
はじめに

わが国では、大型店や大規模ショッピングセンターの郊外立地、中心市街地からの撤退、

公共施設の郊外移転などによる都市機能の拡散などの要因で、中心市街地の疲弊が進んだ。

これは、バブル期をピークとする地価の高騰、 年代以降の大規模小売店舗法の規制緩和に

よる大型店や大規模ショッピングセンターの出店の急増によって加速されていった。このよ

うな状況の中で、 年に中心市街地活性化法が施行され、これと合わせて市町村の決定に

よって特別用途地域を設定し、大型店立地を規制しうる都市計画法の改正がなされた。

しかし、当時の中心市街地活性化は主として商業の活性化を支援するもので商工会議所な

ど商業者を中心とした活動にとどまり、都市機能の全般的な再生を図る活動とはならなかっ

たこと、中心市街地活性化を担う （ ）の財源問題な

どにより、ほとんど成果をあげることができなかった。他方で、都市計画法による大型店立

地の規制に関しては、 年に導入された 特別用途地域 、 年に導入された 特定用

途制限地域 準都市計画区域 により、市町村は制度のうえではすべての地域において何

らかの形で大型店立地の規制が可能となった。しかし、これらの制度は市町村の決定によっ

て土地利用を制約するものであるためコンセンサス形成が難しく、また隣接市町村への出店

には無力という広域調整の問題もあって、取り組まれた事例はわずかであった。

中心市街地活性化に取り組む一方で、郊外に大型店や大規模ショッピングセンターが出店

するという、いわば アクセル と ブレーキ を一緒に踏んでいるような状況で、中心市

街地活性化の取り組みが減じられた市町村も多い。このような状況の中で、 年に中心市

街地活性化法および都市計画法の改正がなされた。改正中心市街地活性化法（ 年施行）

では、国・地方公共団体・事業者の責務の明確化、商業の活性化にとどまらず中心市街地活
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性化を総合的に推進する 中心市街地活性化協議会 の法制化、中心市街地活性化基本計画

において具体的な数値目標を掲げることとし、これを内閣総理大臣が認定するというスキー

ムに改められた。他方、改正都市計画法（ 年全面施行）では、用途地域による立地制限

の強化、開発許可制度の見直し、準都市計画区域制度の拡充、広域調整手続きの充実などが

盛り込まれ、大型店立地の都市計画的規制が強化された。

イギリスにおいても、サッチャー政権における開発主導型・市場主導型の都市政策の下

で、ショッピングセンターなど郊外の開発が進み、中心市街地の疲弊が深刻化した。こうし

た中で、 年代になって （ ）への取り組みが本格化し

た。他方で、小売開発の都市計画的規制においても、 年の改訂 において小売開発

にあたっては中心市街地立地を優先すべきという シーケンシャル・アプローチ が導入さ

れた。この政策は の後継であり 年に制定された においても中心的な政策と

なっている。郊外開発の影響で中心市街地が衰退する中で、中心市街地の活性化に向けた取

り組みを行い、郊外の小売開発を都市計画的に規制するという点では、わが国と類似の政策

が進められているといえる。

しかし、イギリスは中心市街地への小売開発の誘導、中心市街地活性化という点におい

て、わが国とは比較にならないほどの成果をあげている。本論は、イギリスにおける取り組

みから学ぶことにより、わが国への示唆を得ることを目的とする。

．タウンセンターマネジメント（ ）

タウンセンターマネジメント（ ）とは

（ ）によると、 とは、経済的・

社会的役割を強化するために、都市の中心部におけるすべての主要なタウンセンター・ス

テークホルダーの取り組みと資源をコーディネートし、集中させることを目的とする ）。そし

て、効果的なタウンセンターマネジメント（ ）には、次の 点が求められるとしてい

る ）。 想い、専門的知識、資源を共有する民間セクターと公共セクター間の真に効果的

なパートナーシップの確立 ）、 地方政府（シニアオフィサーと政治レベルの両面で）の

本腰を入れた支援、 広範な地域事業者からのインプット、 地域コミュニティからのイン

プット（関与とコミュニケーション 市場調査）、 達成可能なプログラムの目標・到達点

を定めたビジネスプランの作成、 ビジネスプランを実行し、その経過をモニターし評価す

るマネジメント構造（組織）の確立。

また、改訂 （
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）

）
）公共セクターと民間セクターのパートナーシップとは、 様々なレベルの政府、民間企業、各種の非営
利団体（業界団体、 など）、個々の市民が合意を形成し、互いに資金、労務、技術等の資源を提供す
る関係 をいう（伊藤公一 イギリスの大型店規制と中心市街地活性化策 専門店 第 号、 年
月、 ページ）。
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）の付録文書では、タウンセンターマネジメン

