ロンドン計画の２０１０年のモニタリング報告７
大野木

１．はじめに
２００４年２月にロンドン計画が発表され毎年モニタリ
ング報告が出されてきているので、最新版の２０１０年モ
ニタリング報告７の内容を確認して、総合計画のフォロ－
アップの参考とします。
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○内容の多さでは、
（附録１)が４８ｐで最も多い。
○政策目標１「ロンドンの成長を調整し、オープンスペ－
スを侵食することなく境界線のなかにとどめる」
が１１ｐ、
政策目標２「ロンドンを人びとにとって住みやすい都市に
する」が１２ｐ、政策目標３が４ｐ、政策目標４が４ｐ、
政策目標５が６ｐ、政策目標６「ロンドンを緑豊かでよく
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３．概観
（１）政策目標１ ロンドンの成長を調整し、オ－プンス
ペ－スを侵食することなく境界線のなかにとどめる
１

忠男

Ｎｏ１（主要実績測定指標） 再開発すべき土地の開発を
進めること（＋）
・前に開発された土地で行われている開発の割合を増やし
ている。
・前に開発された土地に９６％の宅地造成を維持している。
(認可と完成両方が目標９６％の上にあります)
Ｎｏ２ 住宅開発の密度を高めること（＝）
・宅地造成の密度を増。
・住宅密度の場所とＳＲＱマトリックスに９５％以上が適
合。
Ｎｏ３ オープンスペースやしている
の保護（―）
・ＵＤＰｓに定める保護オ－プンスペースを新しい開発で
滅失させない。
（２）政策目標２ ロンドンを人びとにとって住みやすい
都市にする
Ｎｏ４ 新規住宅の供給を増やす（＝）
・新規住宅は１年で少なくとも３０，５００のユニット。
Ｎｏ５ 購入可能な住宅の供給を増やす（＝）
・２００４年から２０１６年の間に新築される住宅の５
０％を安価で手頃な住宅として完成。
Ｎｏ５ａ 健康不平等を減らします
・２０２６年までに再生のエリアとロンドンの平均の間に
おける平均余命のギャップを少なくとも１０％減らします。
（＝）
Ｎｏ５ｂ 健康不平等を減らします
・２０１５年までに再生のエリアとロンドンの平均で１０
０， ０００の人口毎に冠状動脈心臓疾患を少なくとも１
１， ０％減らす。
（＋）
（３）政策目標３ 力強く多様な成長によりロンドンを繁
栄させる
Ｎｏ６ ロンドンで働くロンドン居住者を増加させ持続可
能性と社会的包容力を高めること（＋）
・ロンドンで働いているロンドン住民の割合での純増加。
Ｎｏ７ オフィス市場に十分な開発容量を確保すること
・少なくとも過去３年間の３倍の開発許可を確保。
（＋）
Ｎｏ８ 経済成長及び人口増加をこの計画で定めたサブ・
リ－ジョンごとの目標に誘導すること。特にロンドン東部
の発展を優先すること（＋）
・下位地域の配分の後に続いて、そして東ロンドンにプラ
イオティを満たす経済そして人口の成長にむける。
(４)政策目標４ 社会的包容力を高め貧困と差別に取り
組む
Ｎｏ９ 労働市場で不利な取り扱いを受けている人びとの
ための雇用機会の増加（＋）
・２０１６年までに黒人及びマイノリティの失業率を白人
の失業率以下にする ２０１１年までにその差を５０％縮

