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地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

地区概要
普段の買物に必要な生活利便性施設や病院等が立地し、祭りやイベント等の

行事が行われ、障害者支援系NPOや商店街振興組合により商店街活性化・にぎ
わいづくりにより、中心市街地活性化を目指している。

位置図

エリアマネジメント
（まちなか）地区

まちの課題・問題点
地区居住人口の減少、既存施設の老朽化、空き地・空き家の増大、既存ス

トックの利活用等まちなかとしての都市生活空間環境の悪化・改善が課題であ
る。また官民連携の仕組みが弱いため効果的なまちづくりとなっていない。

（まちなか）地区

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

まちの目指すべき方向性
官民連携の仕組みによる『民間まちづくり力を活かした持続可能なまちづく

広大な空き地発生

り』 民間まちづくり力を主体としながら、それまでなかった官民連携の効果
的な仕組みにより、中心市街地からまちなか再生のエリアを特定した上で、持
続可能なエリアマネジメントを展開する。
取り組み内容（計画コーディネート業務）
フォーラム開催により「エリアマネジメント＝まちを育てる」を周知。まち

取組実施状況

：旧中活中心市街地

フォ ラム開催により エリアマネジメント まちを育てる」を周知。まち
なか再生ワークショップ、アンケート調査からまちの将来像を設定し、市民・
市設置要綱の委員会と共有化。次年度以降に展開するためのエリアマネジメン
ト活動計画（まちづくりだけでなくまち育ての手法・必要な組織）案を策定。

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組実施状況

組織・手法検討
ワークショップ

素案検討
ワークショップ

第1回委員会

フォーラム
取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組による効果
・まち育てを進める主体者、手法がエリアマネジメント活動計画により明確化
されているので、まちなかの人々にまちづくり機運が高まり始めている。 エリアマネジ

まちあるき
ワークショップ

再生目標・

フォ ラム

意向調査
アンケート

活動計画
素案検討

第 委員会

案検討
第3回委員会

されているので、まちなかの人々にまちづくり機運が高まり始めている。
・まちづくりのための法定組織「都市再生法に基づく再生協議会」組織化決定。
今後の方針
再生協議会の下部組織に市民・企業からなる具体的検討分科会を設置。官民

連携により維持管理を含んだ都市再生整備計画、民間まちづくり計画を作成。

エリアマネジ
メント活動計
画（案）策定

再 目標
アイデア検討
ワークショップ

第2回委員会

素案パブリックコ
メント



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

地区概要
本地区は、会津若松市の中心市街地に位置し、伝統産業や城下町の風情を残

す歴史的建造物や街なみが残る地域である。広域交通ネットワークが充実し、
行政施設や業務。商業施設が多く立地する地区である。

位置図

◆「中心市街地
地区まちの課題・問題点

人口減少・高齢化社会の顕在化、商業集積の郊外立地、大規模小売店舗の撤
退により、空き店舗や空き地が増加し、まちの空洞化が進行している。

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

地区」

→市都市計画

マスタープラン
における城北・
行仁・日新・謹まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

まちの目指すべき方向性
中心市街地全域及び各個別エリアの特性を活かした（既存のハード活用等）

事業展開を検討することにより、商店主・住民・観光客との様々な形での交流
を図り 中心市街地全体における活性化を図る 取組実施状況

行仁 日新 謹
教・鶴城地区

を図り、中心市街地全体における活性化を図る。
取り組み内容（計画コーディネート・民間まちづくり計画の策定）
空家、空店舗、裏路地、駐車場など、既存の未利用物件を地域のまちづくり

の資源として、それぞれの地域の特色を活かしたリノベーションを行い、新た
な生活拠点、交流拠点づくりを具体的に計画する。（城下町家守事業、路地裏

取組実施状況

◆中心市街地全域及び３つの
個別エリアの課題を確認する
とともに、事業化が想定される
事業の取組み経験を有する学プロジェクト、街の小さな芸術館創世事業、通りの絆づくりプロジェクト等）

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

事業の取組み経験を有する学
識経験者を招聘し、事業展開
事例の研究、事業展開イージ
の検討を行った。

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組による効果
・地区における課題を再認識するとともに、課題解決に向けての様々なアイデ
アや行動につながるものと期待できる。アや行動につながるものと期待できる。
今後の方針
街の魅力創出を目指し、これまでの様々な活動経験を活かし、新たな取り組

