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オレゴン州ポートランド研修レポート 

～ O-JaLoGoMa に参加して ～ 

2017年 11月 29日 

東浦町長 神谷明彦 

 

2017年8月25日から8月31日までアメリカ合衆国オレゴン州ポートランド市を訪問し、

O-JaLoGoMa に参加。以前から関心を持っていたポートランドのまちづくり（都市計画、

コミュニティ政策、交通政策、産業政策など）について学んだ。 

本レポートの構成は以下の通り。 

 

■ O-JaLoGoMaとは 

■ ポートランド市の概要 

■ ポートランド到着日（8月 25日（金）） 

■ プログラム第 1日目（8月 26日（土）） 

● 市内探索 

■ プログラム第 2日目（8月 27日（日）） 

● ケントン女性村 

● リビルディング・センター 

● ビアストーミング 

■ プログラム第 3日目（8月 28日（月）） 

● メトロとトライメット 

● ミルウォーキー市 

● パークアベニュー駅駐車場とアーバングリーン 

● Chips Janger氏宅訪問 

■ プログラム第 4日目（8月 29日（火）） 

● 行政と住民による共同プレイスメイキング（アルバータ通り 住宅街） 

● 行政と住民による共同プレイスメイキング（アルバータ・メイン通り 商店街） 

● セントラル・イースト産業地区 

● 自由時間 

■ プログラム第 5日目（8月 30日（水）） 

● シティ・リペア創始者の講義 

● 西芝先生の講義 

● グループディスカッションと発表 

● フェアウェル・レセプション 

■ 帰国日（8月 31日（木）） 

■ 振り返って 感じたこと 
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■O-JaLoGoMaとは 

 

 

 

O-JaLoGoMa は、ポートランド州立大学ハットフィールド行政大学院 行政学部准教授 

パブリック・サービスセンター副センター長 西芝雅美 准教授の企画・監修するローカル

ガバナンスを研修する日本人向けのプログラム。東京財団自治体職員研修（週末学校）に

使われていたものと基本的に同様のもの。東京財団が週末学校を止めたので、今回初めて

一般募集のプログラムが企画された。近年、日本においてポートランドへの関心が高まり

つつある。 

参加者は、行政職員 4 名（札幌市、富士市、東浦町）の他、県会議員、大学の研究者、

民間の建築・デベロッパー、クリエーター、NPO 関係者、介護関係者など 19 名。札幌市

はポートランド市と姉妹提携している関係で部署によっては馴染みがあるそうだ。札幌市

も富士市も、手挙げ方式で海外派遣研修を受けられる制度があるとのこと。 

 

 

東浦町からは神谷明彦と水野弘孝の 2名が参加し、研修に関連した支出は、1 人あたり、 

プログラム参加費    188,438円 

   旅費（運賃、宿泊費等） 405,610円  

   合計          594,048円 

であった。 

 

 

プログラムのスケジュールは次の通り。 
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■ポートランド市の概要 

 

ポートランドは人口 62万人（全米 29位、日本で言うと八王子くらい）、都市圏人口 150

～200万人の都会的な部分と、身近に大自然のある街。マウント・フッドの 8合目まで車で

1時間半で行けるし、オレゴン州がすべて所有し手つかずの自然のままの海岸線も手軽に行

ける。 

一人あたりのレストランの数はニューヨーク州よりも多い。農地、海、森が守られてい

るから旬のおいしい食材がある。地産地消を重視。そうすると料理家の想像力を掻き立て

る。 

アメリカ東部から離れた独立した小さな州。流行の伝わりが遅いだけに、自分たちの文

化を大切にする。トレンドは自分たちでつくる。だからクリエイティブ。 

2001年から 60％経済成長した。1週間に 300人～400人増えている。これから十数年で

50 万人くらい増えそう。都市計画で市街化はコントロールできるが、地価はコントロール

できない。まだ、リーズナブルに買える住宅地はある。炭酸ガス排出は減っている。州も

カウンティ（郡）も市も環境を重視。 

24歳～35歳の若い層が転入。その 33％（全米平均は 28％）が学位を持っている。 

都市圏別の人口 1000人当たり特許件数は全米 6位。ナイキの本社、ランドローバーのイン

ターフェイスデザイン部門、ミズノのランニングシューズのデザインチームもポートラン

ドにある。 

 

市行政と議会は、シティ・コミッショナー制を採用している。市長と 4 人の議員（コミ

ッショナー）がそれぞれ公選され、この 5 人で議会を構成する。市長を含め 5 人の議員と

しての議決権が同等だが、市長は 4 人のコミッショナーに担当の行政分野を割当てる権限

を持ち、各コミッショナーが担当分野の責任者となる。下記は担当分野の一例。 

 

 

市長

議員 議員 議員 議員 議員

環境局 公園・レクリエーション局 警察 住宅局 交通局

水道局 ネイバーフッドオフィス 総務・財務 消防・レスキュー 緊急マネジメント局

など など 開発・持続可能性局 など など

都市開発委員会

公平性・人権オフィス

など

監査

選挙
記録
公聴会
オンブズマン
など
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議会の役目は意思決定と行政経営で、議員は市民の声を行政に届ける御用聞きではない。

市民は直接あるいは地域の自治組織などを通じて、議会に市民としての意見を届けること

ができる。市民の側から見れば、議員の担当分野と方向性がわかっているので、選挙の際

の選択の判断がしやすいと考えられる。ちなみに、ポートランドと同規模の人口を持つ八

王子市の議員定数は 40である。 

一方、米国の多くの自治体で採用されているシティ・マネージャー制は、公選の議員（5

人程度であることが多い）が市長（議長）と行政の専門家であるマネージャーを選任し、

マネージャーに執行をゆだねる制度。 

 

ポートランドは、オレゴン州の北端にあってワシントン州と接している。ポートランド

市と隣接するワシントン州バンクーバー市に住んで、州境のコロンビア川を渡ってオレゴ

ン州ポートランド市で働いたり買い物をしたりしている人も多い。ワシントン州は所得税

なし、オレゴン州は消費税がない。つまり、無税で稼いで消費することができる。 

 

元々、オレゴン州は片田舎。ポートランドは重化学工業による環境汚染がひどく、治安

も悪かった。ご多分にもれず、車中心社会で、中心市街地が空洞化しドーナツ化現象に直

面していた。 

1970 年代に改革派のオレゴン州知事とポートランド市長が誕生。ちょうどオイルショッ

クを機に、自動車がなくては生活できないことに疑問を持った住民たちの運動によって、

中心部の立体駐車場用地は（市民がネーム入りの舗道レンガを買う運動が広がって）パイ

オニア広場に転換、建設中だった高速道路の撤廃、川縁とダウンタウンを分断していた道

路を撤去して公園にするなどの動きが起こった。そして、郊外の自然を保護しながら、路

面電車を中心とした公共交通の拡充による歩行者中心の街づくりへと向かった。また、郊

外の自然環境や農地を保護するために全米で唯一、都市成長境界線（Urban Growth 

Boundary）を設定している。 

 

https://search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-8&gdr=1&p=Urban+Growth+Boundary#mode%3Ddetail%26index%3D3%26st%3D0
https://www.oregonmetro.gov/urban-growth-boundary
https://www.oregonmetro.gov/urban-growth-boundary
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ポートランドの街は、1850年代に（多くの交差点をつくり商売に適した角地を増やすこと

