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６．中心市街地の活性化に向けた効果的な取り組みの整理 
 

６．１ 効果的な取組整理の視点 

１）認定基本計画の目標達成に向けた的確な事業の選択と遂行 

 

本調査では、平成 23 年度中に計画期間を終える認定基本計画等に位置づけられた各種事業の

進捗状況及び数値目標の達成状況を検証した。その結果として、まず、目標の種類によって、

事業の進捗（完成度）との相関性と高いものと低いものがあることが確認された。 

居住人口の増加や公共施設の利用者数など、事業の実施との相関性が高いものに関しても、

その事業の効果的な実施方法の工夫が見られる例があることが明らかとなった。例えば、静岡

県藤枝市のように、一定の区域に集中的な公共投資や、民間投資の誘導を行うことにより効果

を発現するなど、効果的な取り組みの事例が見られる。 

一方、歩行者交通量のように事業の進捗との相関がみられにくいケースにおいても、公共施

設の整備や民間の商業施設（集客施設）とを効果的に組み合わせて機能の立地誘導を図ること

により、街なかへの来街者数を増加させ、結果として歩行者交通量の増加へと繋がっている例

もある。先の藤枝市の例においては、市有地を事業用定期借地権により民間事業者に賃貸して

シネマコンプレックスを特色とする商業施設の整備を誘導し、その施設の一部を賃借して市の

図書館を整備することによって、街なかへの来街を誘発している。 

また、本調査の一環として実施したヒアリング調査でも、目標の達成度をはかるための指標

数値には必ずしも表されない活性化効果があるとの意見も聞かれた。このような観点では、広

島県府中市のように、中心市街地の住民は近隣の商店に関して満足度は必ずしも改善されてい

なくても、まちなかへの統合小・中学校の整備を契機に街でのイベントや活動機運が高まり、

活性化を感じ取っている市民の割合が確実に上昇している例もあり、商業による活性化が困難

とされることの多い中にあって、参考となる活性化事例となっている。 

富山県高岡市では、「高岡開町 400 年記念イベント」において市民参加型のイベント等を実施

し、大成功をおさめることで、市民と行政が協力してまちづくりを考える契機となった。 

 

 

２）まちづくりと医療福祉施策との連携 

 

医療福祉施策は持続的な活性化が期待される施策として、本調査において、まちづくりとの

効果的な連携策のあり方や、そのための課題を明らかにするための基礎的調査と分析・文献調

査を実施した。 

病院等医療機関の立地が周辺の市街地構造にもたらす変化に関しては、居住人口や従業者数

等の各種統計データを指標に分析を行ったが、マクロな市街地の構造変化に大きな影響を与え

る状況は見出されなかった。他方、医療機関の経済活動の実態は、相応の規模を有することも

確認されており、病院の立地を市街地の経済活性化にどのように結びつけることが可能である

かは今度の検討課題である。 

また、文献調査においても、持続可能な中心市街地の活性化を期待して、医療福祉機関の立
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地誘導や現位置・近隣での建て替え、移転に取り組む都市が数多く確認されたが、他方、病院

へのヒアリング調査では、現位置や近隣の建て替えに際しての課題の大きさや条件を整備する

ことのむつかしさが改めて明らかとなった。他方、高齢者が医療・福祉施設を自宅からアクセ

スしやすい立地に求めていることや、高齢者が医療・福祉施設から比較的近い距離に居住を選

好する傾向があることを示す研究もあり、今後、高齢者を中心とした医療・福祉と居住環境整

備の連携のあり方についても検討を深めていく必要がある。 

このような観点で、市街地の整備と病院の建て替え事業を連携させながら、積極的に中心市

街地の活性化を進めている事例として、酒田市の例がある。「酒田中町三丁目地区第一種市街地

再開発事業」では、老朽化した健友会本間病院の建て替えに際して、隣接地と一体となった再

開発事業の実施により、用地の確保等の困難さによって実現することが難しい近接地建て替え

を可能とした。同時に、中心市街地に医療・福祉、商業、住宅の複合機能を導入することによ

って一体的にまちづくりの効果を発現しており、まちづくりと医療福祉施策の連携に関して示

唆に富む例である。 

 

 

３）商業活性化のための独自条例制定等の取組み 

 