みを担う組織となる地域の活動団体が、事業計画の策定を検討する組織母体と
して、まちづくりに取り組んでいくこととしている。



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

地区概要
本地区は、都市再生緊急整備地域（第三次指定）に指定されており、広域商

業の核となる百貨店、病院が立地するほかは、中低層の住宅、平面駐車場等の
低未利用地が多く、長年にわたり市街地整備が検討されてきた地区である。

位置図位置図
施行地区施行地区

まちの課題・問題点
都市基盤の不十分さゆえに低容積の建物が多く、その更新も進まないことで

地区の活力が低下し、防災安全上も課題を抱えている。

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

まちの目指すべき方向性
広域生活文化拠点として形成していくために、地区の将来像として地区再生

計画を策定し、計画的かつ段階的な整備の実現を目指す。
取り組み内容

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュ ）

そごう
高島屋

岡田病院

取り組み内容
・地区内を新設道路によりＡ街区、Ｂ街区、Ｃ街区
に分け、街区単位の市街地再開発事業等を検討した。
・個別面談を繰り返し実施し、地権者の事業に対す
る理解を深め、合意形成を促進した。

取組実施状況

柏駅 ビックカメラ

Ｃ街区Ｃ街区
Ｂ街区Ｂ街区

・民間事業者による立地評価、計画提案を募集するな
ど初動期段階から民間ノウハウを活用するため、アン
ケートを行った。

取組実施状況

まちづくり協議会活動まちづくり協議会活動
・総会（１回） ・全体会（１回）

Ａ街区Ａ街区

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組による効果
・個別面談による意向把握と地権者間の情報共有により、早期事業化を目指し
た取組に広く賛同が得られ 準備組合検討会が設立されることとなった

総会（１回） 全体会（１回）
・役員会（６回）・視察会（２回）
・個別面談（２回）

た取組に広く賛同が得られ、準備組合検討会が設立されることとなった。
今後の方針
広域生活文化拠点の実現を目指して、早期に準備組合を設立し、地権者、行

政、民間事業者が適切に役割分担をしつつ事業化を推進する。



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

地区概要
浦和駅周辺は商業・業務機能や行政機能が集積し、市の発展の一翼を担っており、ＪＲ線を境に西

側はオフィス街、東側は緑の多い住宅街が広がっている。

まちの課題・問題点
東 周辺地区は 再開発事業や都市計画道路 整備などは進捗し るが 商業的には再開発東口周辺地区は、再開発事業や都市計画道路の整備などは進捗しているが、商業的には再開発

ビルなど、駅前だけが恩恵を受けているような状況となり、地域全体に点在する沿道に面した店舗は、
道路拡幅に伴う敷地後退を起因とし減少した。

また、商店街毎に活性化のためのイベントなどが行なわれているものの、各商店街単位では、にぎ
わいに駅からの奥行きがない状況である。

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

まちの目指すべき方向性
浦和駅周辺地区は、駅東西でそれぞれ核となる事業により市街地の再構築を進めており、平成24

取組実施状況

年度の完成を目指している鉄道高架化事業等により駅東西の一体性が図られるが、事業完了後の
周辺地域を含めた回遊性や新たなコミュニティの構築、社会情勢の変化、時代の要請への対応など
新たな課題が生じている。そこで、駅周辺部を含めた地域で、回遊性のある「にぎわい空間」の創出
によって、都心地区の魅力をより高めるまちづくりを行う。

取組内容（計画コーディネート）
昨年度行な た「まち歩き」や「まちを良くするためのワ クシ プ」などで提案のあ た「にぎわい

組織体制

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

昨年度行なった「まち歩き」や「まちを良くするためのワークショップ」などで提案のあった「にぎわい
創出メニュー」を踏まえ、他地区の事例を研究するとともに、先導的取組みとして各商店街や地域資
源を紹介した「散策マップ」の作成や配布会を行った。また、地域の情報発信の方策などについても
検討を行った。

〔地元組織〕
『浦和駅周辺地区

にぎわい創出・回遊まちづくり検討会』 会議開催、
組織間調整５商店会＋パルコ

施策の主体的な実施

総合サポート

エリマネ組織
〔行政〕

さいたま市取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組による効果
散策マップを配布した際のアンケートから、回答者の５０％以上が東口周辺の地域資源に対して「興