を目論んで）他都市よりもスケールの小さい 200ft（約 61m）のストリートグリッドを採用。

それが、今になって walkable、natural、humanscaleの居心地の良いまちづくりにつなが

っている。通り沿いの建物を 1階はガラス張りの店舗、2階以上は賃貸住宅などの住居やオ

フィスとしており、街に賑わいを生んでいる。 

また、ポートランドでは地域自治組織がしっかりしていて、住民の参加を得て意見を徹底

的に聴きながらまちづくりを進めているのは有名だ。 
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■ポートランド到着日（8 月 25日（金）） 

 

成田の上空から見えるのは、水田と利根川とゴルフ場だったが、太平洋を越えて、ポー

トランド上空では、カナディアンロッキー山脈に源を発する北米有数の大河コロンビア川

とカスケード山脈の活火山群（レーニア山、セント・ヘレンズ山、フッド山）が見えた。 

空港はコロンビア川（ワシントン州とオレゴン州の境）の畔にある。ポートランド市街

地は空港から南西に 10km ほど離れたウィラメット川（コロンビア川の支流）を挟んでポ

ートランドの市街地は広がっており、ダウンタウンはウィラメット川の西岸にある。 

  

 

 

（Yahoo地図より） 

 

空港から市内電車（MAX）に乗って、ポートランド市街地へ。26ドルの 1週間券を買え

ば滞在中はMAX、Streetcar、Busに乗りたい放題。改札はなくそのまま電車に乗れる。た

まに検札がある？らしい。駅のホームに置いてあるベンチはとてもシンプル。 
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ホテルのあるのは、ダウンタウンの対岸にあるコンベンションセンターの近く。再開発

されたらしく比較的新しい建物が多い。コンクリートの大判の板を敷いて歩道にするなど

合理的ではなかろうか。ホテルは後ろのホリデーインじゃなくて、手前のモーテルみたい

なところ。 

  

 

荷物を預けてさっそく市内探検へ。市内電車（ストリートカーと MAX がある）は約 15

分間隔で走っており、橋を渡って、すぐにダウンタウンに向かうことができる。車内に自

転車を持ち込める、バスにラックがついているなど、自転車との親和性も持たせてある。 
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市内の中心部に近いとおぼしきパイオニア広場ではイタリアンフェスタを開催中。近く

にはノードストロームやメイシーズがあったがいまどきデパートは米国でも元気がないそ

うだ。道路を隔てたすぐ隣では旧裁判所の建物を修復中だった。 
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ポートランドと言えばフードカート（日本でいうところのキッチンカー）が有名。近く

にフードカートが並んでいるところがあったのでさっそくフォーを注文、歩道に座って食

べた。ポートランドには郷土料理と呼ぶようなものはないらしく、タイ、ベトナム、イン

ド、照り焼き、たこ焼き、メキシコ、地中海など、エスニック料理をアレンジしたような

食べ物がほとんどで、値段は 7 ドル前後、ボリュームは十分で結構おいしい。一見歩道に

沿って屋台が並んでいるように見えるが、よく見ると駐車場のあるブロック（区画）の周

囲にフードカートを歩道に尻を向けてびっしり停めているのがわかる。 

  

 

歴史的建造物に指定されている中央図書館に入ってみた。1階に児童書の部屋がある。上
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階の閲覧室ではほとんどの利用者がパソコンを持ち込んで思い思いに作業をしている。図

書館はマルトノマ・カウンティによって運営されている。 

  

 

図書館の近くには市庁舎がある。市庁舎の隣にあるポートランドビルは市庁舎の新館と

して建てられたポストモダン建築。正面玄関上部にはポートランディア（女神）像があり、

全米で 2 番目に大きな 11m の打ち出し細工の銅像（1 番は自由の女神像）として有名。ち

なみに、ポートランドは世界中に 9 つの姉妹都市を持つが、日本では札幌市が姉妹関係を

結んでいる。 

  

 

市庁舎から PSU（ポートランド州立大学）を通り過ぎて、ダウンタウンの南端にある

OHSU（オレゴン健康科学大学）へ。ここは市街地を見下ろせる高台にあり、市内電車か

らロープウェイに乗り継いで行くことができる。大学病院の建物は、一般の人にもオープ

ンな明るく清潔な造りになっていて、バルコニーからは、眼下のウィラメット川やその向

こうに広がる森と雪を頂くフッド山（3429m）の展望が素晴らしい。 
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ここから今度は橋を渡ってウィラメット川東岸のセントラル・イースト地区へ。このあ

たりは元々工業系や物流系の企業が立地していたところで、今ではそれらの建物をリノベ

ーションして、新たな企業も盛んなところ。クラフトビールの醸造所なども複数立地して

いる。 
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ダウンタウンの北部にあるパール地区はタンナー・スプリングス・パークのある再開発

地区で、モダンな店舗や集合住宅がある人気スポットだ。不動産屋のディスプレイを見た

ら、2bed,2bath 1369sqare ft.(127㎡)の集合住宅で 119万ドルというのがあった。このあ

たりが相場らしい。 

  

  

 

ここから東側には、ユニオンステーション（鉄道駅）と長距離バスターミナルがある。

鉄道駅と言っても日本の鉄道と違って 1 日数本の長距離列車があるだけなので構内はひっ

そりとしている。駅舎内の重厚な造りはギャング映画を彷彿とさせる。 

付近には第 2 次大戦前、日本人移民が多く住んでいた日本人街で、今はチャイナタウン
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と呼ばれているところがあるが中国色はあまり濃くはなさそうだった。白人比率が高いと

言われるポートランドだが、界隈を少し歩くと街はいろいろな顔を見せる。 
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古いホテルをリノベーションしたブティックホテルとして有名なエースホテルや全米最

大の本屋といわれるパウエルズを覗いてきた。パウエルズは店舗が 1 ブロック（区画）を

占め、在庫 100万冊以上。決して全国チェーンなどではなく、地元資本の本屋だ。 

  

 

ダウンタウンの西に隣接する丘陵地にあるワシントンパークには原始林が残っているほ

か、広大な敷地の中に動物園や日本庭園がある。ビーバートン行のMAXは、市内から丘陵

地帯のトンネルに入ると通常の電車のように高速運転に入る。ワシントンパークにはMAX

の地下駅から高速エレベータで地上に上がる構造になっている。 

  

https://www2.acehotel.com/ja/brochures/portland/
http://www.powells.com/
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市内のあちこちには 1 ブロック単位の公園がある。鉄棒、ブランコ、滑り台の三点セッ