本調査では、商業活性化のための大規模店舗の立地規制や中心市街地への立地誘導に、独自

の条例制定などによって取り組んでいる事例についても把握し、検証を行った。全国でも独自

の条例制定による取り組み例は少なく、条例制定そのものの困難さが伺われるが、このような

上にあって、先進的な取り組みを進めている例として、静岡県浜松市や石川県金沢市などの例

は参考となる。 

浜松市では、商業施設の集積に向けたゾーニングを行い、それぞれの地区の特徴にあわせて

集客施設として利用できる床面積の上限を設定している。また大型店舗進出の際の内装工事費

の補助を内容とする補助金事業などもあわせて実施し、大型電気店の進出などで活用されてい

る。 
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６．２ 効果的な取組の例 

 

以下では、６．１で整理した視点から効果的な取り組みを行っている代表的な事例を取り上

げ、その取り組みの内容を整理する。 

１）認定基本計画の目標達成に向けた的確な事業の選択と遂行 

事 例 １ 機能の複合化や一定区域への集中的な事業実施による効果の相乗的発現（静岡県藤枝市）

中活計画の

概   要 

○認 定 日：平成 20 年 3月 12 日 

○計画期間：平成 20 年 3月～平成 25 年 3 月（5年） 

○目標・数値指標 

人々が集い、快適・満足にはつらつとすごせるまち
歩行者交通量（人） 

宿泊客数（人） 

結びつきに支えられ、健やかに暮らせるまち 公共施設利用者数（人） 
 

高い成果を

あげている

目標（指標） 

と 

主要事業の 

概要 

○目標：結びつきに支えられ、健やかに暮らせるまち 

 指標：公共施設利用者数（人） 

新図書館整備事業、ＢｉＶｉ藤枝施設整備事業、

・藤枝駅の南、約 100ｍのところでの商業施設

と図書館等からなる複合施設の整備。（平成

21 年 2月開館） 

文化センター地区暮らし・にぎわい再生事業 

・老朽化した施設の耐震・改修、機能の強化に

より、市民の活動・交流拠点として再生 

（平成 21 年 11 月リニューアルオープン） 
 

目標達成の

ポイント 

・ 

取り組みの

特徴 

○商業施設と公共施設の複合化による効果の相乗的発現 

・日用品を扱うスーパーや専門店街、シネマコンプレックス等の商業施設と、図書館

の複合化による相乗効果で、オープン初年度で両施設の年間目標者数 146 万人を上

回る約 214 万人を記録し、各目標に対して高い効果を発揮している。公共施設利用

者数については、既に目標値を超えている状況である。 

○一定区域への集中的な事業の実施による事業効果の相乗的発現 

・藤枝駅周辺（北口、南口）において段階的かつ連続的に市街地整備を進める「連鎖型市

街地整備計画」の実施により、駅を中心に半径約400ｍの圏内に生活に必要な諸機能が集

積し、快適な回遊環境が確保されたコンパクトな中心市街地の形成を推進している。 

・スーパーやシネマコンプレックス、オ

フィスなどの商業・業務機能、クリニ

ックや老人ホームなどの医療・福祉機

能、都心居住機能や宿泊機能、専門学

校などの教育機能、図書館や市民交流

センターなどの公共公益機能など多

様な都市機能の整備とともに、これら

の施設と連携したイベントや大規模

なスポーツイベント等を開催するこ

とで、各事業の効果が相乗的に発現

し、順調に目標達成を実現している。 
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新図書館整備事業等完了 

図表 連鎖型市街地整備計画（藤枝市資料）
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事 例 ２ 賑わい創出の拠点に「学校」を活用（広島県府中市） 