ト（ ）の必要性について、次のように述べている ）。 タウンセンターの効果的なマネ

ジメントとプロモーションは、その活力と存立可能性（ ）を高めるこ

とに役立つであろう。タウンセンターの質に影響を及ぼす多くの要因は、計画システムの範

囲外にある。地方自治体（ ）は、民間セクター、地域コミュニティとの

パートナーシップのもとに、 の主導的役割を果たすべきである 。そして、

は、関連公共機関、居住者、小売商業者、レジャー施設運営者、デベロッパー、投資家など

と共同することによって実現されるものである とし、法律で定められたものではないが、

ローカルプランに記載されるべき戦略として、次の 項目を掲げている。 タウンセンター

へのアプローチの改善、 環境の改善とオープンスペースの拡充、 街路の清掃と企業ニー

ズに見合う廃棄物処理サービス、 レジャー、エンタテインメント、娯楽活動の振興、 犯

罪予防と治安の改善（例 、監視カメラ）、 維持管理が行き届いた質の高い安全な

駐車場、 歩行者環境の改善、 身障者、高齢者、幼児連れの人々に対する配慮、 アクセ

シビリティの改善、 タウンセンターが提供するサービスの明確な基準の設定と公表、成果

の報告、 定期的な来街者調査とその結果のフィードバック、 標識・看板と情報提供活動

の改善、 公共スペースにおける芸術作品の展示、 プロモーションのための広告の実施。

タウンセンターマネジメント（ ）の歴史と

イギリスで最初にタウンセンターマネジメント（ ）が始められたのは 年で、そ

れから 年間で の が設立された ）。 は、 年代初頭にマークス スペン

サーやブーツといった先進的な大手小売業者によって提唱された ）。ショッピングセンター

など郊外の開発が進み、タウンセンターの空洞化が深刻化する中で、タウンセンターの再生

を目指して始められたものである ）。その後、 年に が設立され、各地で

活動が本格化することになる。

年 月現在、イギリス国内には 以上の 組織が存在し、特に都市規模が大き

いほど 活動を行っていることが多く、国内トップ 都市中 都市以上が何らかの取り

組みをおこなっている ）。その多くが に加盟しているが、 は次の 点を活

動目的として立ち上げられた ）。 ネットワークをメンバーに提供し、メンバーが に

）

）横森豊雄 英国の中心市街地活性化 同文舘出版、 年、 ページ。
）前掲書、 ページ。
）タウンセンターの活性化を目標に定め、シーケンシャル・アプローチが導入された改訂 （
年）以前に、タウンセンターの状況を調査したデータとして、

、がある。これは、全国のタウンセンター約 ヶ所を対象とした 年時点の
調査であるが、 活発 ％、 良好 ％、 安定 ％、 衰退 ％となっている（海道清信 コンパ
クトシティの計画とデザイン 学芸出版社、 年、 ページ）。他方、わが国では改正中心市街地活性
化法施行（ 年 月）後の 年 月に、日本商工会議所が全国の商工会議所を対象にした調査による
と、 活性化に向かっている ％、 変わらない ％、 衰退に向かっている ％、 その他
％、中心市街地の通行量・人の賑わいの進捗状況では、 増えている ％、 変わらない ％、
減っている ％、 その他 ％となっている（日本商工会議所 新しいまちづくりに向けた取組

