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基本計画名称

第2期鹿児島市中心市街地活性化基本計画

事業名

計画期間

市町村名

鹿児島市

都道府県名

事業期間

認定日

H25.3.29

鹿児島県

鹿児島市中心市街地活性化協議会

都市機能の増進(法第15条第1項第1号)

㈱まちづくり鹿児島

実施主体
区分

支援措置

目標

支援措置
期間

鹿児島商工会議所

第三次産業従業者数（人）

経済活力の向上(法第15条第1項第2号)

現況

7,762,000 H23

H24

62,939 H21

中心市街地活性化協議会

期間

5年

中心市街地(ha)開始

H25.4

最終変更日

H29.7.28 約368ha

名称

人口

設立日

H19.5.31

歩行者通行量（人／日）街なかのにぎわい創出と回遊性の向上

30,247547.06㎢

終了

H30.3

都市型観光の振興

商業・業務機能の集積促進

特別用途地区

都市計画決定日

H19.11.30

市町村全域(人)

605,120

面積

市町村全域(km2) 中心市街地(人)

鹿児島駅周辺の低未利用地である旧国鉄用地(浜町１番５)の土
地利用
・「公園」
・「広場」
・「駐車場」
位置：鹿児島駅周辺地区

64,000

指標

165,664

目標

171,000

8,100,000中心市街地の年間入込観光客数（人）

H26～H33

鹿児島駅周辺都市拠点総合整備事
業（公園・地域生活基盤施設）

H23～H28
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（鹿児島駅周辺地区）

H26～H28 鹿児島市

電線類の地中化の推進
位置：文化通３号線、平田橋武線ほか

概要

舗装新設・歩道整備事業 H18～

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（鹿児島市都心部地区
（第２期）））

H23～H27 鹿児島市
道路環境のバリアフリー化整備
位置：いづろ通線、平田橋武線ほか

鹿児島駅周辺都市拠点総合整備事
業（道路・地域生活基盤施設）

・市道上本町磯線道路改良
・東側駅前広場整備
・西側駅前広場整備
・東西自由通路整備
位置：鹿児島駅周辺地区

加治屋町回遊空間整備事業（清滝
川の歩行空間整備）

H24～H26

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（鹿児島市都心部地区
（第２期）））

H24～H26 鹿児島市

ブルースカイ計画事業 H19～

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（鹿児島市都心部地区
（第２期）））

H23～H27 鹿児島市

水路整備
修景整備
Ｌ＝約100ｍ
位置：加治屋町地区

H26～H29 鹿児島市
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（鹿児島駅周辺地区））
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市立病院跡地緑地整備事業 H28～
社会資本整備総合交付金
（都市公園・緑地等事
業））

H29 鹿児島市
市立病院跡地（旧本館等跡地）における緑地整備
面積：1.4ha

天文館公園再整備事業 H23～H25

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（鹿児島市都心部地区
（第２期）））

H23～H25 鹿児島市
天文館公園の再整備
位置：いづろ・天文館地区

ＪＴ跡地緑地整備事業 H23～H26

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（鹿児島市都心部地区
（第２期）））

H23～H26 鹿児島市
Ｊ Ｔ跡地の緑地整備
位置：日本たばこ産業（ＪＴ）鹿児島工場跡地

冬季光の回廊事業 H22～H27

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（鹿児島市都心部地区
（第２期）））

H23～H27 鹿児島市
イルミネーションを設置し、冬季光の回廊を創出
位置：マイアミ通りと海岸通り（臨港道路本港区線）の一部

いづろ・天文館地区回遊空間づく
り推進事業

H21～

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（鹿児島市都心部地区
（第２期）））

H23～H26 鹿児島市
スクランブル交差点化など来街者の利便性向上につながる施策
の推進、事業化検討
位置：いづろ・天文館地区

鹿児島中央駅周辺一体的まちづく
り推進事業

H23～

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（鹿児島市都心部地区
（第２期）））

H23～H25 鹿児島市
「まちづくりガイドライン」に基づいた鹿児島中央駅周辺の一
体的まちづくりに係る地元活動の推進
位置：鹿児島中央駅地区

自転車走行ネットワーク形成事業 H24～

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（鹿児島市都心部地区
（第２期）））

H25～H27 鹿児島市
自転車走行空間の整備
位置：中心市街地

中央町19・20 番街区市街地再開発
事業

H24～H32
社会資本整備総合交付金
（市街地再開発事業等）

H26～H32
中央町19・20番街区
市街地再開発組合

第一種市街地再開発事業の実施
・延面積：約47,000 ㎡
・構造：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造
・階数：地下1 階地上24階
・用途：共同住宅、商業・業務・公益施設等、駐車場
位置：中央町19 番、20 番街区
地区面積:約0.7ha