中活計画の

概   要 

○認 定 日：平成 19 年 5月 28 日 

○計画期間：平成 19 年 5月～平成 24 年 3 月（4年 11 ヶ月） 

○目標・数値指標 

賑わいの創出による市民や来街者が集い交流する 中心市街地の歩行者・自転車交通量（人）

安心して便利に歩いて暮らせる中心市街地の形成 

商業集積地域の商店の数（店舗） 

商業集積地域の商店の質（点） 

人口動態（社会動態）（人） 
 

高い成果を

あげている

目標（指標） 

と 

主要事業の 

概要 

○目標：賑わいの創出による市民や来街者が集い交流する 

 指標：中心市街地の歩行者・自転車交通量（人） 

統合小中学校整備事業、多目的広場整備事業 

・中心市街地の周辺部にある 4 つの小学校と区

域内にある中学校を一体施設として中心部に

整備（平成 20 年 3月完了） 

恋しき保存・再生事業 

・小中学校に隣接する平成 2 年に廃業した備後

随一と呼ばれるほど格式の高い名門割烹旅館

を割烹料理店などの飲食店や物販店、貸しス

ペースとして再生（平成 19 年 11 月完了） 

観光交流センター事業 

・産業のまちをアピールする場、来街者や地域

住民の交流拠点を整備（検討中） 
 

目標達成の

ポイント 

・ 

取り組みの

特徴 

○統合小中学校整備を契機とした地域に対する住民意識の変化 

・中心市街地に統合小中学校が誕生したことにより、地域の住民が中心となって自発

的に見守り隊が結成され登下校時にまちにたつなどの活動が行われるなど、地域に

対する住民意識に変化が見られるようになった。 

・中心市街地ではさまざまな団体による多種多様なイベントが行われるようになり、

学校整備は良いきっかけづくりとなった。 

○地域への開放 

・中学校のグラウンドと体育館を地域住民に開放したことによりさまざまな地域のス

ポーツ活動に利用されるようになり、学校の職員・生徒以外にも府中市の多様な

人々が小中学校エリアを訪れるようになった。 

○目標達成に寄与する施設の集積 

・小中学校に隣接して、平成 20 年度に多目的広場（お祭り広場）を整備した。広場で

は夏祭りや「アウトレット祭り」の際のヒストリックカーの展示場をはじめ、さまざ

まなイベントにも利用され、賑わい形成（歩行者等の交通量増加）に寄与している。

・小中学校に隣接し、廃業していた名門割烹旅

館を、平成 19 年 11 月に割烹料理店などの飲

食店や物販店、貸しスペースとして再生した

ことにより、オープニング後一年は高い集客

数（年間 7万１千人）があり、その後も年間

約 3万 6千人程度と安定して集客している。 
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統合小中学校等

整備完了 

恋しき保存・再生 

事業完了 
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事 例 ３ イベントの継続実施により認知度と参加意識を高め集客効果を持続（富山県高岡市） 

中活計画の

概   要 

○認 定 日：平成 19 年 11 月 30 日 

○計画期間：平成 19 年 11 月～平成 24 年 3 月（4年 5ヶ月） 

○目標・数値指標 

歴史・文化資産の活用によるまちなか交流人口の拡大 主要観光施設における観光客入込み数（数）

まちなか居住の推進 中心市街地における居住人口（人） 

中心商店街の賑わいの創出 

中心商店街における平日・休日の歩行

者・自転車通行量の平均値（人） 

中心市街地における空き店舗数（件） 
 

高い成果を

あげている

目標（指標） 

と 

主要事業の 

概要 

○目標：歴史・文化資産の活用によるまちなか交流人口の拡大 

 指標：主要観光施設における観光客入込み数（数） 

高岡開町 400 年記念事業 

・平成21年に高岡開町400年を迎えることから、

記念イベントや関連イベントを実施。入場者

数は 83 万 7千人に達した（平成 21 年度完了）

瑞龍寺ライトアップ事業 

・夏のライトアップ期間延長と冬の開催などに

より 3年間で 11 万 6千人の来場者増加 

（平成 12 年度から実施中） 

高岡大仏保存修理事業・観光バス駐車場整備事業

・劣化が進んだ高岡大仏の保存修理と近隣に観

光バス専用の無料駐車場の整備により 3 年間

で 2万人の来訪者増加（平成 19 年度完了） 
 

目標達成の

ポイント 

・ 

取り組みの

特徴 

○プレイベントの実施により認知度と参加意識を高め集客効果を継続 

・記念イベントが単発的な事業にならないように、メーンイ

ベントの 200 日前から各種イベントを継続して実施するこ

とにより、市民の認知度を高め集客効果を高める成果をあ

げた。また、市民のイベントへの関心の高まりが、参加意

識を高める効果もあげ、記念事業のメーンイベントの一つ

である「前田利長公入城大行進」には総勢約 2,500 人もの

市民らが参加し、約 20 万人（主催者発表）の観衆が約 2.2

ｋｍの沿道を埋めるといった成果をあげた。 

・イベントの PR と集客効果をあげるための工夫として、市民にイベントの割引券と

一体となったハガキを配布し、イベントへの招待状として知人等にハガキをだして

もらうといった取り組みを行った。市民の意識の中にも自然と記念イベントに関心

をもってもらうことができた。 

・観光資源である瑞龍寺のライトアップの夏期延長や冬季実施、高岡大仏の保存修理

と近隣での観光バスの無料駐車場の整備、伝統的な建造物群保存地区（山町筋）で

の保存修理事業の継続実施など、記念イベント後を見据えた、単発的な集客事業に

頼らない観光客の増加に向けた取り組みも継続して実施している。 
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２）まちづくりと医療福祉施策との連携 

