我が国の組織と海外の組織を比較することにより、非行政組織

には、地域発案型アプローチの担い手としての役割が期待でき、

それら組織は、①行政への影響力の大きい非行政組織は、情報公

開等により活動の合理性、客観性、中立性の向上に努力している、

②行政との適切な距離を保っている、③実績の積重ねがあり、特

に海外事例においてその特性がみられることが明らかになった。 
我が国においては、行政から財源面あるいは人材面で行政と距

離をおいた組織の計画・提案が行政の計画に対し影響を及ぼす事

例は少ないが、いくつかの組織において計画発案の過程で地元の

関連主体と関わり合いながら、地域の実情の反映に努力し、行政

計画に影響を及ぼす例もみられることがわかった。 
(2)行政との距離に着目した非行政組織の成立性に関する分析 4) 
我が国における非行政組織の特性を把握するため、国内の非行

政組織の事例を対象にアンケート調査を実施した。その結果、我

が国においても、従来の行政シンクタンクの延長線上にありなが

ら行政への提言能力の向上を目指したといえる新しいタイプの

組織、財源は従属であるが独自の活動をしている組織、行政から

完全に独立した形態をとった組織など、行政との距離が以前とは

異なる組織が見受けられるようになってきていることがわかっ

た。更にこのような特徴的な非行政組織についてヒアリング調査

を実施し（表－１）、海外事例と比較することにより、我が国に

おいて非行政組織が地域発案型アプローチの担い手として成立

するための条件について分析した（詳細については参考文献4））。 
その結果、成立のための第１の条件は、財源面、人材面で行政

からある程度距離をもち、独自の計画策定・提案を行っていくこ

とであり、特に、人材面で地元に根ざした広い視野をもつ専門家

の確保することが、地域発案型アプローチの担い手として機能す

るために有効であることがわかった。 
第２の条件は、今後も非行政組織が地域からの独自の計画策

定・提案を行うことにより実績を積み、市民や行政の信頼を得る

ことである。第１の条件に関連し、財源面では市民や法人の賛同

を得やすくなるとともに、人材面でも、市民の都市計画に関する

問題の認識や解決手法の普及につながると考えられる。 
表－１ 非行政組織のヒアリング調査結果の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
注：◎よく適合する、○適合する、△やや適合する、－回答なし 

４．交通計画事例からみた地域発案型アプローチの評価 5)6) 
(1)社会実験を伴う交通計画事例からみた地域発案型アプローチ

の評価 
1)地域発案型アプローチからみた評価 
近年、数多く実施されている社会実験を伴う交通計画事例を対

象に、地元の市民や企業・行政等の「地域」が計画を発案する地

域発案型アプローチからみた評価を行った。分析の対象とする事

例は、近年実施された、交通需要マネジメント計画を主とする短

期的な計画に関する社会実験の中から、実験内容にバラエティを

もたせ、地域発案型アプローチおよび非行政組織の役割について

分析するため、行政との関わりに着目し、行政組織が発案した事

例と非行政組織が発案した事例に分けて選定した。 
これら事例について、地域発案型アプローチの視点からみると、

先ず市民・利用者等に受け容れられることにより、実験プロセス

が円滑に進み、不確実な状況にも対応しやすくなっている。この

傾向を強めるためには、行政組織が発案主体の場合には、地域の

実情や必要性を反映した実験を策定し、地元の十分な理解を得る

ことが必要であると考えられる。 
以上より、社会実験を伴う交通計画においても地域発案型アプ

ローチの５つの特色がみられ、特に地域が発案主体である社会実

験において地域発案型アプローチの有効性が確認できた。また、

行政が発案した場合であっても、地元の実情を反映した社会実験

を実施することにより、地域発案型アプローチの特色が表れるこ

とがわかった。 

表－２ 地域発案型アプローチからみた交通計画事例の評価 
地域発案型の適合性(○適合する， 

－どちらでもない，▲適合しない) 事例 
① ② ③ ④ ⑤ 

計画 
対象 

発案 
主体 

a.ﾊﾟｰｸ&ﾊﾞｽﾗｲﾄ  ゙ ○ ▲ ○ － ▲ 都市 行政 
b.ﾄﾗﾝｼﾞｯﾄﾓｰﾙ ○ ▲ ▲ ▲ ○ 地区 行政 
c.ﾊﾟｰｸ&ﾗｲﾄ  ゙ ○ ▲ ○ － ▲ 都市 行政 

○ ○ ○ － ○ d.ﾐﾆﾊﾞｽ d1 路線 
d2 路線 ○ ▲ ▲ ▲ ○ 

都市 行政 

e.ﾊﾟｰｸ&ﾗｲﾄ  ゙ ○ ○ － － ○ 都市 行政 
f.お買物ﾊﾞｽ券 ○ ○ ○ － ○ 地区 非行織 
g.ﾀｳﾝﾓﾋﾞﾘﾃｨ ○ ○ ○ － ○ 地区 非行織 
h.歩行者天国 ○ ○ ○ － ○ 地区 非行織 
注：①地域の実情･必要性の反映、②市民･利用者からの受容性、③実験プ
ロセスの円滑性、④不確実な状況への対応性、⑤検討の継続性･具体性 

