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1　はじめに

　南アメリカ大陸の北西部にコロンビア（正式名

称はコロンビア共和国）は位置する．日本から見

れば地球の反対側になる．1500年代からのスペイ

ン植民地時代を経て1800年代には独立を果たし，

内戦の時代を経て，現在は人口約4,600万人（2008

年），一人あたりGDPは約8,000USドル（2012年）

の発展途上国である．

　この成功しつつあるコロンビアと日本の関係には

知られざる長い歴史がある．1908年の「日本コロ

ンビア修交通商航海条約」により国交が開かれた．

太平洋戦争前には1,800人の日系コロンビア人が存

在したという．もちろん，現在もコロンビア産コー

ヒーが多く日本に輸出されている．

　都市計画分野における関係も長く，1980年代か

ら独立行政法人国際協力機構（以降，JICAという）

により継続的な支援が行われてきた．その効果もあ

り，コロンビアの都市計画は1990年代から日本の

土地区画整理事業に興味を持ち，毎年の研修交流を

通じて，独自の土地区画整理方式を編み出した．

　筆者は，2013年2月にコロンビアの首都ボゴタで

行われた，南米諸国の都市計画行政実務者を対象と

した土地区画整理研修会（JICA及びコロンビア国土

省主催）に参加し，土地区画整理事業の展開につい

て議論する機会を得た．

　そこで，本稿では，馴染みのあまりないコロンビ

アの都市政策について，レポートしてみることとす
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図1　研修会参加メンバー
南米の都市計画を担う役人は女性が多い
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る．地球の反対側のことだけに，日本との違いは興