トのちびっこ広場とは違って、公園にはある程度の敷地と樹齢のありそうな巨木がある。

木陰の下は夏でも涼しく市民にとって優しい緑のある憩いの場となっている。 

余談だが、ポートランドにはミル・エンズパークと呼ばれる直径 61㎝のギネス認定され

た世界一小さな公園もある。0.29 ㎡の公園には時折、蝶のための飛び込み板付きプールや

ミニチュア観覧車が飾られることがあるそうだ。 

  

 

市内のいたるところにはベンソン・バブラーと呼ばれるたくさんの真鍮製の水飲み場が

ある。この出しっぱなしの水飲みはポートランド特有のもので、1912 年に材木王のベンソ

ンが労働者に酒を飲むなら水で喉を潤すようにと市に寄附したもの。 

フッド山の伏流水と地下に大きな帯水層を持つポートランドは、豊富で良質な水道水に

恵まれている。また、市内の道路や建物、住宅地では、積極的に雨水を貯留したり土壌に

浸透させたりする仕組みを採用している。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Mill_Ends_Park.jpg
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市内には、日本とは対照的に歩道やバス停などにこまめにゴミ箱が設置されており、清

掃の係員もよく見かけた。ダウンタウンを歩いていても狭い路地や危険を感じる場所はな

く、治安は良さそうに感じた。ただし、道端に寝そべっている人などホームレスの多さが

目に付いた。 

  

 

夕食は、ホテルの近くのロードサイドのアメリカンなスポーツバーでとった。ビールと

手羽、メキシカンなどを注文した。聞いたこともないメニューを隣近所のテーブルを見な

がらあれこれ悩みながら頼むのも楽しみではあるが、水野君のネイティブと変わらぬコミ

ュニケーションのおかげで店員が気持ちよくサービスしてくれたし、期待外れのものを注

文してしまうこともなかった。 

上記のように、ポートランドは日本でいうと仙台を一回りくらい小さくしたくらいの街

で、1日自分の足で回ると何がどこにあってどんなまちなのか大凡見当がつくようなコンパ

クトなまちだ。夏は 30度くらいになっても湿気が少なく爽快、夜は半袖が欲しい。冬場は

しとしと雨が続く気候で、大雪が降ることは滅多にないそうだ。 
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■プログラム第 1日目（8 月 26日（土）） 

 

朝、PSU（ポートランド州立大学）に集合。自己紹介とオリエンテーション。西芝雅美

准教授から本プログラムの歴史、今回のプログラムの流れや基本理念、心構えについて講

義があった。プログラムの中のすべてのアクティビティには、日本人のプロおよび学生の

通訳がつくので、英語力を必要としないように組まれている。 

  

  

  

 

●市内探索 

公共交通機関を使いながら市内を探索しポートランドの「場」の感覚を付けることが目

的。探索中に出会った地元住民とインタビュー形式で対話することで、ポートランドの良
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さや問題点を考えるきっかけが得られ、学びの下地づくりになる。 

 

約 20人が 4つのグループに分かれて、フィールドワーク。行先とねらいを決めて市内探

索スタート。まずは、PSU キャンパス内にある公園で行われているファーマーズマーケッ

トに行く。公園の木漏れ日の下で色とりどりの野菜を売っている。 

  

 

バスに乗ってウィラメット川対岸のホーソン地区へ。住宅街の中のロードサイドの空き

地にフードカートを置いてつくった屋外フードコートで昼食。自分は焼肉と野菜を生地で

包んだような“地中海料理”を食べた。ポートランドでは、フードカートから始めて評価

を受けレストランを開業する起業文化があるそうだ。 

  

 

BIKETOWN で自転車を借りて、地区をめぐる。BIKETOWN とは、オレゴン州ビーバ

ートン市に本拠を置くスポーツ関連企業 Nikeと市交通局などが提携して 2106年に始まっ

たバイクシェアの仕組み。ダウンタウンと周辺の住宅地に 1000台の自転車と 100カ所のス

テーション（自転車置き場）が設置され、スマホを使って登録、旅行者でも簡単に使うこ

とができる。他のステーションに返却可能。自転車はかなり頑丈にできている。料金は、

30 分まで 2.5 ドル、1日合計 3 時間まで 12 ドル。また、月 12 ドルで乗り放題の年間契約

などがある。 
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（BIKE TOWN ホームページ システムマップより） 

 

  

 

自転車でローレルハースト公園に行き、公園で見かけた人に突撃インタビューをする。

もちろん現地のスタッフがついているし日本からPSUのプログラムに参加していますと前

置きはするが、みんな気持ちよくインタビューに答えてくれた。アメリカ人は自分のこと

を話すのが好きだそうだ。 

樹木にブランケットを巻かずにスラックラインをやっているのをパークレンジャーに咎
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められていたカップルは、女性はポートランド出身、男性はカリフォルニアから競争の激

しいハイテク・ビジネスや人間関係に疲れてポートランドに移ってきたのだそうだ。今は

車の中で暮らしていて、プロのロッククライマーをしているとのこと。ポートランドは自

由で暮らしやすいところだが、近年移住者が増えて地価や家賃が上昇、ホームレスが増え

るなどの社会問題を抱えていることに言及した。 

礼服を着た男性 2 人は、スティーブ・ジョブズも学んだことがある市内の私立名門校リ

ードカレッジの卒業生で、友人の結婚式のために久しぶりにポートランドに帰ってきたと

ころ。学生の頃は寮に入りもっぱら学内で過ごしていたのでポートランドの事情にはあま

り詳しくないとのこと。今は、一人はピッツバーグ、もう一人はカリフォルニアでビジネ

スに頑張っている。高収入がないとカリフォルニアでは暮らせないといっていた。 

公園には巨木がたくさんあって木陰が心地よい。公園に仮設トイレが並んでいた。日本

では見慣れない光景だ。 

 

  

 

 

ポートランドと言えばクラフトビールの醸造所がたくさんあるのが有名。市内に 70以上

あって、その数は世界一だそうだ。そのうちの一つ、Coalition Brewingという小さな醸造

所に立ち寄った。ポートランドは水が良質で水道水を使ってビールをつくっているとのこ

と。“Space Fruits”とか“Linen Leaf”とか、刺激的なネーミングの IPAを売っている。

他の小規模な醸造所と組んで日本にも輸出しているそうだ。ビールは飲めないと言ったら
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7upをサービスしてくれた。   

  

 

 

■プログラム第 2日目（8 月 27日（日）） 

 

前日の市内探索の振り返りと、得られたことを各グループ毎に発表、共有した。多くの

市民がポートランドは自由で暮らしやすいと感じている一方で、最近の人口増加やホーム

レスの増加を気にしているようだ。 

 

●ケントン女性村 

ポートランド北部郊外のケントン地区へMAXイエローラインで移動。公園の木陰で昼食

をとってから、女性村（Kenton Women’s Village）を概観（入居者のプライバシーに配慮）、

ケントン地区のネイバーフッド・ アソシエーション（旧消防署の車庫を会議室にしている）

で説明を受けた。 

 

