
都市・居住問題



１ 化都市

都市の発展にともない、都市周辺の農村部が宅地化
し、工場・学校・商店が進出、通勤者が増加するなど
して都市的性格を持つ現象。

2 都市問題

(１)都市化による弊害全般 → 問題都市

都市化のスピードに対して、都市内部の 整
備が間に合わないことで起こる社会生活上の諸問題。

インフラ



大都市圏の人口ランキング
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(２)一般的な都市問題

①増大する人口に対する諸種のインフラ整備の遅れ

■居住空間の悪化
・・大気汚染・騒音・振動・悪臭など 。

■ 地価高騰

都市公害

大気汚染は肺がんを引き起こすとされ、中国の肺がん
死亡率は世界一



②道路整備の遅れ → 問題渋滞・騒音

デリーの交通渋滞



③ゴミ処理施設の整備の遅れ → 問題ゴミ処理



④就労機会の不足 → 問題就職難



⑤人口が郊外に流出

→ 周辺部の無秩序な都市化( 現象)スプロール

道路は入り組んでわかりづらくなり、道幅も狭くなる。そ
の結果、緊急の際に消防車や救急車が入ることが出来
ず、被害が大きくなってしまう。



（３）都市問題の深刻化によって起こってくるとされる問題

①都心とその周辺

■ (不良住宅区)の形成スラム

○アジア、アフリカ、ラテンアメリカなど発展途上国

・・・旧市街地の外側

自然発火したごみの山か
ら燻る煙が昇るさまから
名付けられた。2011年閉
鎖?

・マニラ(フィリピンの首都)の【 】スモーキーマウンテン



・ブラジルでは【 】ファベーラ





○アメリカ合衆国やイギリスなど先進国

・・・・・・・ 、線路沿い都心部



■ に従事するものが増えるインフォーマルセクター

:くず拾い、洗濯人、靴磨きなど農村から都市へ移動
した人々が従事する職種は数多く存在する。このよ
うな経済活動には明確な定義はないものの、零細で
継続の保証がなく明文化されていない。インフォー
マルな経済活動部門のことをいう。

フィリピンの
スカベンジャー



■ も大勢見られるようになるストリートチルドレン

バングラデシュ バングラデシュ

フィリピン



■ の減少 →福祉・公共事業費の不足
②人口減少による社会危機

税収

■コミュニティ崩壊

【廃墟】2013.7デトロイト市、ついに破産 負債１兆８０００億円超



(４) 都市再編を巡る問題

①セグリゲーション(segregation)

所得水準・社会階層・民族などによる居住地が分離、住み
分けられる現象。アメリカ合衆国やヨーロッパの大都市で
は、外国人労働者や移民が集中しているケースが多い。

ロサンゼルス都心



②都市再開発(ジェントリフィケーション)

都市の既成市街地を再開発して高級化させること。不
良住宅（スラム）の一掃、建物の不燃化・高層化、道路
の拡張、公園や緑地の増設などを図る都市計画。ロ
ンドン、パリなどが積極的に取り組んでいる。

ニューヨーク・ソーホー



③都心住宅をめぐる問題

特に が職住近接と文化活動
や買い物に便利な都心部に住居を構える傾向が見
られる。地価の問題で、多くは高層住宅になる。従
来の が失われる例もある。コミュニティ

若年層の高額所得者



３ さまざまな都市問題

(１)発展途上国の都市問題 ～メキシコシティを例に～

【メキシコ基礎データ】

■歴史:マヤ文明（ユカタン半島）や【 】文明が栄
える。1821年独立。

■首都：メキシコシティ 人口：約１億人（世界11位で最も
新しい１億人以上の国)

アステカ

■一人あたりＧＮＩ：約8960㌦
（ブラジルとともにﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ
のＮＩＥｓの一国、ＯＥＣＤ加
盟国）