みに関する調査結果 年 月）。単純には比較できないものの、イギリスの中心市街地の衰退の程度
は、わが国ほどでもなかったとみることもできる。



関する情報を得られるようにする、 が効率的に機能するためには何が必要かという

点に関する調査、 中央官庁や地方自治体などの政策決定や、民間企業に対して中心市街地

の重要性や の必要性を認識してもらうための働きかけを行う。

タウンセンターマネジメント（ ）のための政府の目標

は、 年に （

）として改訂された ）。 においては、タウンセン

ターのための政府の主要な目標として、次の 点を掲げている ）。 既存のタウンセンター

の成長と開発のための計画を作成、 既存のタウンセンターの開発に焦点を合わせ、すべて

の人々にアクセスしやすい良好な環境の下での広範なサービスを促すことによって既存のタ

ウンセンターの活力と存立可能性を促進、 コミュニティ全体、特に社会的弱者のニーズに

マッチした選択可能な買物、レジャー、および地域サービスを広範に提供することによっ

て、消費者の選択機会を強化、 効率的で競争力があり、革新的な小売、レジャー、観光、

その他のセクターの生産性向上を支援、 アクセシビリティの改善。

タウンセンターの活力と存立可能性の測定

では、タウンセンターの健康度と、それらがどのように変化し続けているかをモニ

ターするために、地方自治体は、できれば民間セクターと共同して、次の の主要指標につ

いて定期的に情報を収集すべきであるとしている ）。 タウンセンターの主要な利用用途の

多様性（数、種類、床面積）、 タウンセンター周縁部およびタウンセンター外立地の小

売、レジャー、オフィスの床面積、 ネットワーク内のタウンセンターの成長あるいは変化

に対応するための潜在的収容力、 小売業者の現状とその変化過程、 賃貸料、 一階部分

の空き不動産の割合、 非居住不動産の商業的利益（すなわち予想される賃貸相場にかかわ

る投資価値）、 歩行者通行量、 アクセシビリティ、 顧客と居住者の意見と行動、 安

心性に対する認識と犯罪の発生、 タウンセンターの環境状態。

タウンセンターマネジメント組織（ 組織）

イギリスのタウンセンターマネジメント組織（ 組織））については、 地方自治体と

民間企業の非公式なパートナーシップ形態が多く、タウンセンター・マネージャーも自治体

に雇用されているものが多かった。しかし、最近では中心市街地のマネジメントを目的とし

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 ・ 号合併号）

）檜垣理沙 イギリスのタウンセンターマネジメントの手法に学ぶ パワフルかんさい（近畿経済産業
局） 年 月、 ページ。
）経済産業省中心市街地活性化推進室 海外におけるタウンマネジメント組織に関する調査報告書
年 月、 ページ。
）イギリスにおける中心市街地所轄部局は、組織編成により頻繁に変更されている。 年の 改訂
当時は環境省（ ）、その後環境省は交通省と統合され、環境・交通・地方
省（ ）になった。 年の は副首相府
（ ）の下で出され、 年にはコミュニティ・地方政府省
（ ）の所轄となっている。
）

）
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た民間企業組織が多くみられるようになり、地方自治体や民間企業がメンバーとなって出資

を行っている。そうした企業組織は、法的組織（ ）としてスタッフを雇い、契

約も行う。これらは、イギリスの法体系では、 （非営

利）であることが多いが、ごく最近では、 （ ）という

形態で設立される例も現れている ）。

イギリスにおける中心市街地活性化は、 組織が中心になって進められ、成果をあげ

てきたといえるが、これらの活動を継続的に進めるにあたって財源問題は大きな課題であっ

た。 が各地ではじめられた当初は、地方自治体や政府からの補助金、 の補助金、

大手小売業者からの資金提供が中心であったが、その後コベントリーやボルトンなどにおい

てメンバーに会費負担を求めるメンバー制 ）が始められた。しかし、このメンバー制にも

フリーライダーの問題があり、これを解決するために導入されたのが である ）。

ビジネス・インプルーブメント・ディストリクト（ ）活動の推進

イギリスでは、 年 月にイングランド 法、 年 月にウェールズ 法、

年 月にスコットランド 法および北アイルランド 法が施行された。 は、

投票者の過半数の賛成かつ投票者の資産評価額の過半数以上の賛成で成立する（イングラン

ド 法、第 条第 項）。 年 月末現在、イギリス全土の 地区で が成立してい

る。他方、 設立の賛成を得られなかった地区が 地区（うち、 地区は再投票によっ

て後日成立、 地区は再否決）となっている ）。

によると、 は商業環境と公共空間に有効な価値ある付加的サービスを開発

し提供する地域事業者と地方政府との間のパートナーシップである。 投票によって承

認された 賦課金（ ）による資金は、ステークホルダーが共通の目標に向けて

投資できるようにする ）。ロンドンには の 組織がある（ ）。このうち

年 月末現在で が 組織になっている（都市構造研究センター）。地方の小都市では、

のエリアと のエリアが同じで、 組織から 組織に移行する場合（ つ

の都市に つの組織）もあるが、地方の大都市では 組織はいくつかの 組織を包

含するエリアにおいて形成されている。 はプランを構築しロングタームでサービスを

提供しているが、独自財源をもっていないため様々な補助金や寄付金で運営されている。他

方、 はショートタームでサービスを提供しており、独自財源として 賦課金をもっ

） では、 組織の構造について、ノッティンガムなどの タウンセンター・マネージャー
型 、リーズやグレイブスエンドなどの 官民コーディネート型 、バーミンガムなどの 民間セクター勤
務の地方自治体職員タウンセンター・マネージャー型 、コベントリーなどの シティセンターカンパ
ニー型 など、 つの類型を示している（

）。
）経済産業省中心市街地活性化室 海外におけるタウンマネジメント組織に関する調査報告書 年
月、 ページ。
）メンバー制については、横森豊雄 英国の中心市街地活性化 同文舘出版、 年、 ページに
詳しい。
）横森豊雄 英国の中心市街地再生の新展開 財源問題へ 導入 日経グローカル 第 号、
年 月 日、 ページ。
）都市構造研究センター、英国 投票結果（ ）
）