ポートランド市内には 4000人のホームレスがいると推定されている。市は従来、ホーム

レスを公共の場から排除したり、集団シェルターを増設したりしてきた。 

女性村は、市の土地に学生たちが一人分の小さな家 14棟をそれぞれ設計して建て、そこ

に期間限定で女性のホームレスに住んでもらうプロジェクト。最初に市がケントン・ネイ
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バーフッド・アソシエーションに話を持ちかけたそうだ。ビレッジ連合とは、1人用の超小

型住宅からなる住宅地をプロデュースする建築家、建築業者、アーティスト、地域、宗教、

福祉、行政、市民活動家などさまざまなセクターからなるネットワーク。ホームレス村の

サポートや新設を訴え、ホームレス問題について啓蒙活動をしている。まずは行動し、走

りながら考えることで、柔軟なネットワークができてくる。 

ケントンはダウンタウンの辺縁にあるが、緩やかに賑わいができローカルビジネスが開

業し始めている地区。ホームレスの村をつくることに地元住民の反対があったので、市は

アイディアを示して丁寧に住民の意見を求めた。そのため最終的には、混乱や不信感を招

くことなく大方の納得が得られた。ただし、女性村はこの場所での次の開発（低所得者向

け住宅建設）までの 1 年限りとし、女性村を管理する NPO カトリックチャリティーズが、

彼女たちの生活をサポートし、出ていく先を見つけると約束した。①外で暮らすトラウマ

を軽減すること②気持ちのわかる人同士が触れ合うことができることから、ホームレスの

人たちがまず家に住むことが大切と考えているが、ホームレス問題の根本的な解決策は見

つかっていない。 

女性村の住民は、ケントン・ネイバーフッド・アソシエーションに参加できる。公園の

掃除やバラの手入れのボランティアをしてもらう案や、ハウスレスの体験談、美術館で「小

さな家」を建てるワークショップなども考えている。 

近年、homeless は家庭なしの意味を持つため houseless（住む家がない）の用語を使う

ようになりつつある。 

 

  

 

※ポートランドのネイバーフッド・ アソシエーションとは。 

91（95？）のNeighborhood Associationと 7つの連合体がある。小学校区はポート

ランド・パブリック・スクール（特別区）で運営されており NAよりも大きい。 

個人がそのエリアに住むと申込なし出資なしで自動的に NA のメンバーになり発言

できるようになる。役員は無報酬。1970 年代に市が正式に認知し、市のコミュニティ

担当課（Office of Neighborhood Involvement）が対応。市民は十分に情報が与えられ

た中で、土地利用計画の策定なども行う。 
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新移入者はシステムを知らないことがある。O-JaLoGoMa プログラムのスタッフの

人たちに訊いても、多くはアパートの住人で NA に関わっていないし、よく知らない

という現実もあるようだ。 

ケントン NA の役員は住民の選挙で決めるそうだ。無報酬で、任期は最長 3 年で交

代する。会長は 31歳のコンピュータエンジニアだった。 

 

●リビルディング・センター 

代表者の Stephen Reichard氏から説明を聞いた。 

1996 年に住民同士が集まりリビルディング・センターを結成、今では強力な NPO へと

発展している。リビルディング・センターは、建物の解体の際などの建築建材の再利用を

進め、地域の環境・経済・社会に適したコミュニティづくりを目指している。重機で壊す

ことなく建物を解体し、木材からドアノブまでリビルディング・センターにストック、建

築資材として販売する。1日に 8トンの建築廃材が入り、再建築のリサイクル率は約 85%。

廃材の価格は新品の 1割～6割だそうだ。 

古木の伐採はできなくなってきているので、良質な木材は解体でないと得られない。ま

た、築 100 年以上たった家は手作業で壊さなければならない法律ができた。毎年 100 件以

上の解体が発生し、雇用が増えた。リビルディング・センターではリサイクルショップの

他に DIY の教室なども行っており、障がい者やボランティアを含め多様な人々が働いてい

る。 

詳しいモノやカネの流れはつかめなかったが、それで経済としてまわっているとのこと。

これが本格的に実現すれば持続可能な環境にやさしい建築ビジネスが成立することになる。 

このビジネスモデルを参考に、日本でも諏訪にリビルディング・センター

（https://greenz.jp/2016/11/21/ribicen/）がオープンした。空き家の有効活用にも役立ちそ

うだ。 

 

  

 

●ビアストーミング 

プログラム参加者、スタッフ、地元コミュニティのメンバーが地ビールを飲みながらデ

https://greenz.jp/2016/11/21/ribicen/


 25 / 47 

 

ィスカッション。Chips Janger氏との会話が印象的だった。 

ポートランドは 1970年代から、リベラルな雰囲気の下、情報公開と住民参加・住民自治

を進め、環境に配慮した先進的なまちづくりをしてきた。長年の間にそれが功を奏して、

自由な雰囲気を求めてクリエイティブな人材が集まってくるようになった。彼らはコーヒ

ーショップなど様々な起業をするようになり独自の産業も形成するようになった。それで

オレゴンという田舎ではあるが全米でも活力があり住みやすい人気の街となってきた。し

かし、それゆえに現在、移住者のために人口が急増。地価や家賃が上昇して自分の住む場

所がない人も急増。ホームレスが社会問題となっている。（賃貸住宅は通常 1年契約。契約

更新時に家賃値上げを飲めなければ退去するしかない。） 

結局、人口増加ために、生活費が上がったり、ゆったりした住宅地の人口密度を上げざ

るを得なくなっている。住みやすいまちを追求したはずが住みにくくなり、生活の質を落

とすようなことをせざるを得ないのは、大きなジレンマではないか。 

これは答えのない問題だが、まちづくりの方向性は間違っていないとの認識があるよう

だった。 

  

 

 

■プログラム第 3日目（8 月 28日（月）） 

 

メトロ広域政府の建物に集合、前日の振り返りの後に、議場で説明を受けた。 

 

●メトロとトライメット 

メトロ広域政府議会の議場でメトロ職員、トライメット職員、沿線住民（アーバン・グ

リーン）から説明を受けた。 

メトロとはポートランド都市圏内のクラカマス・カウンティ、マルトノマ・カウンティ、

ワシントン・カウンティの 3郡および 24の市をカバーする広域政府。130万人以上の人口

を擁し、交通利用計画、土地利用計画、公園・動物園の管理、コンベンションセンターの

管理、ゴミ処理管理とリサイクルなどを行っている。アメリカ合衆国で唯一、公選議員を

持つ都市計画主体の行政機関で、メトロ全域から議長 1 名、各選挙区から議員 7 名が住民
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の直接選挙（任期 4年）で選ばれる。ポートランド都市圏の人口予測と交通予測に基づき、