味深い．

2　コロンビアの概況

　コロンビアは南回帰線と北回帰線の間に位置して

おり，熱帯性の気候だが，首都ボゴタは標高2,600

ｍにあるため，年間を通じて日中の最高気温は約

20度前後と温暖である．気候は良いが，空気が薄

く，慣れないと高山病の症状が出る．2週間の滞在

中，気分が優れない日が一日あった．

　何故，そんな高地に首都を築いたのかというと黄

金を求め大西洋を渡ったスペイン人の功績である．

ヨーロッパから大西洋を船で渡ったが，海岸沿いの

熱帯気候を嫌い，山に向かって川を遡った先に，気

候が温暖なボゴタを見つけたのである．内陸にある

ため，国レベルでは経済の一極集中に至らず，メデ

ジンやカリといった地方拠点都市の経済力も大き

い．

　国民性はとても勤勉である．朝の6時過ぎには通

勤が始まるのか，自動車のクラクションで目が覚め

る．クラクションを鳴らすことがマナーのようだ．

朝からテンションが高いことに驚かされる．ボゴタ

は人口800万人の大都市であるから，世界有数の活

気ある都市と言っても過言ではない．多くの人たち

が勤勉で明日の暮らしを良くしようと働いている．

まるで，日本の経済成長期にタイムスリップしたか

のようだ．

　 し か し な が ら ， こ の 国 で は1900年 半 ば か ら テ

ロ，ゲリラ，内戦が続き，多くの国内避難民を生

み，貧民となっているという負の側面を持ってい

る．貧富の格差は著しく大きい．貧民は都市にバリ

オ（スラムのこと）を生み，低収入の暮らしを余儀

なくされている．一方，元からの勤勉さにより，急

激な経済成長の結果，もはや発展途上国から先進国

の仲間入りをする勢いである．国民の間には，経済

成長を実現したという自負心も強い．

　このような中で，現代的都市計画が不可欠になっ

て き た ． コ ロ ン ビ ア の 都 市 計 画 法 は1997年 の 法

388が そ れ に あ た る ． 我 が 国 で は 旧 都 市 計 画 法 の

制定が1919年，改正都市計画法は1968年であるか

ら，日本から1世紀遅れで，最先端の近代的制度構

築に至ったといえよう．

　内戦やマフィアとの抗争がほぼ沈静化した今日，

早急な都市整備が求められている状況にある．ボゴ

タで言えば，緑豊かな高級マンションが風情ある景

観を生み出している地域もあれば，まるでバラッ

クに見える地域も混在している．あたかも日本の

1960年代を想い出させる．

3　コロンビアの貧困の状況

　日本では中流層が大半を占めるが，コロンビアで

は貧困層が圧倒的に多い．街中で見られる状況を紹

介してみようと思う．以降はコロンビア第二の都市

であるメデジン市（以下，メデジンという）の状況

を中心としているが，一部ボゴタも混じっている．

ただし，概して大きな違いはない．

　メデジンの人口は約230万人，写真のような大都

市である．

　しかしながら，図３の統計を見てみると愕然と

する．棒グラフの第一は経済階層別の人口構成で

ある．最貧困層のランク１から富裕層のランク６

まで６つに区分している．日本の中流はランク４

とか５に相当する．ランク６の富裕層は日本の金

持ち以上の豊かな暮らしをしている．一方，ラン

図2　メデジン市の都市景観
出典：メデジン市資料　都心には高層ビルが建ち並び，郊外まで住宅が広がる
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ク１から３の貧困層は実に

8割に及ぶ．やや大げさに

言えば，日本的な暮らしぶ

り は16％ ， 考 え ら れ な い

ような豊かな暮らしぶりが

4％，そしてそれ以上に考

えられないような貧しい暮

ら し ぶ り が80％ を 占 め る

のである．

　都心部では，貧しいが勤

勉さが生み出した様々な商

売が見られる．自動車が信

号待ちで停車すると窓を拭

こうと近づいてくる．チップを期待

するのである．また，様々な小物を

売りに来る．ストリートベンダーと

いう．メデジンの市役所前には，そ

れこそが経済発展のルーツであると

して物売りのおばあさんの銅像があ

る．役所近くではタイプライターを

置いている人がいる．文盲の人に役

所 の 申 請 書 類 を 代 書 す る サ ー ビ ス

だ．また，軍隊の施設の前には若者

が長蛇の列をなしている．志願兵と

して入隊すると，毎日の食事に不自

由することなく，多くの技能や外国

語が身につけられるので，ゲリラ戦

覚悟で入隊するのである．確かに，交通機関の駅や

空港にいるガードマンは若いが英語は堪能で，スペ

イン語が分からない筆者にはありがたい．そしても

ちろん，ゴミをあさり，道ばたで死んだように寝て

いるホームレスも見かける．麻薬の後遺症で働く気

力を失っているのだろうか．

 

　郊外に目を向けると，そこはバリオが広がる．も

う一度，図２を見てほしい．

　メデジンは盆地の都市であるが，斜面をバラック

が埋め尽くしているのが分かる．地方部のゲリラ，

図3　メデジン市の貧富の格差
出典：メデジン市資料　8割が貧困！？

図5　斜面に広がるバラックの状況
　粗末な作りで家畜小屋かと間違う

図4　都市部の貧困の状況
　この他にも物乞いや路上販売は多い
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内戦を嫌い都市に逃げ込んできた国内避難民など多