ている ）。

．イギリス政府の小売開発に対する考え方の変遷

（ ）

に示されている小売集積の階層性とネットワークの考え方、すなわち 既存の小

売集積とその体系を維持（整備を含む）すること、 新たな小売集積の形成の場合も、でき

るかぎり一定の体系を形成すること ）は、イギリスにおいては小売立地に対する伝統的な

考え方であったという。

イギリス政府は、 年に （

）、 年には 改

訂 （

）と題する政策指針を出している ）。 年の では、 既存

の都市、タウンセンター、あるいは地域の中心市街地の外部における小売開発の申請は、慎

重に取り扱うようにという勧告がなされていたし、申請された計画が既存店舗に不利な影響

をあたえないかということに考慮が払われるべきである ）としていた。他方で、 買回品

小売業はタウンセンターに集中すべきであるが、最寄品小売業の郊外開発は促進されるべき

であるという従来にはない方針も含まれていた ）。

しかし、サッチャー政権における開発主導型・市場主導型（ 型）の都市政策 ）

のもとで、この伝統的な考え方も見直されていくことになる ）。

（ ）

の前身にあたる最初の （

）は、サッチャー政権後期の 年に
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）
）伊藤公一 イギリスにおける小売立地政策 大内秀明・清成忠男・伊藤公一・前田壽・樋口兼次・五十
嵐敬喜 まちづくりのシナリオ 日本経済評論社、 年、 ページ。
） 年の改訂 は、三谷真 地域経済と小売商業 イギリス小売商業の近年の動向を手がかりに
して 関西大学地域経済活性化研究班編 地域経済活性化の諸問題 関西大学経済・政治研究所、
年、 ページにおいて訳出されている。
）前田重朗 イギリスにおける都市計画と小売開発 前田重朗・石崎忠司編 中小企業の現状とこれから
の経営 中央大学出版部、 年、 ページ。
）前掲書、 ページ。
） 民間都市開発推進機構都市研究センター編 欧米のまちづくり・都市計画制度 サスティナブルシ
ティへの途 ぎょうせい、 年、 ページ。
） サッチャー政権における都市政策の転換が、小売施設開発に対する政策の転換として示されたもの
が、環境省による 年の通達 ストラクチュア・プランとローカル・プランに関する覚書
（ ）で
あった（ ）。この通達の主要な目的は、地方の都市計画
機関に対して、小売業者間の競争を規制してはならないし、 新しい業態の小売業の発展を抑圧してはな
らない と警告していることである（前田重朗 イギリスにおける都市計画と小売開発 前田重朗・石崎
忠司編 中小企業の現状とこれからの経営 中央大学出版部、 年、 ページ）。イギリス政府の大規
模小売施設に関する政策転換については、伊藤公一 英国の小売業をめぐる政策展開 大規模小売施設開
発に関する政策展開と問題 商工金融 第 巻第 号、 年 月、 ページに詳しい。
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改訂 に代えて出された ）。ここでは、 大規模小売施設の開発に関して

は、タウンセンターの活力と存立可能性に十分な配慮がなされるべきであること、またタウ

ンセンターの改良計画は好ましい政策である ）としている。また、 大規模小売施設の立地

に関しては、できることなら、新規に開発される大型店舗とりわけ最寄品を販売する店舗

は、車で来店する客のみならず、車以外の交通手段に頼る客のためにもなるような所に立地

すべきである ）として、 に受け継がれるタウンセンターへの配慮と、アクセシビリ

ティ面での配慮について求めている。しかし、 小売業は経済のダイナミックな部門であ

り、消費者の選択幅を拡大したり、効率を高めたり、より快適な買物行動を創出するような

変化は歓迎されるべきである ）。また、 新規の小売開発の床面積に対する規制を、地域全

体であれ、特定地域についてであれ、設けるべきではない。なぜならば、そうした規制はデ

ベロッパーや小売業者および計画当局が、移り変わる市場の状態や顧客の需要に対応する力

を削ぐ結果になるからである ）として、大規模小売施設の開発を促進する方向を示してい

る。

改訂 （ ）

年の 改訂 （

）においては、 タウンセンターへの

インパクトの内容が示され、タウンセンターへの配慮の姿勢はみられるものの、小売開発に

積極的なスタンスが示されている 。すなわち、 開発計画は、各種タイプの小売施設開発用

の場所の選択を含めて、小売施設開発に対して十分の用意をすべきである 、また 地方の

計画担当官は、後述する明白な証拠がない限り、タウンセンターへの影響を理由に開発の申

請を拒んではならない。明白な証拠とは、開発の結果、開発がなければコミュニティに対し

て良好なサービスを提供し続けると思われるセンターの活力と存立可能性を減じることにな

る証拠である ）としている。

改訂 （ ）

年の 改訂 （

））の特徴は、 年の の冒頭に

示されている 計画システムは、小売開発に対する不必要な規制を取り除くことによって、

） 年の は、三谷真 地域経済と小売商業─イギリス小売商業の近年の動向を手がかりにして
関西大学地域経済活性化研究班編 地域経済活性化の諸問題 関西大学経済・政治研究所、 年、
ページにおいて訳出されている。

）伊藤公一 イギリスにおける小売立地政策の生成と展開 中小企業季報 年 、 年 月、
ページ。

）伊藤公一 英国の小売業をめぐる政策展開 大規模小売施設開発に関する政策展開と問題 商工金
融 第 巻第 号、 年 月、 ページ。
）前掲論文、 ページ。
）伊藤公一 イギリスにおける小売立地政策の生成と展開 中小企業季報 年 、 年 月、

ページ。
）前掲論文、 ページ。
） 年の 改訂 は、伊東理 タウンセンターと小売商業施設の開発 （ 年改訂版）
について 帝塚山論集 第 号、 年 月、 ページにおいて訳出されている。