広域的なまちづくりの長期ビジョンを定めている。 

トライメットは、バスやライトレール、コミューターレールのサービスをポートランド

市を含む周辺エリアに提供する特別目的政府。きめ細かい交通手段があることで、コミュ

ニティの人々がつながり、交通渋滞や大気汚染を低減することができ、まちの住み易さの

向上に貢献している。トライメットの財源は、運賃収入が主体の日本の鉄道とは違って、

所得税が 55%、運賃が 24%、連邦基金が 15%で、大半が税金で賄われている。トライメッ

トの 6人の理事はオレゴン州知事が任命する。 

広域の公共交通について、メトロが計画して、トライメットが建設、運営すると考える

とわかり易い。ポートランド市南部のミルウォーキー市を通りパークアベニュー駅に至る

オレンジラインは、メトロ、トライメット、住民団体（アーバングリーン）が協議を重ね、

2015年に開通した。 

  

 

 

 

MAX略図 
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ライトレール（MAX、Streetcar）路線図 

 

 

 

●ミルウォーキー市 

MAXのオレンジラインに乗りミルウォーキー駅で下車。駅前にあるフードカートの広場

でMark Gamba市長と昼食を摂りながら話しを聞いた。ミルウォーキー市はクラカマス・
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カウンティに属する、ポートランド市（マルトノマ・カウンティにある）の南に隣接した

ウィラメット川沿いの人口約 2 万人のまち。ミルウォーキー市は連邦政府から最初に土地

を払い下げられた入植者から 1847年にLot Whitcombが 600エーカーの土地を購入したの

が始まりで、1903 年に州議会により正式に法人化された。以後合併を重ね、郊外としての

人気が高まり人口が増加してきた。2015年にオレンジラインが開通し便利になった。 

市長は環境保護派で、通勤や移動は極力自転車を使うそうだ。このあとも隣まちで開か

れる会議に自転車で向かうとのこと。胸に大きな自転車のバッジをつけていた。「連邦政府

は企業や GNP を大事にし過ぎている。地球が GNP をもたらすにもかかわらず。」と言っ

ていた。駅の近くを流れる川の古い橋を整備し森の中にトレイルをつくり森に親しめるよ

うにしたい、川にある堰を取り除いてサケの遡上する川に戻したい、所得税を上げて図書

館を新しくしたいと言っていた。また、駅近くの市街地を再整備し、1 階を店舗、2～5 階

を集合住宅にした中層建築を建てたいと言っていた。 

ミルウォーキー市はシティーマネージャー制を採用しており、市議会は 4 名の議員と 1

名の市長で構成されている。市長や議員は政党員であっても、選挙や市議会の議論には政

党色を持ち込まないそうだ。議会などは徹底的に公開されており、住民も意見を述べるこ

とができるのがよくあるスタイルだ。市長は、東浦町が 16人の議員でどうやって意思決定

できるのか納得がいかない様子だった。我々の尺度で見れば、5人で住民の声を代表できる

のか気になるところだ。市は警察を所管しているが、消防、公共下水、学校などは所管し

ていないようだ。 

 

※ミルウォーキー市の予算 

 https://www.milwaukieoregon.gov/finance/budgets 

https://www.milwaukieoregon.gov/sites/default/files/fileattachments/finance/page

/45921/bn_2017-2018_adopted_budget_0.pdf 

  

https://www.milwaukieoregon.gov/finance/budgets
https://www.milwaukieoregon.gov/sites/default/files/fileattachments/finance/page/45921/bn_2017-2018_adopted_budget_0.pdf
https://www.milwaukieoregon.gov/sites/default/files/fileattachments/finance/page/45921/bn_2017-2018_adopted_budget_0.pdf
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●パークアベニュー駅駐車場とアーバングリーン 

ミルウォーキーからもう一駅南に行くとオレンジラインの終着駅であるパークアベニュ

ー駅に着く。ここはオーク・グローブと呼ばれる非法人化地域にあり、クラカマス・カウ

ンティー議会が予算の権限を持っている。この駅ができるにあたっては、MAX延伸への反

対運動やカウンティーが駅周辺のゾーンニング計画策定を進めようとしない問題を乗り越

えて、地元のコミュニティ活動家の組織「アーバングリーン」は、カウンティ、メトロ、

トライメット、その他多くの市民団体と協議を重ねた。 

その結果、メトロの「ネイチャー・イン・ネイバーフッズ」プログラムを使ってメトロ

から 35 万ドルの助成と、トライメットから 50 万ドルのマッチングファンドを得て、太陽

光発電（Net-Zero を実現）や壁面緑化、雨水の地中浸透設備を備えたパーク＆ライド駐車

場建設と、周辺の樹木再生や森林保護のゾーンニングなど、環境保護と地元経済発展を両

立した持続可能な駅周辺整備を行うことができた。 
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●Chips Janger氏宅訪問 

オーク・グローブに住むアーバン・グリーン創始者のひとり Chips Janger氏の自宅を訪

問、ビールと軽食をつまみながら交流をした。隣近所では野外コンサートも開いていた。

テラスのある住宅の裏手には巨木の生える広い庭があり、自然の中に住宅地がある。 

1st spaceは家庭生活、2nd spaceは仕事、3rd spaceはコミュニティの集まり と考えてい

る。アーバン・グリーンは NPOでもNGOでもない。公的資金も受け取っていない。アメ

リカの良いところは、活動団体をどんどん作って、社会に参加していけるところだと言っ

ていた。 

Janger氏は、ワシントン D.C.で投資ビジネスや学校経営などに関わった後にポートラン

ドに移り住んだ。かつてはハードワーカーだったのだろうが、自然と自由を愛するヒッピ

ー的なものを感じた。 
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■プログラム第 4日目（8 月 29日（火）） 

 

NEアルバータ通りに集合、界隈を歩いて見学する。 

集合時間まで少し余裕があったので、近くのコーヒーショップへ。ポートランドは若者

がささやかなコーヒーショップを起業して、それをビジネスに発展させていく文化があり、

（スターバックスもたくさんあるが）小さなコーヒーショップがたくさんありそれぞれが

淹れたてのコーヒーの味を競っている。行った店は Dan のお気に入りの店だそうだ。自分

は“Americana”というエスプレッソのお湯割りを注文。店内をよく見ると、学校の机や

イスが使われており、リユース品を利用してイニシャルコストを抑えているようだった。 

  

 

●行政と住民による共同プレイスメイキング（アルバータ通り 住宅街） 

元ポートランド市職員 Dan Vizzini 氏とポートランド市交通局職員 Greg Raisman氏の

案内で住宅地の街路を歩き、長年培われてきたコミュニティの活動成果を見学。 

 

自宅の前の歩道は自分で草刈り・清掃をするのがきまりで、草刈りをしないと市から請

求されるとのこと。街路樹は、酸素発生、木陰づくり、雨水管理の観点から、市の補助が

あり市民が植樹している。路上には各戸のごみ箱（埋め立てゴミ、リサイクル（金属・ガ

ラス・ボール紙）、コンポスト）が 3種置いてある。ちょうど収集日の朝で、市の委託の収

集車が各戸の前に止まり、ロボットハンドがごみ箱をつかんで収集車のなかへごみをひっ

くり返していた。埋め立てゴミの収集は、民間収集業者が市と契約して、2週間に 1回。た
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くさん出すと記録されて料金が高くなるそうだ。焼却場はなく、すべてランドフィル（埋