の達成。
Ｎｏ２１ 地域内廃棄物処理量の向上（－）
・２０１０年までに７５％(１６００万トン)のロンドンの
ゴミをロンドン内で処理または廃棄できるようにする。
Ｎｏ２２ ダイオキシン発生の削減（Ｎ／Ａ）
・２０１０年までに１９９０年のレベルを下たまる１５％
に、
２０１６年までに２０％に、
２０２１０年までに２５％
削減する。
Ｎｏ２３ 再生可能な資源によるエネルギ－の拡大（Ｎ
／Ａ）
・２０１０年までに６基以上の風力発電を含む再生可能
資源によるエネルギ－を毎時９４５キガワット生産する。
Ｎｏ２４ 環境に配慮した洪水対策の推進（＝）
・氾濫原の純損失はなし。
Ｎｏ２５ ロンドン文化遺産と公共遺産の保護・改善（－）
・パ－センテ－ジとしてロンドンの目録に載っているビル
の合計の数の危険がある建物の割合の縮小。
○主要実績測定指標２８項目の評価は、
（＋）が１７項目(６
０％)、
（＝）が３項目(１１％)、
（＋＆－）が２項目(７％)、
(Ｎ／Ａ)が３項目(１１％)、(－)が３項目(１１％)となって
おり、可なりの進捗状況と判断される。

減する。
Ｎｏ10 労働市場で不利な取り扱いを受けている人びと
のための雇用機会の増加（＋）
・２０１６年までに生活扶助を受けている片親世帯の率
をイギリスの平均以下にする、２０１１年までにその差を
５０％の縮減。
Ｎｏ1１ 貧困対策に関する関連施策として、困窮地区再
生目標に対する実績を向上させる
・１１a 特に再生エリアのために保育施設を１，０００
毎に５以下に増加する。
（＝）
・１１b ５かそれ以上を得ている生徒のパ－センテ－ジ
の改良がＧＣＳＥｓする 全体としてＬＥＡと比較して
再生のエリアでＡ－Ｃを等級を付ける。
（＝）
(５)政策目標５ ロンドンの交通アクセスを改善する
Ｎｏ１２ 自家用車使用の制御と持続可能に配慮した交通
手段の使い分け（＋）
・公共交通機関の使用がマイカ－の使用より速く増大して
いる。
Ｎｏ１３ 自家用車使用の制御と持続可能に配慮した交通
手段の使い分け（＋）
・２００１年から２０１１年までの間に、混雑課徴金区域
の交通量を１５％削減し、インナ－ロンドンにおける交通
量増加を０に押さえ、アウタ－ロンドンにおける交通量を
５％以内に抑制する。
Ｎｏ１４ 自家用車使用の制御と持続可能に配慮した交通
手段の使い分け（＋＆－）
・２００１年から２０１１年までの間に、ブル－リボンネ
ットの乗客数及び貨物輸送量を５％増加させる。
Ｎｏ１５ 公共交通輸送力の向上（＋）
・２００１年から２０２１年までの間に、公共交通の輸送
能力を５０％高める。
Ｎｏ１６
・複合開発予定地域及び開発強化地域の開発を支えるため
交通輸送能力を定期的にアセスする。
（＋）
Ｎｏ１７ 交通利便性の高い地区における雇用数の増加
・大ロンドン市及びロンドン交通局は交通利便性の高い地
域における雇用数の伸びをモニタ－することの実現性につ
いて調査する。
（－＆＋）
(６)政策目標６ ロンドンを緑豊かでよくデザインされた
魅力的な都市にする
Ｎｏ１８ 多様な生物の保護（－）
・計画の期間内にわたって指定した重要自然保護地区の純
損失はない。
Ｎｏ１９ 家庭廃棄物のリサイクル化及びコンポスト化の
向上（－）
・少なくとも２０１０年までに３５％、２０１５年までに
少なくとも４５％に。
Ｎｏ２０ 家庭廃棄物のリサイクル化及びコンポスト化の
向上（＋）
・廃棄物処理ファシリティのための数量化された必要条件