くの貧困層が空いている土地を不法占拠してバラッ

クを建てるのである．貧困は山を登るという，目に

見える形で広がっている．一年中温暖で雨も多くな

いため，煉瓦を積み，簡単なトタン屋根を掛けると

住めるのだが，まるで家畜小屋と見まがうばかりで

ある．次第に，谷筋で洪水の心配がある場所など，

居住に適さない場所への不法建築が起こり，時折斜

面が崩れたり洪水が起こったりして被害が出るとい

う悲惨な状況にあるという．

　メデジンの供給処理の仕組みでは，電力の供給は

義務とされるため，多くのバラックにも電気は通じ

ている．しかし，上水道，下水道やガスの供給，さ

らにはゴミの回収はない．道も通わないような場所

に不法に作るのであるから仕方がない．公共交通機

関としてのバスも近づけない．その結果として起こ

るのが，ゴミや汚物の投棄である．飲料水は麓から

担ぎあげたとしても，ゴミを処理するのは面倒なの

だろう，近くの谷に捨てる．その結果，谷筋はゴミ

捨て場となって公害問題を起こしている．我が国で

環境問題と言えば，地球環境の保全，エコな暮らし

の実現と言われるが，発展途上国の環境問題はもっ

と身近で切実だ．一方，その中でも裕福なバラック

を俯瞰するとあちこちに大きなパラボラアンテナが

立ちならんでいた．

4　貧困と戦う都市政策

　このように，メデジン市をはじめとするコロンビ

アの諸都市における最重要の課題は貧困対策であ

る．現代の日本では想像も及ばないだろうが，我が

国の1960年代の大都市はもしかすると似たような

ものだったのかもしれない．

　都市政策の基本は，土地利用コントロール，道路

や鉄道などの交通，モビリティの向上，市民生活の

向上等であり，それらを戦略的，有機的に連携して

いくことが成功の鍵である．

　我が国の1960年代の東京都市圏を想い出してみ

よう．増え続ける人口に対応すべく大規模ニュータ

ウンが建設されたし，私鉄やJRなどの鉄道の充実が

郊外からの通勤を支えた．また，日本の伝統的コ

ミュニティが維持されつつ都市の生活文化が発展

し，経済成長がもたらした消費文化の充実により豊

かさの実感できるようになった．様々な問題は残っ

ているがおおむね合格点を出せるだろう．ただし，

日本の場合，戦略的な統合があったというより，各

部門毎の努力であって，たまたま総合的な成果が良

かったように思える．

　一方，コロンビアでは，それらの要素が戦略的，

有機的に連携して進められている点が興味深い．そ

れ以上に，日本では苦手だったものを行っている点

で，我々も学ぶべきものがある．

　単に公営住宅を作るのではない．貧困層と職場を

つなぐ交通・モビリティの確保をどうするか．地域

の生活文化が改善されないと環境問題の本質的な解

決にはならない．同時に，これ以上にバリオが広が

らないように土地利用規制を行う．子供たちの教育

にも力を入れている．

　何カ所かの事例を紹介しよう．

5　サンタドミンゴ地区のバリオ再生戦略

　サンタドミンゴ地区は，メデジンの北端の斜面地

に広がるバリオである．すり鉢状のメデジンの最も

低い場所に流れる川にそって南北に鉄道（メトロ

と呼ばれる）が走り都心まで約30分の距離にある

が，サンタドミンゴ駅から川の対岸にある貧困地域

はアクセスが悪く，斜面にはバラックが広がり，斜

面のためにバスも部分的にしかルートを作れず，町

外れまでは徒歩で1時間以上かかるという，いわば

別世界であった．そのため，かつても治安も市内最

悪だったらしい．

　

 　この地域の閉鎖性を解消すべく作られたのが公

共交通機関メトロカブレである．日本語で言えば

ケーブルカー，写真の右側の柱が連続して立つとこ

ろがそれだ．我が国ではスキー場でしか見られない

ようなものだ．メトロカブレによりこれまで1時間

以上かかっていた斜面の奥地から駅までの時間が

10分程度に短縮され，多くの人が都心部に通勤で
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きるようになった．メトロカブレという特殊な交通