め立て）で処分される。 

  

  

 

ここの区割りは静かな住宅地の中に碁盤の目のような歩道付きの道路が入り、1ブロック

が 1区画 4000平方フィート（372㎡）の宅地 4区画からなっており、これで人口密度をコ

ントロールしている。しかし、近年に人口増加に対応するために、1宅地をさらに 2分割し、

そこへ新たな住居や賃貸住宅を建てることを認めているそうだ。しかし、都市計画で市街

化や人口密度はコントロールできても、地価はコントロールできないと言っていた。 

    

 

住宅街の一角の路上に堆肥が置いてある所があった。ここに集めて、必要な人が使うと



 33 / 47 

 

のこと。歩道にはリユース品の直売所のようなボックスも。その奥の住宅はシティ・リペ

アの 5 家族がシェアして住んでいるらしい。庭には畑とヤギの囲いがあって自給を目指し

た生活をしている。裏庭には「カニ」と名付けられた自転車で曳ける屋台が置いてあって、

イベントのときにはこれで店を開くとのこと。シティ・リペアでは、地域力を盛り上げる

ことを目指してクリエイティブな活動を行っている。住民の grass roots活動が、議会や市

を引っ張っていくとの考え方がある。 

  

  

そのなかで、わかり易いのが、交差点のペイントプロジェクト。地域住民が一緒になっ

て自分たちのコミュニティの交差点をペイントする。これは地域への愛着づくりやドライ

バーへの安全啓発につながっていると思う。住宅地の道路は、道幅は広いがバンプなどが

あり通常大型車は入ってこないし信号機もない。 
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●行政と住民による共同プレイスメイキング（アルバータ・メイン通り 商店街） 

1900 年代から開発が始まった古い住宅街に、多人種が入り混じり多様な文化が育ってい

る。幹線道路沿いには店舗の建物が並んでいる。訪ねた商用のビルは、木材を多用して古

い建物をリノベーションしたものだった。ここでは、アートやアートイベントを通じて商

用地に賑わいをつくるプロジェクトをしている。周辺の建物の壁などにはアーティストの

ペイントが施されていた。 

20年前は人が来なかったが、15人の地元のアーティストを集めて、道路にブランケット

を敷いてテーブルを置いて、Last Thursday（月末木曜日）イベントを始めた。今では道路

を閉鎖してアートギャラリーや大道芸を行っている。成功したので行政から協力依頼が入

るようになった。パブリックミーティングを開いてコミッティーをつくり、トイレ提供や

ゴミ、騒音への取り組みを始めた。コミュニティの中で落書きが多いので、アーティスト

を雇って壁画を描いてもらっている。練習の場としてのウォールペインティングや中学生

が落書きについて学ぶツアーなどもしている。ファンドレイジングや広告料で資金作りも

している。文化・ビジネス・アートの循環でアーティストが生活できるようになる。 

地域のビジネスコミッティーとしては、プロモーションイベント、スモールビジネス・

セミナー、2年に 1回のセンサス、ファサードデザインのアップグレード、市の補助金への

アクセスとマッチングギフト、ビジネス・ネイバーフッドへの支援などに関わっている。 
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●セントラル・イースト産業地区 

セントラル・イーストサイド産業地区にある NPO ベンチャー・ポートランドのオフィ

スで、NPO セントラル・イーストサイド産業委員会のメンバー、ベンチャー・ポートラン

ドのメンバーから話しを聞いた。 

ポートランドのネイバーフッドビジネス地区はその雇用の半分以上（1900 社、約 25 万

人）を占める。そのネイバーフッドビジネス地区の発展のために、ベンチャー・ポートラ

ンドは助成金の提供、研修、技術支援、情報交換の促進などに努めている。行政と毎月の

ように会議を持ち、地区や中小企業や個人の意見を行政に伝えたり、起業しやすいように

制度を変えたり、ビジネスを行政・住民と共有する努力をしている。 

ビジネス地区のリーダーには毎年、1500時間以上のトレーニングと技術支援をしている。

1995年以来、450以上のプロジェクトに 120万ドルの助成をし、その結果、民間から 380

万ドルの投資を創出している。2／3 以上の新しい仕事は、スモールビジネスから育ってい

る。それを支援したい。起業したうちの 9割は破たん、残り 1割が 10年もつ。5年前にポ

ートランドは全米で起業しやすいまちトップ 10に入った。 

ネイバーフッドビジネス地区では、その地区のまちづくりに積極的に関与しており、例

えば、ネイバーフッドにどんなサービスやビジネスの需要があり、それをどう作り出して

いくかをメンバーで話し合い、空き店舗への特定業種の誘致などを行っているそうだ。 
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この後、解散してダウンタウン行きのバスを待っていたら、目の前に見覚えのある人物

が自転車に乗って通りかかった。なんと、ミルウォーキーの Gamba市長ではないか。市長

はこれからポートランド市内で開かれる会議に向かう途中だそうだ。聞くところによれば、

こちらではポートランド市長でも公用車は無し。自分の足は自分で確保するのが当たり前

だそうだ。 

 

 

●自由時間 

ダウンタウンでは空き時間を使って、ウィラメット川のウォーターフロントを散策した

のち、セントラル・イースト地区へ。時間まで、日本でも話題の醸造所 The Commons 

Brewery に行ってみた。赤レンガの工場をリノベーションしたスペースに醸造タンクと客

席が配置されていて、ベルギータイプのビール 10種以上を飲ませてくれる。 
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夕刻に、市交通局職員 Greg Raisman氏宅に招かれていたので、札幌市と富士市の職員、

中国出身の研究者、PSU の学生の 5 人で手土産を買ってお宅に向かう。ビール愛好家で、

民泊用に改装した自宅の半地下のゲストルームで珍しいビールをふるまってくれた。 

Raisman 氏は、交通局と言っても、住民とのインターフェイス的な仕事をしていて、住

民の参加を得て、新駅周辺の整備などを進めてきた。札幌市の職員は、とは言っても地下

鉄駅などは一律に仕様が決まっているので地域差を出すことは難しいと言っていた。 

アメリカでは公務員を長く続けることは珍しい。もう一人の元市職員 Dan Vizzini氏は、

公務員こそ長いが、元は東海岸のニュージャージー州の職員からオレゴン州内のカウンテ

ィーの職員を経て、ポートランドの財政局に入っている。 

公務員として長く務め、組織の中を短期間でローテーションするのではなく、専門性を

もって組織の中のある部署で働くイメージだ。 
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■プログラム第 5日目（8 月 30日（水）） 

 

PSU の教室で、シティ・リペアの創設者の一人 Mark Lakeman の講義を聴いた後、総

括セッションとして西芝先生の講義とグループディスカッションと各グループの発表を行

った。 

 

●シティ・リペア創始者の講義 

シティ・リペアは、公共空間を創造的に再生し、活気ある持続可能なコミュニティづく

りを進めている。芸術的で自然保護志向の高いプレイスメイキングをボランティアスタッ

フや市民活動家と行っている。交差点でのペインティングなどは活動が具体的でわかり易

いが、その他は、抽象的な概念や思想的な話しが多く、活動をイメージし辛かった。 

以下は講義のメモ。 

 