４．ロンドン計画の６つの政策目標の進捗状況
（１）政策目標１ ロンドンの成長を調整し、オ－プンス
ペ－スを侵食することなく境界線のなかにとどめる
・この目的に対してうまく能力を発揮し続けています。
・２００９／１０年の新しい住宅の９７％が前に開発され
た土地にありました、そして住宅完成の数字は少しより高
かった。
・４つの自治区で９０％を下まわる。
・保護された広場の合計１６．８ヘクタ－ルが２００９／
１０年にプランニング許可の適用をうけました。
・２００９／１０年に起こった損失の大部分が少数の自治
区に制限されました、大きい再開発の一部で環境改善によ
って埋め合わせられるでしょう。
・たいていの自治区１８が支部に広場戦略を完了し、８つ
が準備／素案を持っており、
７つが他の戦略を持っている。
・住宅の許可の密度が２００９／１０年に増大しました
・ヘクタ－ル当たり１４８の住居は２００８／０９年を上
回りました。
・新しい完成の密度は２００９／１０年のヘクタ－ル当た
り１１７の住居から１３９まで増加しました。
・ロンドン計画で密度マトリックスで示唆される密度と比
較して、２００９／１０年は最大密度レベルを超えるユニ
ットは５６％でした。
・将来のために、その潜在的な影響はただ密度を増やす方
法を探すよりむしろ住宅アウトプットを最適化についての
より大きい協調を特定の場所に置く洗練された政策と新し
い素案の取り換えロンドン計画の修正された主要実績測定
指標によって強くされるべきです。
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・国で全体として雇用損失の不釣り合いなパ－センテ－ジ
(８５％)がフルタイムの仕事の間にありました。
・絶対値で、最も大きい失業を持った５つの部門は管理上
そして支援サービス活動(－４９，８００)、金融と保険(－
３４，０００)、インフォメーションと連絡(－２８，８０
０)、輸送と貯蔵(－２４，３００)、建設(－２２，７００)
でした。
・２００８年にこれらの部門はロンドンの全体の雇用の３
５％を占め、２００８－２００９年の期間純失業の８３％
を占めました。
・同期間にわたって健康、ソ－シャルワ－ク、教育と不動
産業での職業が成長しました、行政と防衛は変わりません
でした。
・国際的に定義された完全失業率はおよそ９％で概括的に
安定したままでした。
（４）政策目標４ 社会的包容力を高め貧困と差別に取り
組む
・ロンドン計画は空間のプランニングの原則に基づいてい
ます－すなわち、それは、従来の土地使用問題でだけで
はなく、社会政策の問題を含めて、これらを広範囲の他の
政策エリアの空間の局面と統合します。
・これらの目的をサポートしている KPIs は恵まれていな
い共同体と他のロンドン市民の間のギャップが取り上げら
れているかどうか示すことを目指しています。
・世界都市としてのロンドンのステータスは多くをその世
界的な接続性に負います。
・この開放性はロンドンに多大な資産である、しかしロン
ドンが最近の世界的景気後退に免疫がなかったことを意味
しました。
・景気後退が黒人と少数の民族的な失業を減らすことにつ
いての市長の目的における進歩に影響を与え、そしてすべ
てのグル－プじゅうに青年失業の増大を見た。
・全国的と比較されるとき、ロンドンの経済性はロンドン
に収入サポートに片親の数のより遅い増大があったという
事実によって示されるように、回復力があります。
・再生エリアの改良のより速いレ－トで、全体としてロン
ドンじゅうに学校業績を改善することについての背景に対
して、より長期に同じくいいニュ－スがあります。
（５）政策目標５ ロンドンの交通アクセスを改善する
・ＴｆＬによっての公共交通機関に対しての進行中の、本
質的な投資、ネットワ－クレ－ル、行政と民間はロンドン
のアクセスしやすさを改善して、そしてそれで道路網に混
雑を容易するのを手伝い続けます。
・中央政府が、地下鉄強化とＣｒｏｓｓｒａｉｌのための
資金供給を保証することによって、包括的な出資レビュ－
でロンドンの交通アクセスを改善することについての重要
性を認識しました。
・２０１０年４月に市長は彼のプランニングシステムをと
うしてＣｒｏｓｓｒａｉｌのコストに向かって寄付をあげ
ることができるようにロンドン計画を変えました。