種々の小売企業間の競争を促進し続けなければならないということである という文章がみ

られない ）こと、また 年の に引き継がれる シーケンシャル・アプローチ ）が導入

されたことから、イギリス政府のタウンセンターに悪影響を及ぼす小売開発の抑制、タウン

センターへの誘導の方向性が明確化されたといえる。

（ ）

によって導入されたシーケンシャル・アプローチにより、 中心市街地の活性化はあ

る程度成功したといわれる。しかし、それは上位階層の都市に限られ、小都市の中心市街

地、近隣住民の日常生活を支える役割を担う低次階層のセンターの中には、衰退したものが

あった ）。そこで、この反省を踏まえて、 年の （

）では、題名が

となって という文字が削除され、またセンターの階層構

造とネットワークの維持が強調されている。根田克彦は、 イギリスではセンターの階層構

造が固定され、高次階層センターでは大規模な開発を、低次階層センターではそれに適する

規模の小売開発を誘導できる 中心市街地の活性化のみではなく、センターの階層構造全

体を維持・発展させることが目的である と指摘している ）。

では、センターの階層構造とネットワークの維持に加えて、 の計画主導

（ ）と、シーケンシャル・アプローチを踏襲しつつ、 サスティナビリティ政策 ）が色

濃く反映され、タウンセンターの活性化のための計画の必要性を明確に打ち出している。

．小売開発の都市計画的規制と

イギリスにおいては、リージョンや地方自治体単位で策定される開発計画によって都市計

画の方向性が示され（ポジティブ・プランニング）、地方自治体では開発計画を踏まえてす

べての開発行為について個別審査によって許可するという開発規制（ネガティブ・プランニ

ング）が行われている ）。

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 ・ 号合併号）

）前田重朗 イギリスにおける都市計画と小売開発 前田重朗・石崎忠司編 中小企業の現状とこれから
の経営 中央大学出版部、 年、 ページ。
） 年の 改訂 では、シーケンシャル・アプローチについて次のように述べている。開発のた
めの用地を選択する地方自治体とデベロッパーの両者ともに、主要なタウンセンター用途のための用地が
中心部にほとんどないと考える前に、タウンセンター内でのすべての可能性を徹底的に調べたことを明示
すべきである（

）。
） （根田克彦 英国における小売開発
規制の新たな視点 地域開発 第 号、 年 月、 ページ）。
）根田克彦、前掲論文、 ページ。
）ブラニングシステムを通して持続可能な開発を実現するというアプローチは、一連の の総論にあた
る （

）において、その基本的な考え方が提示されている。
）村木美貴 目的の異なる人々の合意形成から イングランドにおける中心市街地の活性化 販売
士 第 号、 年 月、 ページ。
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開発計画の策定（ポジティブ・プランニング）と

年に改正施行された 計画および土地収用法 （

）では、開発計画に関して次のことを規定している ）。

第一に、カウンティで策定される基本計画は廃止され、より広域的範囲であるリージョン

で策定されるリージョン空間戦略（ ））が開発計画とされ

た。第二に、市町村に相当する地方自治体（ ）は、開発計画文書

（ ）など地方開発文書（

）を含む地方開発枠組み（ ））を作成

する。地方開発枠組みは、リージョン空間戦略に従う必要がある。

では、リージョン計画体（ ））が策定するリージョン空間戦

略（ ））、ロンドン市長が策定するグレーターロンドン空間開発戦略（

）、地方自治体の地方開発文書（ ）を改訂するにあたって、この

政策を反映して次に掲げるタウンセンターの成長や開発のための積極的な計画を行うことと

している ）。 タウンセンターの階層性とネットワークを作る、 主要タウンセンター利

用用途でさらに必要とされる用途を事前に評価し、それらに対応するキャパシティを確保す

る、 必要な場合は既存タウンセンターの開発に焦点を合わせ、その拡張を計画し、タウン

センターと主要タウンセンター利用計画に関する開発計画文書（ ）において、地方レ

ベルで適切な用地を明らかにする、 タウンセンターの開発・改善・維持のためのパート

ナーシップを築き、夜間の経済活動を管理する、 活気があり可能性があるタウンセンター

）根田克彦 イギリスの小売開発政策の特質とその課題 地理学評論 第 巻第 号、 年 月、
ページ。

）これまで、イギリス政府はイングランドを の地域に分け、各地域の広域計画として地域計画指針
（ ）を作成していたが、この に代わって、地域全体をカバーす
るリージョン空間戦略（ ）が導入された。現在、各リージョンで改訂作業がなされている。 の性
格があくまで政府が発出する指針であったのに対し、 は都市農村計画法により法的な位置づけのある
計画として取り扱われ、個々の計画許可申請は計画に基づいて判断されなければならないこととなる（藤
岡啓太郎・平見憲司・高橋勝美・山口行一 英国（イングランド地方）における都市計画体系の変化
都市計画 第 巻第 号、 年 月、 ページ）。
）地方開発枠組み（ ）とは、リージョンごとに策定されるリージョン空
間戦略（ ）で定められた戦略を地方自治体で実現するための枠組みを提供する地方開発文書（ ）
の総称である。 は、開発計画文書（ ）、補助計画文書
（ ）及びコミュニティ参加の方針（