ポートランドは良い街、美しい街だが、良くないこともある。自らを変えていく必要が

ある。かつては白人至上主義だった。オープンマインドでより良い生き方を考える。一部

の人が排他的にやって成功するよりも、コミュニティの中でアイディアを統合していくこ

とが大切だ。 

サステイナブルになることが必要。公道を文化的なスペースに変えていく。交差点など

はコミュニティが意見を出し合ってみんなの居場所にすればよい。「都市計画のゴールはコ

ミュニケーションを活性化することだ。」と Carl Abbot教授は言っている。 

アメリカ人は開発を優先する文化の中にある。アメリカは、屋外のパブリックスペース

が先進国で一番少ない国だ。コミュニケーションを活性化する場所をつくることは＝文化

をつくることだ。シティ・リペアは組織であるだけでなく、文化、コンセプトだ。パブリ

ックスペースがないから、みんな孤独であることに気づいていない。みんなスキルがある

んだ、独りでないんだということに気づいて、みんなでWorkしよう。 
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都市計画がゾーンという区切りを入れた。社会の分断は産業社会にはメリットがあるが、

ストレスやバイオレンスが出てくる。そんなデザインをしてしまった。グリッド（碁盤の

目の街路）は植民地時代のインフラだ。それで先住民の土地をパターンで塗りつぶした。 

交差点で人が交わり「村」ができる。しかし、グリッドのシステムを地形や人間関係の

上に無理やりかぶせてしまったから、単なる交通の交わるところになってしまった。それ

を修復するのがプロジェクトの目的だ。周囲 2 ブロックの人の参加で、人の集まる場所に

作り替える。自分は「住みやすさ、文化、交通問題、子育ち、公衆衛生に効果がある。」と

市議会で答えた。ポートランドが良くなり、つながっている他都市がそれを見て世界が良

くなっていけばいい。 

アメリカ人にとって、（イタリアのように）多世代が広場で交流しているのはノーマルで

はない。ベンチのない街路。あっても、カタログからオーダーしたような「心」や「スト

ーリー」のない物では「場」にならない。ベンチがあると周囲の犯罪率が下がる。いたわ

りの場、人を育てる場でもある。日本人は、フランスやスペインのにぎやかな人が集まる

ところへ行きたがる。村は人々の社会的建築物。私たち自身だ。 

150年もの間、ポートランドには広場がなかった。立体駐車場の屋根をペイントした。反

対した市長は落選。次の市長のマット・クラークはパイオニア広場に変えた。今、ポート

ランドはグリーンビルディング、自転車道、ファーマーズマーケットで全国一になった。

京都議定書を達成した都市はポートランドのみだ。目的を達成するだけでなく、一緒に行

動することで喜びを共有。自転車とトラムのみが渡れる全米一長い橋は、建築家がつくっ

たわけではなく、みんなの気持ちの表れだ。 

7月に Naked Bike Rideがあった。参加者が最高に増えている。後で、参加者がみんな

裸で踊る。透明性も高まる。道路のアイランドに植樹して、水栓がないので路肩の縁石を

切って道路の水が入るようにした。Little Libraryの活動もある。アメニティの種類は無限

にある。 
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●西芝先生の講義 

ギャングからホームレス、人口増加から人口減少など、まちの課題は変わっていくもの

だ。役所の方で良かれと思ってやっても、初期の段階から住民が入っていないと、本当の

まちづくりにはならない。 

公平性（Equality）と公正性（Equity）。公平に扱っても不平等は生まれる。ゲーム観戦

の時に、背の高さの違う人に同じ台を与えるのは公正か？ 今、ポートランドが求めてい

るのは公正性だ。 

異文化の地で自分の知らない取り組みを聞いた場合、自分の知っている仕組みや常識に

当てはめて理解しがちだが、似て非なるものであったりすることがある。先入観の色眼鏡

で見ることもあるだろう。ポートランドの事例はそのまま日本には持って帰れないと考え

た方が良いが、そもそもの考え方などを理解して、自分の思考の幅を広げてほしい。 

アメリカは Yesの文化。日本はリスクを取らないからNoの文化に偏りがち。もっと Yes

の文化を育てよう。 

 

西芝先生に、「今回、現地の人たちと話していて感じたのは、自分の想いや理念を延々と

語るが、具体的な活動事例をあまり聞けなかったことだ。行政に携わる者として、ヒント

になるような事例を期待していた。アメリカ人は延々と抽象的な話をするのが好きなのだ

ろうか？」という意味のことを訊ねたところ、「傾向として、個々の具体的な話しはつまら

ないと考えられていて、そこに至る理念や思考を語る方がレベルとしては高いと見るとこ

ろがあるのではないか。日本人の学生などには、英語はよくできても、抽象的な議論がで

きない学生がいる。子どもの頃から理念ベースで議論してこなかったからではないか。」と

仰っていた。 
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●グループディスカッションと発表 

我々のグループでは東浦町を例にとって首長としてどんな取り組みをしていきたいかを

私が代表して発表した。より満足度の高いまちをつくっていくには、顔の見える関係に加

えて、さまざまな媒体を使い、また、交通アクセスを便利にして場と場、人と人の世代を

越えた交流を盛んにして、そこから新たな価値が生まれて来るようにすることが重要との

内容。 

水野君のグループでも東浦町を例にとって、どんなことをしていくのかについて「首長

だったら」と前置きして水野君が発表した。こちらは、外国人比率が高い東浦町において、

外国人とのかかわりをもっと深め、多様性や多文化を楽しむまちづくりをしていくべきと

の内容だった。 

新しい理念のもと行動を起こすにあたっては、必ず反発がある。考えているだけではダ

メ。まずは小さくても良いから、他へ働きかけ、仲間をつくって、行動の第一歩を踏み出

すことが特に重要だと感じた。 

  

 

●フェアウェル・レセプション 

大学の建物の屋上を使って、夕刻の気候と眺望の良い中、オープンエアのお別れパーテ

ィーが開かれた。経産省からの留学生をふくむ O-JaLoGoMaプログラムのスタッフ全員と

プログラム参加者、そして PSU幹部、領事をはじめ在ポートランドの日本政府関係者、翌
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日 PSUと連携協定を締結する横浜国立大学学長、オレゴン州でフルーツビネガーを生産し

ている長野県のワイナリーの社長など、西芝先生が幅広く呼びかけた人たちが参加した。

PSUは日本各地を訪ね、すでに 30近くの大学と提携しているとのこと。初期に関係を構築

した早稲田大学の留学生は特に多い。 

パーティーの料理は、ポートランドの有名な日本料理店 Shizukuの Chef Naoko氏がそ

の場で直々に提供してくれた。 

  

 