（２）政策目標２ ロンドンを人びとにとって住みやすい
都市にする
・住宅供給はロンドンを住むべきもっと良い都市にするこ
との基本のままです、しかし、国の残りのように、経済状
態がアウトプットを減らしました。
・完成の家は２００８／０９年のピーク２９，０００から
２４，３００まで１６％低下した。
・しかしながら、認可の相当な下落は和らいでいるように
思います。
・ロンドンのプランニングラインはほとんど６年の供給と
等しい１７０，０００戸以上の家の能力で相当なままでい
て、そして、マーケットが回復するとき、開発を制限する
べきでありません。
・金銭的余裕がロンドン市民のために主要な住宅問題のま
までいます、そして景気後退にもかかわらず低価額住宅生
産は、重要なままではいませんでした取得可能なネットの
新しい従来の住宅供給の割合は３７％、２００８／０９年
と同じでした。
・
「生涯」
「車椅子で出入り可能な」家の供給を改善するこ
とはすべての住民のために住むべきもっと良い都市と「生
涯」の家の釣り合いからして、２００８／０９年５４％を
２００９／１０年に７０％にすることが重要です。
・公認の新しい「車椅子で出入り可能な」家の割合は７％
で不変のままです。
（３）政策目標３ 力強く多様な成長によるロンドンを繁
栄させる
・ロンドンは２００８／０９年全体として国より良くやっ
ていったけれども、両方ともは深い、そして長い景気後退
を体験した。
・ＧＬＡ経済は仕事不安定、比較的低迷している賃金と上
昇する価額のために、家庭が強く推されたように感じる状
態で、良く揺れる可能性が高いと思います。
・これらのプレッシャーは２００８／０９年の進歩をロン
ドン計画の社会的な、そして経済の目的と比べ測って指標
上に影響を及ぼしました。
・経済生産高がその中央の２００８年のピ－クから２００
９年の第 3 クォ－タ－まで４．９％低下しました、しかし
２０１０年の第２四半期までに２．４％増えました
・雇用が２０１２年に２０１１年の０．６％と１．０％大
きくなると予測されます。
・パーセンテージ基準で２００８－２００９年の間最も大
きい仕事喪失がＳｕｔｔｏｎ、Ｒｉｃｈｍｏｎｄ、Ｃｒｏ
ｙｄｏｎ、Ｅａｌｉｎｇ、Ｗａｌｔｈａｍ Ｆｏｒｅｓｔ
で７．４％以上の雇用損失を経験するという状態で、郊外
の自治区に集中していた。
・しかしながら、絶対値でさらに仕事損失が、Ｗｅｓｔｍ
ｉｎｓｔｅｒ(－２３，
０００)、
Ｉｓｌｉｇｔｏｎ(－１３，
０００)、Ｈｉｌｌｉｎｇｄｏｎ(－２３，０００)とＣｒｏ
ｙｄｏｎ(それぞれ－１２，０００)、Ｌｏｎｄｏｎ Ｃｉ
ｔｙ(－１１，０００)反映しています。
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・表２１ ２００１／０１から２００９／１０の住宅のプ
ランニング承認傾向
・表２２ 生涯の家と車椅子が２００９／１０の間の承認
（すべての開発型）
・表２３ 生涯の家と車椅子で出入り可能な家が２００９
／１０年間に承認した（新しいＢｕｉｌｄ 宅地造成）
(２)ＫＰＩ５ 購入可能な住宅の供給を増やす
・表２４ 取得可能な住宅建設（３年の合計）
・図３ 自治区の低価格住宅完成（２００７/０８-２００９
/１０年の平均）
自治区によっての Table25 の低価格住宅政策
(３)ＫＰＩ５ａ ２０２６年までにロンドンで再生とアべ
レ－ジのためにロンドンエリアの出生においての平均余命
の間のギャップを少なくとも１０％減らします
・表２６ 出生（２０００-０２と２００７-０９）におい
ての平均余命
(４)ＫＰＩ５ｂ ２０１５年までに、年齢の間のギャップ
を少なくとも１０％減らすことは再生とアベレ－ジのため
にロンドンエリアで１００、０００の人口毎に冠状動脈心
臓疾患から死亡率を標準化した
・表２７ 死亡率比率（局所貧血の死）を標準化しました