鹿児島市立病院建設事業 H19～H26

社会資本整備総合交付金
（暮らし・にぎわい再生
事業（鹿児島中央駅
区））

H19～H26 鹿児島市

市立病院の移転新築
敷地面積 44,632 ㎡
延べ面積 52,606 ㎡
建物階数地上8階　塔屋1階
位置：鹿児島中央駅地区

千日町１・４番街区市街地再開発
事業

H28～H33
社会資本整備総合交付金
（市街地再開発事業等）

H28～H32
千日町１・４番街地
区市街地再開発準備
組合

第一種市街地再開発事業の実施
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アジア青少年芸術祭開催事業 H18～H27

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（鹿児島市都心部地区
（第２期）））

H23～H27
かごしまアジア青少
年芸術祭実行委員会

アジア各国と鹿児島市の青少年が集う芸術祭の開催
位置：いづろ・天文館地区

街なか空き店舗活用事業 H18～H27

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（鹿児島市都心部地区
（第２期）））

H23～H27 商店街等
テナントミックス事業等を行う商店街等に対する助成
位置：中心市街地

新規創業者等育成支援事業 H13～

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（鹿児島市都心部地区
（第２期）））

H23～H27 鹿児島市
ソフトプラザかごしま、ソーホーかごしまを拠点とした新規創
業者等への育成支援
位置：いづろ・天文館地区

鹿児島ぶらりまち歩き推進事業 H18～

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（鹿児島市都心部地区
（第２期）））

H23～H27
鹿児島観光コンベン
ション協会

ボランティアガイドによるまち歩き、観光案内の実施
位置：中心市街地

“美味のまち鹿児島”魅力づくり
事業

H21～H27

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（鹿児島市都心部地区
（第２期）））

H23～H27
“美味のまち鹿児
島”づくり協議会

「食」をテーマとした新たな魅力づくりと一体的な情報発信
位置：中心市街地

街なかサービス推進事業 H24～H27

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（鹿児島市都心部地区
（第２期）））

H24～H27 鹿児島市
観光案内、特産品の情報発信や、トイレ、ベビーカーの貸し出
しなどの街なかサービスの提供
位置：いづろ・天文館地区

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（鹿児島市都心部地区
（第２期）））

H25～H27 鹿児島市
講演会の開催や各種イベントの開催、映像制作
位置：中心市街地

わくわく福祉交流フェア事業 H24～

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（鹿児島市都心部地区
（第２期）））

H24～H27
わくわく福祉交流
フェア実行委員会

福祉の交流をテーマとした新たなイベントの開催
位置：中央公園及び周辺地区

路面電車観光路線検討事業 H23～

社会資本整備総合交付金
（都市・地域交通戦略推
進事業と一体の効果促進
事業）

H23～H27 鹿児島市
ウォーターフロント地区の観光路線新設の検討
位置：ウォーターフロント地区

交通局電車施設整備事業 H19～H26
社会資本整備総合交付金
（都市・地域交通戦略推
進事業）

H23～H26 鹿児島市
交通局電車施設の機能拡充
位置：中心市街地

バス車両購入事業 H17～

社会資本整備総合交付金
（都市・地域交通戦略推
進事業と一体の効果促進
事業）

H24 鹿児島市
低公害低床型バスの導入
位置：中心市街地

歴史資源を活用したまちづくり推
進事業

H24～H28
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桜島フェリーの新船の建造
位置：ウォーターフロント地区

電車停留場上屋整備事業 H25～H26

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（鹿児島市都心部地区
（第２期）））

H25～H26 鹿児島市
電車停留場に上屋の設置
位置：中心市街地

H22～H26
新船建造事業（環境にやさしい新
船の建造）

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（鹿児島市都心部地区
（第２期）））

○都市交通システム整備事業 H24～

①地域公共交通確保維持
改善事業費補助金（地域
公共交通バリア解消促進
等事業）

①H24～H25

公益社団法人鹿児島
県バス協会

H25、H26 鹿児島市

②社会資本整備総合交付
金（都市・地域交通戦略
推進事業）

②H26～H27

超低床電車購入事業 バリアフリー対応の超低床車両の導入
地域公共交通確保維持改
善事業（地域公共交通バ
リア解消促進等事業）

H28 鹿児島市H28～

バス停への上屋、風防パネル、ベンチの設置
位置：中心市街地

コミュニティサイクル導入事業 H26～

社会資本整備総合交付金
（都市・地域交通戦略推
進事業と一体の効果促進
事業）

H26 鹿児島市

複数のサイクルポート（自転車貸出拠点）を配置し、どのサイ
クルポートでも貸出・返却ができるコミュニティサイクルを実
施
位置：中心市街地