）からなる。このうち、開発計画文書（ ）は先の に適合することが求められ（
の原則）、この両文書は一般に ディベロップメントプラン と呼ばれて個々の計画許可の判

断基準となる最も重要な文書を構成する（岡本裕豪 英国都市計画制度の改正 新都市 第 巻第
号、 年 月、 ページ）。なお、地方開発枠組みの作成指針は、

に示されている。
）イングランドにおける リージョン は、国と地方自治体の中間にあり、広域スケールで計画調整を行
うための地域単位であり、グレーターロンドン（ ）も含めて つある。リージョンの計画
にかかわる機関は、リージョン計画体（ ）と呼ばれ、都市・地域政策にかかわる機
関として、 国のリージョン事務所（ ）、 リージョ
ン議会（ ）、 リージョン開発庁（
）からなる（地域・交通計画研究所 イギリス（イングランド）の都市・地域計画のシステムとリー

ジョン計画について 年 月、 ページ）。
）リージョン計画体が算定する開発計画であり、その指針は、

に示されている。
）



づくりを促進する政策の影響と効果を定期的にモニターし、レビューする。

タウンセンターの階層性について、 ではタウンセンターを次に示すシティセン

ター、タウンセンター、ディストリクトセンター、ローカルセンターの つの階層に区分し

ている。 シティセンター（開発計画で位置づけられる最高レベルの階層である。階層性の

点からは、リージョナルセンターであることが多く、広い商圏範囲をもつ。ロンドンでは、

（ ）において位置づけられている インターナショナル

センター メトロポリタンセンター がシティセンターの役割を果たしている）、 タウン

センター（シティセンターに次ぐ 番目の階層である。多くの場合は地方自治体の主要なタ

ウンセンターであり、複数の場合もある。ロンドンでは、 において位置づけられてい

る メジャーセンター および多くの ディストリクトセンター がタウンセンターの役割

を果たしている）、 ディストリクトセンター（一般的に、少なくとも 店のスーパーマー

ケットやスーパーストアを含む店舗集積、銀行やレストランのような非小売サービス、図書

館のような地方公共施設から構成される）、 ローカルセンター（小規模スーパーマーケッ

ト、新聞販売店、郵便局支局、薬局などから構成される。その他、暖かい食品のテイクアウ

ト店、コインランドリーなどが含まれることもある））。

また、タウンセンターの階層性とネットワークの作成に際しては、次の点を考慮する必要

があるとしている ）。 高レベルのタウンセンターに成長が過度に集中することを避ける必

要があるかどうか、 その他のタウンセンター、特に再生を必要としているタウンセンター

を強化するための投資と成長の必要性、 タウンセンターが階層性のより高いレベルの機能

を果たすようにする、あるいは新しいタウンセンターを示すことにより、ネットワークにお

ける不足部分に対応する必要性。

地方自治体は、開発計画地図（ ）において、管轄地域内のタウンセンター

ごとに、主要ショッピングエリアとタウンセンターの範囲 ）を明確にしなければならない ）。

開発規制（ネガティブ・プランニング）と

提案された開発計画の審査 ）にあたっては、地方自治体はリージョン空間戦略（ ）と

の整合性、地方開発文書（ ）との整合性、タウンセンターの階層性とネットワークを

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 ・ 号合併号）

）
）
）（イギリスのタウンセンターは）、 マスタープランにその地理的範囲が明確にされていて、しかもいた
ずらに広く設定されていない。 万人以上の都市でも中心市街地は 四方、すなわち 程度で、周
囲は環状道路が整備されている。内部は歩行者専用区域、あるいはトランジットモールになっており、自
家用車流入が抑制されている。環状道路沿いに駐車場を整備し、中心市街地内の移動はパーク・アンド・
ライドのトラムやバスによる公共交通、徒歩が基本となる。移動障害の人にはショップ・モビリティを用
意している（横森豊雄 英国の中心市街地再生の新展開 財源問題解決へ 導入 日経グローカ
ル 第 号、 年 月 日、 ページ）。他方、わが国では旧中心市街地活性化法に基づいて 年度
末までに中心市街地活性化基本計画が策定された 市区町村・ 地区における中心市街地の面積は、

以上 地区（ ％）、 以上 未満 地区（ ％）、 以上 未満 地
区（ ％）、 以上 未満 地区（ ％）、 以上 未満 地区（ ％）、

以上 未満 地区（ ％）、 未満 地区（ ％）となっており（会計検査院
中心市街地活性化プロジェクトの実施状況に関する会計検査の結果について 年 月）、徒歩移動

圏を越える広い範囲が設定されている地区も多い。
）
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考慮した上で、開発申請者に次の評価項目の明示を求め、審査することが必要である ）。 開発