システムを採用したのは，第1に斜面であるからで

ある．バスを通わせるには道が必要になるし，勾配

も一定程度緩やかでなければならない．メトロカブ

レであれば何ら問題はない．第2の理由は安全性だ

ろう．実のところ，このようなバリオでは犯罪が多

い（多かった）．バスや鉄道の乗客がギャングに恐

喝されるということも決して希ではない．その点，

メトロカブレはキャビンの定員が6人程度である．

家族ずれ，仲間など気の知れた人たちだけでキャビ

ンを占めてしまえば，安心して移動することができ

る．もちろん，警備する方も楽で，駅にガードマン

がいればよい．第3の理由は，ルートに沿った道路

整備だ．メトロカブレの建設に合わせて麓に近いほ

ど太く緑道が形成されている．所々に小広場も整備

されている．今までは迷路だったバリオに駅に向か

う明確なルートができたのである．さらに，いつも

メトロカブレからの視線があるので，犯罪は起こり

にくい．歩く人も安心できる．今ではちょっとした

散策路になっている．

　メトロカブレがもたらしたユニークな効果につい

て触れておこう．都心部への通勤が可能になり所得

が増えて地域での消費も拡大したことは想像しやす

いと思うが，予期しない効果もあった．都市と気持

ちがつながることができたのである．今までは誰も

見向きもしない見放されたバリオと自らを卑下し

ていた住民たちが，都市行政

から見捨てられていないとい

う希望を持つにいたったそう

である．地域のコミュニティ

文化の発展の鍵ではないか．

また，メトロカブレから見え

る地表部の安全が高まったの

みならず，周辺の建物がこぎ

れいに変わったそうだ．日本

でも商店街の舗装やアーケー

ドを改修すると，周辺の店舗

も こ ぎ れ い に 改 修 し 始 め る

が，それと同じではないか．

皆，見られてもかまわないよ

うに，たたずまいを大切にするようになった．以前

は，知らない人が迷い込むと，ただでは出られない

と考えられていたところが，今では様々な人が行き

交う町へと変貌を遂げたのである．

　このメトロカブレによる人々の移動をより活発に

している施設が，途中駅にほど近い場所に建てられ

た図書館である．地域の生活文化のシンボルとし

て，黒い箱状の建物が異彩を放っている．2007年

にスペインからの寄付により建てられたもので，ボ

ゴタの建築家マッザンティの設計．ここでは，図書

館機能に加えて子育て研修なども行われており，子

供や母親を含めた住民の往来を促進することにつな

がっている．（ちょっと話はずれるが，コロンビア

でケアセンターというと，託児所のことらしい．）

　余談になるが，この図書館での出来事にヒントを

得た「雨上がりのメデジン」（アルフレッド・ゴ

メス＝セルダ作，宇野和美訳，すずき出版，2011

年）という児童文学作品がある．貧しい主人公をと

りまく家族や社会，図書館と司書の秘められたミッ

ションなど，日本の価値観では想像ができない感動

の作品だ．社会学や都市政策を深める際にはとても

有益ですので，一度読まれることを勧めたい．もっ

とも，スペイン国民児童文学賞を得たという作品だ

が，コロンビアの人たちに聞いても馴染みはなく，

スペインで出版された本を置いている本屋は見つか

らなかった．

図6　サンタドミンゴ地区の状況
 出典：地図のみメデジン市資料
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　なお，メデジンでは子供の教育にも力をいれてお

り，子供達は一応に好奇心旺盛で明るい．図3の写

真を見ると粗末ななりをしているが，小学校でも制

服のところも多く，皆こさっぱりと賢そうに見え

る．

　次に，住宅の整備を最大限効果的に行っている例

を紹介しよう．

6　ファンボボ地区の住宅再開発と環境整備

　ファンボボ地区はメトロの駅にほど近い，メトロ

カブレのルートから100ｍ程入った住宅地の一画に

ある．ここはバリオであるサントドミンゴ地区の中

でも，谷筋の小河川沿いに計画性なく不法に作られ

た劣悪なバラック街であった．ノームレスの小屋の

ようなものに300世帯，1500人が住んでいた．谷筋

の河川には，雨が集中し，時折が斜面が崩れるとい

う洪水の危険性とともに，河川へのゴミの投棄，環

境問題がひどかった．上流部にもバリオは広がり続

けているので，ゴミや汚水はどんどん流れてくる．

　そのため，住まいを適切なものにすると同時に，

日本風に言えば河川を見える化して，総合的に生活

環境を改善していくことが行われた．2005年に事

業着手，2008年に完成を見ている．

　ここの事業手法は，日本から学んだ土地区画整理

が用いられている．日本で土地区画整理と言うと換

地で土地が少なくなる事業というイメージが強い

が，コロンビアでは地権者が一体となって公共空間

と住宅建物を整備し，追い出されることなく住み続

けることができる事業で，負担と利益を公平に分か

ち合うという仕組みを持っている事業手法と考えら

れている．どこの国でも，土地所有者から公共が土

地を買収するなどして土地を整理することや，貧困

層を別の場所に移転させてスラムを解消する事業

（スラムクリアランスという）は行われている．し

かし，地域住民を住まわせながら，住民と協同して

住みよい環境を生み出す土地区画整理のような手法

はなかったのである．

　まずバラックを解体して，集合住宅を作り移住し

てもらう．ただし，身の丈にあったもので，決して

華美なものではない．住戸の面積は平均38㎡とい

うし，また建て替えなくても安全なものは，外壁の

塗装を塗り替える程度という修繕の建物もある．そ

して，河川沿いには遊歩道を整備している．これに

より周辺地区から駅に向けての近道ができ多くの人

が河川の状況を見ながら行き来することになった．

そのことにより，住民の環境意識が高まった．ただ

し，ゴミがなくなったという状況はまだ達成されて

いない．

　コロンビアのような個人主義の国で，住民が話し

合いで計画を作り協同で事業を行うということは画

期的な取り組みであったとさ

れる（1）．住民コミュニティ

も自ら作業に従事している．

もっともたぶん，それによる

対価をもとに移転の費用を捻

出しているのかもしれない．

　関連して，最貧層向けの住

宅とはどのようなものかを紹

介しよう．

　国の住宅政策の資料による

と，最下層（VIPという）向

けの社会住宅の住宅モデルは

48㎡ ， 写 真 を 見 る と 一 見 よ

くできたマンションのようだ
図7　ファンボボ地区の住環境の整備
出典：事前および住民参加はメデジン市資料
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が，天井は低く，ドアも少ない．

