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＞ 住民サービス ＞ 都市計画

GISを市民参加型の都市計画に活用

コロラド州デンバー市
デンバー市が新しいゾーニングコード作成で人口増加に対応
人口増加により既存のゾーニングが時代遅れとなっていたコロラド州デンバー市。
GISを活用し、市民の声を反映させながら行ったまちづくりの成果とは。
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明性が増し、
市民からのフィードバックも広

た。参照用地図には現在のゾーニング、概
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適切な最小区画サイズを決定すること

の状態がコンセプトや土地利用の規制に

れ、
市のプランナーがLocate、
View、
Map

が可能になった。
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2010年6月21日、市議会にて満場一致で
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能を使って作られた新ゾーニングマップ

■マップの完成

は、現在デンバー市のＷｅｂサイトに掲載
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