味を引く」「行ってみたい」との回答を得た。また、地元組織が主体的に活動するという経験をしたこと
で、連携し盛り上げていくための気運を高めた。

にぎわい空間創出メニュー検討
事例の紹介、
手法の研究

リマネ組織
への誘導

さいたま市

マップ作成レポート 散策マップ配布会

メニュー実施

散策マップ

今後の方針
「浦和駅周辺地区にぎわい創出・回遊まちづくり検討会」がそれぞれ連携しながら継続的に活
動することで、さらに賑わいを創出するメニューを検討・実行していくため、行政は総合的にサポートを
行っていく。



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

平成23年度 都市環境改善支援事業実施概要 （東京都大田区 大森駅周辺地区）

地区概要
大森駅周辺地区は、日本考古学発祥の地である大森貝塚があり、江戸時代には海苔の養殖、

大正時代には多くの文士がこの地に居住するなど、歴史と文化のあるまちとして発展してきた。

まちの課題・問題点
駅東口は、戦災復興の土地区画整理事業による都市基盤整備とともに、建物の建設が進んだ

位置図 大森駅から約1kmの範囲内

駅東口は、戦災復興の土地区画整理事業による都市基盤整備とともに、建物の建設が進んだ
が、事業完了から約40年以上が経過し、建物の更新時期を迎えている。近年は、国際化された
羽田空港や臨海部への起点としての駅前づくりも求められてきている。一方、駅西口は現状、
駅前広場がなく、交通結節点機能や歩行者空間等が十分でない。駅前の都道補助28号（池上通
り）も平成27年度までに優先的に整備すべき路線と位置付けられているが、整備着手の見通し
は立っていない。

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

まちの目指すべき方向性
平成22年度に策定した大森駅周辺地区グランドデザインにおいて、海側の浜風かおるにぎわ

いエリアは「いきいきとした、にぎわいのあるまち」に、山側の文化かおる緑のエリアは「魅
力的な居住地」を目標像に設定した。

取組内容
【大森駅周辺全体】大森駅周辺地区グランドデザイン推進に向けた調査
区内団体・事業者にヒアリングを行い、その結果として連携・協働のアイデア例を抽出した。

また エリアマネジメント実現に向けた方向性について検討した

取組実施状況

【大森駅周辺全体】
●区内団体・事業者に地域活動についてヒアリング

36団体に依頼、26団体にヒアリング
●大森駅周辺地区グランドデザイン推進に向けた調査
【駅西側】
●まちづくり説明会(H23年7月11日実施)

また、エリアマネジメント実現に向けた方向性について検討した。
【駅西側】大森駅周辺地区におけるまちづくり検討支援事業
大森駅西側駅周辺地区のまちづくりを推進するため、地権者の組織化支援を行った。

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針
●まちづくり説明会(H23年7月11日実施)
対象エリアの地権者437名、出席地権者等65名

●地権者組織準備会の世話人決定会(H23年10月21日)
対象エリアの地権者437名、出席地権者等31名

●地権者組織準備会(7名の世話人による)
H23年11月1日、11月22日、12月21日、H24年2月22日、
3月14日の計5回開催

取組による効果
【大森駅周辺全体】まちづくり活動において連携・協働を求めている地域住民・事業者の確

認ができたことで、連携・協働によるまちづくりの具体的なアイデア例及び今後のエリアマネ
ジメントの推進体制のあり方について整理した。
【駅西側】まちづくりの推進に必要な地権者の組織化に向けた準備を行った 3月14日の計5回開催

●地権者アンケートの実施(H24年1月実施)
発送数414通、回収数173通(回収率42％)

●まちづくりニュースの発行(計6回)

【駅西側】まちづくりの推進に必要な地権者の組織化に向けた準備を行った。

今後の方針
【大森駅周辺全体】区内団体・事業者による連携・協働のアイデアを具現化する。
【駅西側】平成24年度中に設立予定の地権者組織化と、周辺団体、区の三者でまちづくり計

画案をまとめる。



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

平成23年度都市環境改善支援事業実施概要（東京都大田区蒲田駅周辺地区）

地区概要

大田区の中心拠点である蒲田駅周辺地区は、戦災復興の土地区画整理事業によって都市基盤
整備が進められた地区であり、都市再開発法第2条の3第1項第2号の地区に指定されている。