2)地域発案型アプローチにおける非行政組織の役割 
社会実験後の動向をみると、行政組織が発案主体となり実験を

推進・実施していく場合よりも、非行政組織が発案主体となり行

政組織を巻き込みながら実験を推進・実施していく場合の方が、

実験後に計画案の検討が継続され、具体的な取り組みが行われる

傾向があることがわかった。この理由は、地域発案型アプローチ

の特色への適合性の高い社会実験の多くが非行政組織の発案で

あり、地域発案型アプローチの特色を有することにより実験後に

具体的な検討が継続されたためと考えられる。ただし、一般的に

行政組織の検討は継続性があると考えられ、行政組織が発案主体

の社会実験においても検討が継続されている事例が多く、今後の

 組織Ａ 組織Ｂ 組織Ｃ 

財源面 独立 従属 従属 

行政との距離 人材面 独立 独立 従属 

独自の計画策定・提案 あり あり なし 

①地域の実情の反映 △ ○ － 
②市民からの受容性 ○ ◎ － 
③計画プロセスの円滑性 △ ○ － 
④不確実な状況への対応性 不明 ○ － 

地
域
発
案
の

適
合
性 

⑤上位計画への受容性 ○ ○ － 

 

行政との距離 
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動向を見守る必要があると考えられる。 
以上より、非行政組織には、自らが発案主体となり、行政を巻

き込みながら実験を推進・実施していく役割があり、それにより

施策案の検討、実験の継続、本格実施につながる可能性が高まる

ことがわかった。 
(2)地域発案型アプローチにより取り組む交通計画 

本研究を通じ分析をしてきた交通計画事例について、計画種類

と独自の計画・提案の対象２つの軸で整理すると表－３のように

なる。交通計画事例を通じ地域発案型アプローチの特色のみられ

た計画種類は公共交通計画、交通需要マネジメント計画であった。

また、独自の計画・提案の対象は、地区レベル、都市レベルであ

り、地域発案型アプローチの特色の強くみられたのは地区レベル

の計画であった。この他にも、地区レベルの道路計画について、

コミュニティ道路等として事例があるものと考えられる。 
以上より、現状では、地域発案型アプローチの特色のみられる

交通計画は、地区レベル、都市レベルの公共交通計画、交通需要

マネジメント計画であり、非行政組織は、当面はこの範囲で実績

を積み市民の信頼を得ていくことが必要と考えられる。 
今後の取り組みとしては次の２つの方向性が考えられる。まず

１つめは、地区レベル、都市レベルのマスタープランや道路計画

を計画・提案の対象にしていく方向性（表－３の①）である。２

つめは、計画・提案の対象を都市圏レベルに広げていく方向性（表

－３の②）の方向性である。 
①の取り組みについては、現況において地域発案型アプローチ

のみられる地域の広がりの中で他の計画種類の事例を充実させ

る方向性であり、既に事例のみられるものもあるため、今後、計

画事例が増加していくものと考えられる。②の取り組みは、計画

の対象範囲を拡大するため、より高い専門性が求められると考え

られる。この方向性について、すぐに着手できるものではないが、

組織の強化と人材の確保とともに、実績をつみながら徐々に進め

ていくべきであると考えられる。 

表－３ 地域発案型アプローチにより取り組む交通計画 
独自の計画・提案の対象 

 
地区レベル 都市レベル 都市圏ﾚﾍﾞﾙ 

ﾏｽﾀｰﾌﾟ
ﾗﾝ 

  
 

道路ﾈｯ
ﾄﾜｰｸ 

  
 

公共交
通ﾈｯﾄﾜ
ｰｸ 

◎地区内ﾊﾞｽ輸
送 

○都市ﾓﾉﾚｰﾙ計画 
○鉄軌道計画 
○ミニバス計画 

 
計 

画 

種 

類 

交通需
要ﾒﾈｼﾞ
ﾒﾝﾄ 

○ﾄﾗﾝｼﾞｯﾄﾓｰﾙ 
◎お買物ﾊﾞｽ券 
◎ﾀｳﾝﾓﾋﾞﾘﾃｨ 
◎歩行者天国 

○ﾊﾟｰｸ&ﾞﾗｲﾄ  ゙
○ﾊﾟｰｸ&ﾊﾞｽﾗｲﾄ  ゙

 

注：◎地域発案型アプローチの特色が強くみられた事例 

５．研究のまとめ 
本研究を通じ、交通計画に関わる組織については、財源面では

NPO 法人を活用し実績を積重ね、人材面で大学教員、コンサル
タント職員等によりサポートしていくことが必要であり、現状で

は地区レベル、都市レベルのソフト施策が中心であるが、人材面、

財源面において非行政組織を強化することにより、広域レベル、

ハード計画においても地域発案型アプローチによる交通計画の

現れる可能性があることを示した。 
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