 

事 例 ４ 再開発事業と病院整備を一体的に実施（酒田中町三丁目地区第一種市街地再開発事業）

計 画 概 要 事 業 名：酒田中町三丁目地区第一種市街地再開発事業 

施 行 者：酒田中町三丁目地区市街地再開発組合 

地区面積：約 1.2ha 

用途地域：商業地域（指定容積率 400％） 

完成時期：平成 18 年 2 月 

 第１ブロック 第３ブロック 

延床面積 約 13,100 ㎡（容積率：227.6％） 約 16,800 ㎡（容積率：316.1%）

規模構造 SRC 造 地上 12 階建 RC 造 地上 6 階地下 1階建 

主な用途 
住宅（50 戸）、公共施設、店舗、

駐車場等 

病院（154床）、介護老人保険施設、

店舗等 
 

計画実現の

ポイント・

特徴 

○地域密着を掲げる病院の方針と地元の協力により現位置での建替えを実現 

・老朽化した病院対策として地域に密着し安心して利用できる医療機関を目指す病院

としては現位置での建替えを検討するが、病院単体だけでは困難であり郊外移転を

苦渋のうえ選択する。 

・しかし、大きな集客力の損失を危惧した地元商店街から「病院と商店街が一体で事

業化する構想」の提案を受け、現位置での建替えの実現に至った。 

○２つの街区を一体とした再開発により病院機能を継続しながらの建替えを実現 

・道路をはさんだ２つの街区（ブロック）を一体とした市街地再開発事業とすること

で、既存の病院機能は継続しながら段階的に施設の整備を行うことで、病院の建替

え・移転が実現した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○医療、福祉、商業、住宅等の機能を複合したまちづくりによる中心市街地の活性化

・第１ブロックは、診療所・商業・公共施設・駐車場からなる都市の利便施設と集合

住宅からなる複合施設。建物低層部に診療所や商業施設、児童センターや交流広場

などの公共施設を配置し、街なかの利便性と賑わいを創出している。 

・第３ブロックは、病院・介護老人保健施設・商業からなる複合施設。地域医療・地域

在宅介護の拠点として、また地域に賑わいをもたらす商店街として機能している。 

整備内容： 
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３）商業活性化のための独自条例制定等の取組み 

 

事 例 ５ ゾーン規制と出店支援を組合せることで商業集積の実効性を高める（浜松市） 

取 組 概 要 
 

浜松市商業集積ガイドライン 
商業集積に向けたゾーニングを行い、それぞれの地域特性に

応じて集客施設として使用している部分の床面積を規制。 

浜松市における地域特性に即

した商業集積の実現によるま

ちづくりの推進に関する条例 

ガイドラインの実効性を高め、行政指導を行っていくこと

を目的に策定。集客施設の床面積が 5,000 ㎡を超える施設

を対象。事業者名の公表や5万円以下の過料等の罰則あり。

大型商業施設進出支援制度 

浜松駅周辺に出店する事業者に対して、内装工事費用の 2

分の 1（上限 5 億円）の補助、5 年間の市税の優遇措置、

大店立地法に基づく手続きの緩和を実施。 
 

取組のポイ

ント・特徴 

○商業集積に向けたメリハリのある規制・誘導ゾーンの設定 

・ガイドラインでは、商業集積を目指す中心市街地（浜松駅周辺）については、集客

施設として使用している床面積の上限を設けていない。一方、中心市街地から離れ

たゾーンでは、建築基準法では床面積の規制がない用途地域において、ガイドライ

ンで上限を設けて規制することで、メリハリのある商業集積の誘導を図っている。

○商業集積に向けた戦略的な支援の実施 

・中心市街地では大型商業進出支援区域を設定し、区域内で店舗の営業を開始する事

業者に対して「内装工事費用の補助」や「市税の優遇措置」といった初期投資やラ

ンニングコストに対して支援を行い、商業集積を戦略的に誘導している。 

・さらに、当区域を中心市街地活性化法に基づく「第一種大規模小売店舗立地法特例

区域」に指定し、大規模小売店舗立地法に基づく届出や説明会などの手続きの緩和

を図り、事業者が出店しやすい環境を整えている。 

・なお、この区域は中心市街地活性化基本計画の計画区域内であるため、中心市街地

の活性化に向けた事業を積極的に実施することで、商業集積の誘導を図っている。

 

 

■補助対象区域と中活基本計画の計画区域との関係 