まちの課題・問題点
事業完了から40年が経過し、地区内の建物は更新時期を迎え、狭小な駅前広場、JRで分断された

位置図
地区詳細図 蒲田駅周辺地区 地区面積約12.6ha

東西口、駅前の放置自転車等の課題が顕在化しており、交通結節拠点、羽田空港の玄関口にふさわ
しいまちの再生が望まれている。

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

蒲田駅を
中心とする地区

東京工科大学
日本工学院
専門学校

概ね
200ｍ

まちの目指すべき方向性
「蒲田駅周辺地区グランドデザイン」の重点課題としている「蒲田駅を中心とする地区整備」の実

現を目指し、蒲田駅周辺整備計画を策定して、公共施設（都市基盤）の整備や駅舎・駅ビル、
周辺街区建物の更新を進める。

取組内容

ＪＲ蒲田駅

大
田
区
役
所

東口
駅前広場

西口
駅前広場

東急蒲田駅

アロマスクエア取組内容
蒲田駅周辺整備計画に地権者や地元関係者の意見を反映させ、周辺街区の更新を促進するた

めに、
●地権者調査、地権者情報の整理
●地権者意識向上：共同化、地区計画、再開発等の勉強会、見学会
●地権者の意向把握：アンケート、個別ヒアリング
蒲 都 づ 推進 議 参 取組実施状況

所
アプリコ

戦災復興土地区画整理事業施行区域
（西口：第12地区、東口：第41地区）

●蒲田駅周辺まちづくり説明会（平成23年10月24日実施）
対象街区の地権者、87名参加

●蒲田駅周辺まちづくりワークショップ
（平成23年11月10日実施） 蒲田在住 在勤の方を対象

●蒲田都市づくり推進会議への参画
●地権者組織の設立支援
●地権者と既存まちづくり関係団体の合同勉強会の開催
を行う。

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組実施状況

（平成23年11月10日実施）、蒲田在住、在勤の方を対象
63名参加

●まちづくりアンケート（平成23年11月初旬実施）
送付数416件、回答数86件

●蒲田駅周辺のまちづくりタウンミーティング
（平成23年12月7日実施） 東工大中井教授講話、地元

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組による効果
・蒲田駅を中心とする地区整備を地権者と地元関係者と連携して推進する。

・地権者の合意形成により、周辺街区の建物更新を促進する。
まちづくり協議会活動報告、55名参加

●まちづくり見学会（平成24年3月7日実施）川崎駅前見学
12名参加

●蒲田駅周辺まちづくり懇談会（平成24年3月14日実施）
24名参加

今後の方針
・地権者組織を設立し、街区ごとの建物更新や、住民が主体となったまちづく
りルール（地区計画等）の策定を目指す。



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点）

地区概要 施行地区概要地区概要
当地区は、ＪＲ、東武鉄道、西武鉄道、東京地下鉄の４社８路線が乗り入れ、一日約254万人の乗降客数がある巨大ター

ミナル池袋駅の西側に位置する。駅前という立地条件から、飲食・物販を中心とした商業が集積し、都内有数の繁華街を
形成している地区である。

まちの課題・問題点
１．駅前交通問題
・バス・タクシー乗降場が分散

施行 概要

地区面積 約５.５ha

バス タクシ 乗降場が分散
・駅前五差路、街区内道路が複雑なため、慢性的な道路渋滞
・自転車・バイク駐車場の不足
・公共駐車場の位置が不適切

２．環境・防災上の問題
・オープンスペース不足（大震災時の駅周辺滞留者1６.５万人、帰宅困難者8.５万人）
・小規模老朽ビルが密集（築30年以上が9割、ヒートアイランド現象、ＣＯ2の排出）
・緑の不足 池袋駅・緑の不足

３．賑わい・回遊性の不足
・駅地下に人が集中し、地上に人があまり出てこないため、賑わいや人の回遊性に乏しい

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

まちの目指すべき方向性

池袋駅

東京芸術劇場

まちの目指すべき方向性
まちづくり機運の高まりを受け、協議会が発足。今後、民間開発と連携しながら次の方向性を目指す。

１．街区再編により駅前広場等を再編統合し、交通結節機能強化を図る。
２．小規模老朽化ビルの共同化を促進し、オープンスペースを生み出すことにより、防災機能の向上と環境面での改善を