■貿易：輸出入ともにアメリカ合衆国が１位（輸出
約９割 輸入が約６割を占める）

■公用語：【 】語

■宗教 ：【 教 】が約９割

■民族 ：メスチソ６割

■資源・エネルギー
：石油産出国（ＯＰＥＣ【 】）・世界的な銀
産出国（Key）

→ 北米自由貿易協定（ ）に加盟、日本など
とはＦＴＡを締結

ＮＡＦＴＡ

スペイン

キリスト カトリック

候補国



①メキシコシティの自然環境



■市の中心部が海抜高度2000ｍ以上の の底
に位置する。

自動車の排ガス
によるスモッグ発生

空気が滞留する

空気が薄くて燃料が不完全燃焼

盆地



②メキシコシティの都市環境

■農村から都市への急激な人口集中

急激な人口増加

首位都市(プライメイトシティ)へ

・【 】現象（無秩序な開発）
・【 】（不法占拠）の拡大

スプロール

スラム

■経済活動にともなう自動車の急増
・大気汚染の
・慢性的な 、騒音

■ゴミの大量消費 → ゴミの大量発生で処理施設が
飽和状態に

■生活用水の大量消費 → 地下水くみ上げによる地
盤沈下

日常化

渋滞





（２）メキシコシティでの政策

①交通渋滞問題

の整備、 建設環状道路 地下鉄

ジャカルタ、バンコク、メキシコシティは
世界3大渋滞

北京の地下鉄一号線や、バンコクの地下鉄は、日本のODA（政府開発援助）で作られました。



②大気汚染問題

首都からの 、自動車の や
利用制限

工場分散 排ガス規制

メキシコシティーの車は、すべて、半年に一回、排気ガス
規制検査を受けないといけない。車を０、１、２ランク分け。
０は新車。１は、まあまあ、２は、もっとも排気ガスを出す
古い車。