※Chef Naoko 

中学の娘がサマーキャンプでポートランドへ行ったら、落ち込んでいたのが輝いて

帰ってきた。それで、英語もできないのに、ポートランドに移住して料理屋を始めた。

自分から英語を話せないので、農場ツアーに参加して、近くのオーガニック農家を探

した。彼女の料理は「ポートランドの旬の食材を使った日本郷土料理」というべきも

ので、料理評論家の中にもファンが多い。 

最近、店を改装して、すだれが横向きに天井から曲線的に垂れ下がっている斬新な

内装になった。これ実は隈研吾氏の手によるもの。彼女の弁当を食べた縁で、弟子を

紹介してくださいと頼んだら、本人が意気に感じて内装のデザインをしてくれた。 

彼女のモットーは「美味しい料理は人種や国境を越え人々を幸せにする」だそうだ。 

 

 

■帰国日（8月 31日（木）） 

 

空港まで Uber を使ってみた。Uber とは世界で爆発的に普及しつつある“カーシェアリ

ング”のシステム。 

Googleマップで現在地が表示されるので、行先を入力 orポイントすると、市内電車の次

に Uberと Lyftの選択肢が表示され、Uberを選択。運転手の顔写真が出る（利用者からの

評価も見られる）のでそれを選択するだけの簡単な手順で、タクシー代わりの車が迎えに

来る。時間指定もできる。 
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 →  

googleマップで行先を入力 orポイント         uberの運転手の顔写真（車種も出る）を選択 

   ↓ 

 

「間もなく到着」の通知 

               ↓ 

 →  
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ホテルの前で待っていたら、時間通りに車がやってきた。荷物を積み込んで出発。車中

での運転手と水野君の会話が面白かった。 

カーシェアリングは、本来どこかへ行く途中に、好意で他人を乗せることにより移動手

段の持つ余力を有効活用するアイディアだったはずだが、巷で言われるように運転手の青

年はほぼフルタイムでドライバーをやっているようだった。特に木曜日と金曜日の晩は掻

き入れ時でほぼ明け方まで車を走らせているようだった。青年は、PSU を卒業したのち、

カリフォルニアで働いていたが、住居費が高くお金のためにストレスのかかる仕事をせね

ばならないので、暮らしやすいポートランドへ戻ってきたとのこと。しかし、ポートラン

ドも今、流入人口が多く地価や家賃が上昇している。サンフランシスコなどはニューヨー

クよりも生活費が高く、エリートの頭脳労働者しか住めなくなってきている。そんなカリ

フォルニアからの移住者がポートランドの地価を釣り上げているとして、売地の看板には

「カリファルニアからの転入者はお断り」と書いてあることがあるのだそうだ。ポートラ

ンドは美味しいコーヒー店が山ほどあるから同じ店には行かずに是非いろんな店には行っ

てみることをお勧めすると言っていた。 

空港まで 30 分弱のドライブで約 27 ドル。安くて快適だが、運転手によっては当たりは

ずれがあるかもしれないし、公共交通のプロとしての安全性が確保されているかは疑問が

ありそうだ。 

 

帰りの機内食は、ポークを選んだ。件の人気のレストランでシェフ ナオコのつくる肉料

理が出ると聞いていたからだ。さすがシアトル・ポートランド地域からの便だけあってか、

コーヒーはスターバックスだった。 
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■振り返って 感じたこと 

 

・ポートランドのジレンマ 

住みやすいまちづくりが評価され全米から人が集まるようになったのは良いが、結果とし

て人口集中、地価高騰、ハウスレスの増加など、住み難くなるという問題を抱えている。 

 

・コンセプトを情熱的に語るアメリカ人 

それぞれのゲストスピーカーが、まずは自分の理念を時間をかけて熱く語っていた。 

 

・対話で本音を引き出すことの大切さ 

事実を包み隠さずオープンに、徹底的に議論することが、クリエーションにつながる。 

 

・とにかく一歩を踏み出してみること コラボすることの大切さ 

理屈だけでなく、まずは動いてみること。一歩踏み出してやってみると気付くこともある。

走りながら考える。そして、多くの団体や関係者を巻き込んで協働することの大切さを感

じた。 

 

・市民・自治体レベルで進む環境対策 

アメリカ人は環境にやさしいライフスタイルにまったく興味がないというが・・・。（最近

ニュースであったように）連邦政府には頼らず、カリフォルニアなど 20の州が独自に地球

温暖化防止対策をしていく動きなど、自治体レベルで市民レベルで、うねりを感じる。 

 

・住民によるガバナンス 

行政と住民の関係は、お上と領民の関係でもなければ、サービス提供者とお客様の関係で

もない。住民（＝オーナー）のガバナンスによる自治を創り出すこと、住民同士で住民の

合意を創り出すこと。 

 

・すべてに通じる「プレイスメイキング」 

「プレイスメイキング」とは、1960 年代にアメリカで提唱され、あらゆる住環境において

居心地の良い心的価値をつくり、生活の質を高める場所づくりの概念。コミュニティ自身

がボトムアップでパブリックスペースを豊かに使いこなしていくことが特徴。 

ポートランドでは、TIF（Tax Increment Financing）という固定資産税の上乗せ分の金

額を財源とした特区（Special District）の中で、道路の沿道建物の店舗改修費用に 50%補

助をしたり、ファニッシュゾーンという歩行空間と車道の間にアクティビティを生むゾー

ニングを指定するなど、沿道の賑わいを創出しているという。 

→http://sotonoba.place/whatisplacemaking1 

http://www.realpublicestate.jp/column/1762/ 

http://sotonoba.place/whatisplacemaking1
http://www.realpublicestate.jp/column/1762/
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http://www.huffingtonpost.jp/rui-izumiyama/green-blvd-market_b_12595734.html 

http://sotonoba.place/20171006table_placemaking 

 

「場づくり」の「場」とは、狭義の「福祉的な居場所」だけでなく「まち全体が居心地

の良い空間」となることだと思う。コミュニティ、絆、安心、支え合い、文化、景観、に

ぎわい、活力、創造性を幅広く包含する概念だ。 

東浦町でも、既存の公共施設を「場所」×「コト」で活用する、市民主導の空間創りな

ど、まちの価値を向上させる様々な試みがなされるようになってきた。具体的には、於大

公園このはな館コンサート、三丁公園で開催された青空おだい市、プレーパーク、図書館

カフェ、ぐるぐる図書館、子ども食堂、オレンジカフェ、寺院コンサート・・・等々が挙

げられる。今後、場づくりは、空き家対策にも関わってくるかもしれない。 

  

 

http://www.huffingtonpost.jp/rui-izumiyama/green-blvd-market_b_12595734.html
http://sotonoba.place/20171006table_placemaking
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教育・研究機関である PSU の研究者・学生には、積極的に街に出て行ってまちづくりに

関与する姿勢が感じられた。 

 

最後に、西芝先生をはじめとする研修の企画・運営スタッフの皆さん、一緒に研修を受け

た参加者の皆さん、予算を割いて我々をポートランドに送ってくださった議会の皆さん、

住民の皆さんに深く感謝を申し上げる。 

 