・２０１０年のために、２３５，０００ポンドが集められ
ました。
・政策を計画します（例えば、住宅密度と駐車場準備を取
り扱います）ことについての重要なエリアで、ロンドン計
画は公共交通機関近付きやすさレベル(ＰＴＡＬｓ)をつか
います。
（６）政策目標６ ロンドンを緑豊かでよくデザインされ
た魅力的な都市にする
・それ自身の浪費を処理するロンドンの能力は遅いが、着
実に改良があります。
・リサイクル率が改善しています、さらに多くがロンドン
の中で管理されています、より少ない廃棄物が生成されて
います。
・自治体と廃棄物戦略を冬通して、そしてロンドン浪費と
リサイクリングボード(ＬＷａＲＢ)と関連して、市長はロ
ンドンの廃棄物業績に最も大きい改良を成し遂げるのを助
けることができるそれらの部門の対象を定めている。
・自治区は、廃棄物が生じるという状態でそれらのエリア
を扱うために十分な土地が割当たられることを保証する
ために廃棄物プランニング書類を提出しています。
・最近の景気の下降にもかかわらず、危険な状態にある目
録に載っている建物の数は安定していて、低いままでいま
した。
・今年のデ－タはオリンピックサイトの一部であるＨａｃ
ｋｎｅｙにおける一つの大きいサイトの損害を含みます
・オリンピックの後で、この損失はより長期のオリンピッ
クのサイトと公園の使用とマネ－ジメントの計画を通して
埋め合わせられるでしょう。

６．おわりに
２００８年６月ロンドン市長選で、保守党のボイス・ジ
ョンソン氏に交代し、２０１１年冬頃の正式出版に向けて
変更手続きが行われています。
このように２００４年２月にロンドン計画が公表されて
以来、モニタリング報告が７回出され、この秋～冬に変更
計画が出されることになっています
・人口７００万人強の世界(住宅)都市の総合計画を時系列
で学ぶことの意義を強く感じます。

５．附録１
・内容のボリュムで、(附録１)主要実績測定指標(ＫＰＩ)
が最も多く４８ｐをさいている。
・政策目標６つに対して、主要実績測定指標毎に表を使用
して説明している。
○政策目標２ ロンドンを人びとにとって住みやすい都市
にする の場合
(１)ＫＰＩ１４ 新規住宅の供給を増やす
・表１９ ２００９／１０自治区の住宅完成数

・表２０ ２００３／０４から２００９／１０まで（ネット住居、従来の供給）住宅完成傾向
Ｓｕｂｒｅｇｉｏｎ

２００３／

２００４／

２００５／

２００６／

２００７／

２００８／

２００９／

０４

０５

０６

０７

０８

０９

１０

・表２１
Ｎｏｒｔｈ

２００１／０１の住宅のプランニング承認傾向
５，６８８
５，９０４
５，１５６
(１) ＫＰＩ４
Ｎｏｒｔｈ
Ｅａｓｔ 新規住宅の供給を増やす
７，５５５
４．８３４
５，３５１
・表１９
２００９／１０自治区の住宅完成数を是認して
Ｓｏｕｔｈ
Ｅａｓｔ
４，６９５
６，０３１
４，８１３
○政策目標２
ロンドンを人びとにとって住みやすい都市
Ｓｏｕｔｈ Ｗｅｓｔ
３，８７０
５，９０１
５，１５７
○政策目標２
ロンドンを人びとにとって住みやすい都市
Ｗｅｓｔ
４，８４２
３，０６７
４，５８２
にする の場合
計
２６，６５０
２５，７３７
２５，０５９
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６，１０９

７，１３５

８，０３１

５，７０５

６，３８６

６，２２５

６，４０３

５，７１２

４，６７６

３，９１８

３，４４１

３，５７９

４，８５１

５，７８７

６，０５７

４，９８９

５，２１４

５．１５６

５，０５６

４，３０５

２７，２３６

２８，２２１

２８，０８８

２４，２９０