③住宅問題

公的住宅機関の融資による低所得者向けの
や住宅建築支援、衛星都市や大規模

住宅団地の建設など都市基盤の整備
住宅供給



④スラム問題

の確保支援、公共サービスの改善就業機会

ネザ・チャルコ・イツァ地区という世界最大のスラム街がある



（３）メキシコシティなど発展途上国の都市問題を
解決するためにさらに必要なもの

①【 】国と【 】（非政府組織）
による支援

先進 ＮＧＯ

・・・住宅建設や学校作りなど



②政府による政策努力

・・・都市と農村の や 率の抑
制、雇用機会の創出など

経済格差是正 出生



(２)先進国の都市問題 ～ロンドンを例に～

①ロンドンの都市問題の歴史
■産業革命の進展→農村部からの労働

者の流入

→無秩序な都市の拡大＝【 】現象や
交通渋滞・大気汚染・酸性雨

スプロール



■(         )の田園都市構想（1898年）ハワード

経済学者ハワード

→【 】の建設レッチワース

→ に田園都市を建設(1903)ロンドン北郊

→労働者に快適な生活環境と職場を提供す
る構想( の理論)職住近接





『労働者にも、快適な住環境を、そして、緑溢れる田園
風景の中での、職住近接』という理念の下、約百年前
の1902年から、その理想郷は、着工された。

レッチワース



The Blitz（ロンドン大空襲）
1940年9月7日から1941年5月10日の連続57日間の空襲

その後、終戦までロンドンはナチの新兵器V1、V2号の
射程距離にはいり執拗な空爆にさらされた



ロンドン大学教授 パトリック・アバークロンビー

ロンドンへの過度の人口集中による弊害を克服するた
め、また第二次世界大戦の戦災復興を意図

■【 】計画（1944年）：田園都市構想の反映大ロンドン

• 目的・・・市街地の無秩序な拡大防止



※例【 】やスティーヴニジなど

• 対応＝【 】と
その外縁に【 】を建設ニュータウン

グリーンベルト

レッチワース
スティーヴニジ

ウエリンガーデンシティ

バジルドン

グローリー

ブラックネル

ヘメルヘムステッド

ハットフィールド

ハーロー

ウエリンガーデンシティ



グリーンベルト



ウェリンガーデンシティ

グリーンベルト（緑地帯）外側に位置する８つのニュータ
ウンは、どれも工場、住宅、商業、文化、娯楽施設など、
様々な機能を備えている



※日本のニュータウンとイギリスのニュータウンの違い

→イギリスは職住近接 日本は住宅機能（ベットタウ
ン）のみ



※日本では現在住民の【 】化が問題になっている高齢



多摩ニュータウン

2000年

2010年



②ロンドンの都市問題対策

■ニュータウン建設の功罪

・住環境の悪化と過密防止に効果

・【 】での人口流出と産業の
【 】化現象が進む

→ホワイトカラー層や熟練労働者、
産業の郊外移転

都心

空洞化



・高齢者・低所得者・「海外からの移住者」の残存

→社会問題の発生

（貧困や家族の崩壊、失業・犯罪・暴動など）

■ 問題インナーシティ



■インナーシティの再開発
←政府と民間資本の協力による推進

・ウォーターフロント再開発・・・【 】の再開発

→造船所・倉庫跡地にオフィスビルや商業施設・住
宅地の建設

ドックランズ







カナリー・ワーフ



■インナーシティ再開発の問題点

→家賃の高騰と空きビルの存在
→【 】

高級化するが、従来のコミュニティが失
われる例も

社会問題の発生



※シンガポール・メキシコシティなどでも導入されている

■【 】方式の導入（2003より）一定の成果ロードプライシング



③ロンドンなど先進国の都市問題を解決するため
にさらに必要なもの

1）2つのパータンの都市再開発

■一掃型（クリアランス型）

開発予定地域の古い建物をすべて取り払
い、跡地にオフィスビルやホテル、住宅、娯
楽施設などを建設



・・・・古い港湾施設の撤去→ の建設

例）シドニー（【 】地区）ホアンキエム

オペラハウス





■ピッツバーグ（鉄鋼業の工場用跡地の利用）

ＩＴ・・・鉄鋼の町から やバイオテクノロジーの町へ





・・・住宅と工場の混在地区からパリの【 】都心へ

■パリ【 】地区ラデファンス

副





■修復・保全型（景観保全型）

・・教会や城壁、古い町並みなど都市の歴史的・文
化的建造物などの基本形態を残しながら再開発

例）パリ市内の【 】地区(1962年に出来たマ
ルロー法による景観保存)

マレ



１３世紀までは農地で
沼（フランス語でマレ）が広がってたから



京都
(1972年にできた京都市市街地景観条例による景観保存)





2）実際の都市再開発

→二つのタイプを取り入れることが多い。

■先進国の場合

→インナーシティとの関係が深い
の開発を兼ねることが多いウオーターフロント

例）ドックランズ（ロンドン）



みなとみらい２１（横浜）



天保山ハーバービレッジ



■都心のオフィスビルの跡などに住宅建設

■交通渋滞の解消

・都市内の 整備（首都高など）環状道路

・バイパス道路（桐生の国道50号も）

・ 導入：市内への自動車の
乗り入れを規制

ロードプライシング方式

■その他

・大量に排出されるゴミ問題
（リサイクルやリユースの仕組みつくり）

【 】（環境共生都市）
→ （廃棄物ゼロ）をめざす

エコタウン

ゼロエミッション



・災害に強い防災都市つくりも重要視されてきている

【 】マップの作成、防災公園、地下調整池、
耐震性貯水槽の設置など

ハザード



3）東京の近年の再開発ほんの一部

東京ミッドタウン（旧防衛庁跡地の再開発計画）



• 六本木ヒルズ（テレビ朝日や周辺の敷地の再開発）



赤坂サカス
（TBS放送センター後の旧社屋跡地の再開発）



表参道ヒルズ（同潤会青山アパートを取り壊した跡）



恵比寿ガーデンプレイス（サッポロ（エビス）ビール工場）



• サンシャインシティ
（巣鴨刑務所（のちの東京拘置所）跡）