　実際にどのようなものか，サンタドミンゴ地区の

ファンボボとは別の場所で同様の事業を行って建設

されたアパートの一室を視察した．壁は煉瓦が積ま

れているだけ，床や天井がコンクリートむき出し，

洗い出しの流し台は仮設を思わせるしトイレも工事

中を思わせた．窓や手すりもとてもがたついてい

る．安普請であることは否めない．同行した南米諸

国の都市計画担当者がやや青ざめながら見ていたの

が印象的である．

　しかし，この部屋の販売価格は日本円で200万円

という．定職があるなら貧困層でも手

が届く価格ではないだろうか．

　このアパートでは面白いことが２つ

あった．アパートの一室に住みつつ，

上層階にも係わらずお店を開いている

ひとがいる．いわゆる雑貨屋で，地域

の子供達が出入りしている．また，前

庭では青空の下，いすを持ち出して住

民集会が開かれていた．地域問題を話

し合っているのだという．

　なお，このような環境整備を主眼と

した社会住宅の開発のみならず，バリ

オの拡大を止めるために最上段部分に

住 宅 団 地 を 整 備 し た 例

や，都心部での再開発な

ども，活発に行われてい

る状況である．

7　中流層が増加しつつ

　ある都市の様相

　ここまでは貧困状況を

中心に紹介してきたが，

都市政策の結果もあり，

大量の貧困層と中流層が

混在しつつも，経済が成

長しており中流層は着実

に増加している．貧困か

ら脱却課程にある都市の状況は，先進国のそれにひ

けをとらない．紙幅に余裕があるので，簡単に紹介

しておこう

7.1　住居

　まずは，中流庶民の住宅である．ボゴタ近郊でマ

ンションのモデルハウス展示場を見る機会を得た．

土地区画整理で作られた新しい団地を数社のデベ

ロッパーが競い合ってマンション販売している場所

である．

 

　規模は100㎡内外が平均的で，各マンション毎に

図8　最貧層向けの社会住宅
出典：VIP用住宅イラストはコロンビア国土庁資料

図9　拡大する中流層向けの住宅団地
　日本で言えば高級な部類に入るだろう
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共有スペースを競っている．住宅の特徴は，家族規

模に応じたトイレ付き個室，リビングとは別に設け

られたスタジオと呼ばれる多目的スペース（リビン

グは家族が歓談する場所であり，テレビ，書斎，子

供の遊び場等はリビングと分けられている），使い

やすいキッチンや洗濯室（屋外に洗濯物を干すのは

貧困層の行為だという），客用と分けられたトイレ

等である．バスタブは風呂に入る習慣がないので設

けられていない．なお，このような住宅の販売価格

は2,000万円程度であって日本から比べると割安感

があるが，土地価格が圧倒的に安いためであろう．

　なお，ボゴタの高級住宅地は写真のようである．

緑豊かな都市型マンションが広がっている．各戸

200㎡などという大きさである．ボゴタでは住区毎

に住める社会階層の制限があり，2ランク以上異な

る階層の住区同士接することがないように配置され

ている．

 