の必要性、 適切な規模の開発であること、 開発のためのタウンセンターの用地がないこ

と、 既存のタウンセンターに許容できない悪影響がないこと、 アクセシビリティが確保

された場所であること。

悪影響のアセスメント については、総床面積 以上のすべての小売・レジャー

開発に関して実施する必要があるとしている。アセスメントの項目は、次のとおりである ）。

開発が当該地域のリージョン空間戦略、特定のセンターやセンター間のネットワークにリス

クを及ぼす程度、あるいはセンター間の階層性の役割を変える程度、 センターの活力と存

立可能性を守るために必要とされる官民両セクターの将来の投資に与える影響、 提案され

ている開発の商圏範囲内における商取引 売上高、および既存センターの活力と存立可能

性、場合によっては周辺の農村経済に及ぼす影響、 影響を受けるセンターによって提供さ

れている様々なサービスの変化、 主要なショッピングエリアにおける空き不動産数への影

響、 タウンセンターの質、魅力、物理的状態と特性、およびコミュニティにおける経済的

社会的な生活に対する役割が変化する可能性、 提案されたレジャー・娯楽用途とセンター

の夜間の経済活動との関係。

また、 開発用地の選択 に関しては、 年の改訂 を踏襲して、 シーケンシャ

ル・アプローチ を提起している。これは、既存のタウンセンター内ではない用地での開発

提案、最新の開発計画文書（ ）で位置づけられていない開発提案のすべてに適用さ

れ、用地を選択するに際して、タウンセンターから離れた場所を検討する前にタウンセン

ター内のすべての選択肢を徹底的にアセスすべきであるとしている ）。シーケンシャル・ア

プローチは、すべての新規開発に加えて、タウンセンター周縁部およびタウンセンター外に

おける 以上の増床にも適用される ）。

用地選択の順序は表 のとおりである ）。 既存のタウンセンター内立地、 タウンセン

ター周縁部立地（タウンセンターに連続し、連続するであろう立地が望ましい）、 タウン

センター外立地（公共交通手段の選択肢が十分確保されており、かつタウンセンターの近

く、あるいはタウンセンターにリンクする可能性が強い立地）。

）（英国では）、土地利用のマスタープランを実現するための手段として開発規制（
）がある。具体的には、原則として全ての開発行為に対して個別審査による許可制度を採用してい

る。この許可は、特に計画許可（ ）と呼ばれている。開発規制においては、自治体に
与えられた裁量が極めて大きく、規制の基準であるディベロップメントプランも つの基準であって、唯
一絶対のものではない（藤岡啓太郎・平見憲司・高橋勝美・山口行一 英国（イングランド地方）におけ
る都市計画体系の変化 都市計画 第 巻第 号、 年 月、 ページ）。イギリスの計画許可制度に
おける地方自治体の裁量権とその統制については、小川祐之 イギリス計画許可制度成立の歴史的背景
まちづくり主体としての中央・地方政府 専門家 市民間の関係考察の準備作業として 比較法学（早
稲田大学比較法研究所） 第 巻第 号、 年、 ページに詳しい。
）

）
）
）
）



． 、 の効果

新規小売床面積に占めるタウンセンター・周縁部立地割合の推移（イギリス副首相府）

（イギリス副首相府）の報告書に基づいて、新規小売床面積全体に占めるタウン

センター、およびこれにタウンセンター周縁部（タウンセンターの境界から 以内）を

加えた立地の割合の推移をみたものである。同報告書は、 のタウンセンター統計プ

ロジェクトとして分析されたデータをもとにしたものである。データは、 によって

開発されたタウンセンター地域（ ）を規定するモ
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表 立地の種類

（タウンセンター）

主要なショッピングエリアと、主要ショッピングエリアの中あるい

は隣接して、大部分がレジャー、事業所、その他の主要なタウンセ

ンター利用用途であるエリアを明確にする。タウンセンターの範囲

は、開発計画地図で示される。主要なショッピングエリアは、小売

開発が集中しているエリアを特定する。小さなタウンセンターで

は、そのエリアは主要ショッピングエリアを越えないということも

ありうる。

（タウンセンター周縁部）

小売目的の利用では、主要ショッピングエリアに隣接し、徒歩で容

易に行ける（ ）範囲内の立地。他の主要なタウンセンター利

用用途では、タウンセンターの境界から の範囲内の立地（オ

フィス開発においては、タウンセンターの外ではあるが市街地内

で、鉄道駅やバスステーションを含む公共交通の中継点から

以内の立地は、シーケンシャル・アプローチにおいてはタウンセン

ター周縁部とみなされる）。

（タウンセンターの外）

タウンセンターやタウンセンター周縁部ではないが、必ずしも市街

地の外ではない立地。

（市街地の外）

既成市街地の外側の市街地外開発。

（注）商業開発における センター はショッピングエリア、他の主要なタウンセンター利用用途

における センター はタウンセンターの境界線によって囲まれるエリアとする。

）
とは、タウンセンターにおいて

よく見られる活動と不動産開発の傾向が集中している場所である。それは、タウンセンターに共通する経
済活動（小売、業務、レジャー活動も含む）における高い雇用レベル、活動の多様性、業務および小売床
面積の高度な集中を伴う地域でもある。逆に、これらの地域には倉庫や工場はほとんどみられない。この
モデルは、資産評価庁（ ）の小売および業務の床面積と、国立統計局による年次ビジネス調査による
雇用推定と雇用の多様性をもとにしたものである。推計量は、地図上の位置を示す詳細な郵便コードレベ
ルでマッピングされる。



イギリスにおけるタウンセンターマネジメントと小売開発規制（南方）

デル ）を用い、資産評価庁（ ）によって提供される小売

床面積データを用いたものである。

年代初めから 年代中頃までは、タウンセンター内あるいはその周縁部の小売開発

の割合は明確な形で継続的に減少し、 年にはタウンセンター内立地の割合が 、タ

ウンセンター内および周縁部立地の割合も まで減少した。しかし、 年代中頃

に、そのトレンドに明らかな変化がみられ、タウンセンター内および周縁部立地の割合は増

加傾向にあり、 年以降はタウンセンター内立地の割合が約 、タウンセンター内およ

び周縁部立地の割合も約 にまで回復している ）。この変化は、シーケンシャル・アプ

ローチの導入を含むタウンセンターに対する国の政策の変更（ 年の改訂 ）と符合

するものであり、タウンセンター内の小売開発の割合を増加させる効果があったことを示し

ている ）。

小売開発立地の予測（イギリスショッピングセンター協会）

イギリスショッピングセンター協会（ ）では、

年時点で、今後 年間にイギリスにおける小売開発立地について予測している。（前述の）

副首相府の報告書では、 年においてイングランドで建設された小売床面積のうちタウ

ンセンター立地の割合は を下回っていたが、 年にはその割合は を超えてい

る。この研究によると、地域によって差があり、スコットランドとウェールズにおいては、

その割合は低いものの、 年においてイギリス全体で新しく建設された小売床面積

のうちタウンセンター立地の割合は を超えている。しかし、一般的にはタウンセン

ターに立地する新しい小売床面積は を超えると信じられている ）。

そして、 年の 、 年の の効果について、次のように指摘している。 最

近 年間に、タウンセンターに向けた新しい小売開発の割合に大きな変化があった。これら

は、 年に政府が導入したタウンセンター立地を最優先とする政策、 年にタウンセン

ターを開発するより強固で前向きなアプローチを強化したことによって、デベロッパーがタ

ウンセンターあるいはシティセンターに投資する自信をもった結果である。政策の安定性

は、次の 年のタウンセンター計画の重要な開発の道筋を示すことになる ）。

また、 年後の小売開発について次のように予想している。 トップ のタウンセンター

の次の階層のセンターにおける開発計画の下で、新しい小売床面積の約 がタウンセン

ターで開発される。この成果は、安定的な政策の継続、先を見越した地方自治体の計画、デ

ベロッパーおよび投資家側のタウンセンターを再生させようという持続的な確信によっても

たらされるものである ）。

）
）
）
）
）



む す び

これまで考察してきたイギリスのタウンセンターマネジメントおよび小売開発の都市計画

的規制に関して、わが国との相違点は次の 点に整理することができる。

第一に、土地利用に対する考え方の相違である。わが国では用途地域など建築基準法をは

じめとする法規制にしたがえば建物を建築できるのに対して、イギリスでは、その土地をど

のような用途に利用し、どのような建物を建築するかという開発行為に対しては個別審査に

よる許可制度が採用されており、自治体に与えられた裁量が極めて大きいことが特徴であ

る。

第二に、中心市街地活性化政策が対象とする中心市街地の概念の相違である。イギリスに

おける中心市街地活性化は、シティセンター、タウンセンター、ディストリクトセンター、

ローカルセンターからなる階層性とそのネットワークを重視し、その位置づけに応じた活性

化が志向されているのに対して、わが国では広域的性格をもつ中心市街地に特化した政策が

行われていることである。

第三に、基礎的自治体の範囲を越える広域的調整の仕組みの相違である。イギリスでは、

年にリージョン空間戦略、これを受けて地方自治体で策定される地方開発枠組みが規定

された。地方自治体が計画許可を与えるにあたっては、これらの開発計画との整合性、タウ

ンセンターの階層性とネットワークを考慮して、審査することが必要とされている。他方、

わが国では 年になって、床面積 万 を超える大規模集客施設の立地にかかわる都市計

画の決定または変更にあたって、都道府県知事が広域的に調整する仕組みが導入されたばか

りである。

第四に、小売開発の都市計画的規制の相違である。わが国では 年になってようやく大

規模集客施設の立地が制限され大型店の郊外出店が規制されることになったが、イギリスで

は 年からシーケンシャル・アプローチが導入され、中心市街地への小売開発の誘導が強

く推進されている。

第五に、中心市街地活性化を推進する組織の自主財源の違いである。わが国では、中心市

街地活性化が十分な成果を得られない原因の一つとして、中心市街地活性化を推進する組織

である の自主財源不足があげられている。これに対して、イギリスでは 年に

制度を導入し、建物の占有者からわが国の事業所税の資産割に相当する 賦課金を

徴収することが可能となっている。

イギリスの政策を直ちにわが国に適用することは、土地利用に対する考え方の相違、これ

に起因する都市計画制度、さらには地方自治制度にかかわる相違など、長年の歴史の中で形

成されてきたものであり困難といえる。しかし、日本版 については、イギリスの

制度にならう形で今後検討をすすめる必要があると考えている。この点については、稿を改

めて考察したい。

（本研究は、平成 年度 平成 年度科学研究費補助金（課題番号 ） 小売業立地が買

物利便性に与える影響の評価モデルの構築 （研究代表者 南方建明）の助成を受けたものであ

る）。
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