7.2　交通

　貧困層の大量の移動を支える交通手段はかつては

個人バスであった．運転手が自ら決めたルートを周

り，乗客は乗り降り自由で，料金の安さ故に，乗客

ははみ出すように乗っていた．しかし，輸送量は限

られ，交通渋滞の原因にもなり安全面でも問題とさ

れていた．

　そこでボゴタでは2000年にトランス・ミレニオ

と称するBRT（Bus Rapid Transit）を導入した．当

初，地下鉄が検討されたが，ずっと安価で同等の効

果が得られるものとして連接バス採用された．もっ

とも，日本と違い道路空間に余裕があるために専用

レーンが可能であったためでもある．専用レーンの

ため交通渋滞には巻き込まれずに高速に運行可能

で，乗り降りは駅で行われ，プラットフォームとは

段差なく乗降可能である．この当たりはバスという

より鉄道に近い．急行は駅で他のバスを抜かしてい

く．しかし，バスであるから，普通の道路ももちろ

ん走ることができる柔軟性を持っている．

　このようなBRTはブラジル・クリチバ市で1970

年に導入されて以降世界各国で採用されているもの

の，ボゴタの仕組みは他に抜きんでており，幹線の

BRTから小型のバスに乗り換えて住宅地へのスムー

ズな連絡が可能である．

　バスのシステムは公共が定め，運営会社は民間数

社が組み込まれている．輸送量や遅れの発生割合さ

らには駅でのプラットホームからの隙間まで契約で

様々な内容が決められ，運行センターで常時モニタ

リングを行っていて，改善を要請されるなど，現代

的な経営が行われており，問題の多い個人バスから

会社を興して参入するところもあるという．

7.3　消費・余暇

　貧富の差が大きいことに起因して，消費の形態に

図10　緑豊かなボゴタの高級住宅街
　閑静な住宅地はゲート管理が厳重

図11　個人バスとBRT
　BRTでも交差点は一般と共用
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もバリエーションがある．レストランなどはピンキ

リ．貧民を支える店も多い．

　一方，最近増えつつあるのが，大規模ショッピン

グセンターである．ここは中流以上のパラダイスの

ようだ．物販中心で国際的なブランドが普通に手に

入る．また，フードコートでは世界の料理を食べる

ことができる．シネコンも入っている．日本と大き

く変わらない．食品スーパーは別のところが多い．

ガードマンが入り口を見張っているので，貧困層は

入りがたい．

　観光地はそれなりに人気が高く，安全性が高い．

ボゴタでは著名な画家ボテロの美術館が，歴史保全

の地区の一角にあった．

　余暇でユニークだったのが，ボゴタの日曜日の歩

行者天国サイクロビア．日曜日の朝7時から14時ま

で，中心部を貫く幹線道路が全域で車が閉め出され

歩行者の空間になる．ジョギング，サイクリングや

散歩の人たちであふれている．週に一度，安全に余

暇に興じることができるのだろう．

8　まとめ

　今回，南米を初めて訪

れた感想を一言で言うな

ら ， 「 日 本 の1960年 代

からの高度成長を見てい

るようだ」ということで

ある．その中で，コロン

ビアの将来を想像し，併

せて日本を反省した．

　 日 本 も か つ て は 貧 し

かった．それが先人達の

努力により今日の繁栄を

築くにいたった．コロン

ビアも同じような段階で

はないか．国民性は実に

勤勉で，謙虚だし，プラ

イドも持っている．きっと成功するだろう．

　一方，社会的な文脈の違いから，日本では想像も

つかない不思議な世界に迷うことを楽しんだ．我々

の国には顕著なスラム街はない．（木造密集地域や

浮浪者の集まる町はあるが）．しかし，それでもス

ラムのコミュニティは生き生きしている．

　中流層が増えることが世の中にどのような影響を

もたらすかについて，改めて考えさせられた．コロ

ンビアの消費や都市文化はこれからも発展するだろ

う．しかし，これらは同時代的である．世界中で同

じ映画が流行し，ファッションのトレンドも相互に

影響しあい，皆国際的なブランドを愛でる．我々日

本も同じように活性し，また情報発信する価値を生

み出していくことを追求すべきだろう．

　訪問の主目的である土地区画整理事業の技術移転

については，別の報告にゆだねる．（2）

図12　ショッピングセンターと日曜のサイクロビア
　サイクリングに興じる家族も多い
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注記

（1）文献１は，ファンボボ地区の土地区画整理の

概要を紹介するとともに，効果測定調査の結果を

解説している．

（2）文献２は，コロンビアの土地区画整理の特徴

について紹介している．
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Urban Policy in Colombia
－Breaking Away from the Poverty, the Case of Medeilin City, etc.－

Shigeo OKABE

This report shows what is going on in Colombia, especialy in Medellin City to struggle city problems. The poverty 

and slum renovation may be the most important issue.  In Santa Domingo area, metro-cable is a good transportation 

solution, that changed the the mind of slam residents.  Juan Bobo renewal projects is a success because residents and 

a city cooperated and tackled the environmental management of the slum area by useing land-readjustment.

Colombia improved Japan's land-readjustment to the Colombian version that includes social housing.

Colombia is in the opposite side to global seen from Japan, and has made different urbanism, but there is many issues 

that Japan must learn.

Keywords : Colombia, poverty, urban planning, social housing, land-readjustment