図る。
３．地元ＮＰＯ団体等とハード整備後のソフト面のまちづくりのあり方を検討し、副都心にふさわしい、賑わいと回遊性にあ

ふれる駅前づくりを目指す。

取組実施状況

取組内容（計画コーディネート）
・平成21年7月に設立されたまちづくり協議会において、まちづくり講演会、全体協議会、役員会、まちづくり見

学会、地区別まちづくり懇談会等の協議会活動を計１１回開催し、まちづくり方針（素案）の作成を行った。
・現状の街の実態調査として、アンケート、歩行者交通量調査、テナント実態調査を実施した。
・池袋駅西口地区整備ガイドライン（素案）の検討を行い、素案を作成した。
・エリアマネジメント（素案）の検討を行い、素案を作成した。

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組による効果
まちづくり講演会、まちづくり見学会等の協議会活動、街の実態調査を通じて、池袋駅西口地区が抱えるソフ

ト面における現状と課題を抽出し共有した。
また 全体協議会を通じて まちづくりの方針（素案）を議論することで まちづくりの方向性を共有した

地元地権者（池袋駅西口地区まちづ
くり協議会会員）約25名の方が参加
し 池袋駅西 地区まちづくり協議

第５回全体協議会（平成24年3月開催）

また、全体協議会を通じて、まちづくりの方針（素案）を議論することで、まちづくりの方向性を共有した。

今後の方針
まちづくり方針の共有を基に、今後、まちの将来イメージを協議会で議論し、まちづくり協議会としての「ま

ちづくり計画案」の策定を目指す。
また、ガイドライン、エリアマネジメント相互の観点から、池袋駅西口地区整備ガイドライン（素案）の深度

化を図り、「案」の策定を目指す。

し、池袋駅西口地区まちづくり協議
会におけるまちづくり方針
（素案）について議論した。



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

地区概要
本地区は京王相模原線南側、稲城駅とよみうりランド駅との間に位置してお

り、危険で景観阻害要素となっている崖地、荒廃した樹林地や近年のスプロー
ル化といった課題を解決するため、約88haで実施中の土地区画整理事業により
新市街地が形成される。
まちの課題・問題点

・区画整理で創出される公園・緑地ならびに農地の活用・保全、市街地との共生
・区画整理とその後の緩やかなまちづくりやコミュニティ形成の誘導と維持

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

まちの目指すべき方向性
・長期にわたって持続（存続）する良質で快適な生活が実現可能なまち

農・市民参加型の里山・緑地・農地の活用・保全と市街地との共生
取り組み内容（計画コーディネート・都市環境改善維持計画作成）

〔計画コーディネート〕エリマネ準備室の拡大と組織運営方法の検討をおこな
い、各プロジェクトの組織化、人材育成とイメージ共有を行い実施体制細部の
拡充。

取組実施状況

エリマネ事業

ま
ち
づ
く

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

パ
ー
ク
ク
ラ

拡充。
〔都市環境改善維持計画〕①有識者によるデザインガイドライン検討②市民に
よる里山活動の誘導方法③木質バイオマス事業の検討を行い、次年度の社会実
験・実証事業に向け項目の絞り込みと計画策定。

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

バ
イ
オ
マ

りー
ト

ラ
ブ

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組による効果
・協力者（市民、事業者）のエリマネに対する理解の向上と、それによる各プ
ロジェクトでのイメージ共有と役割の明確化。

ス

ジ クトでのイメ ジ共有と役割の明確化。
・デザインガイドライン骨子および民間まちづくり計画の策定
今後の方針

・民間まちづくり計画に沿った社会実験・実証事業の実施。（補助事業）
・まちびらきから本格的に組織・事業拡大を図る。



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

検
討
対
象

地区概要
本地区はJR中央本線武蔵小金井駅北口に位置しており、商業施設が多数存在し

ている。地区の南側ではＪＲ中央本線連続立体交差事業、武蔵小金井駅南口第一
地区第一種市街地再開発事業によりまちの装いが新たになっている。
まちの課題 問題点（H23 3時点）

位置図

象
範
囲

まちの課題・問題点（H23.3時点）
地区内の回遊性の欠如や狭隘な駅前空間など、商業地・都市型住宅地としては

インフラが不十分であること、施設の老朽化などによる街の魅力の低下など課題
が顕在化しており、まちの再生が望まれている。

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メ ）
西
友

行
幸
通
り

長
崎
屋

JR武蔵小金井駅

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

まちの目指すべき方向性
過去の検討結果を受け、さらに具体的に課題の整理及び事業実施に向けた検討

を行い、北口にふさわしい将来像を実現させるための地区計画等を作成する。 り

取組状況

取組内容
・地区計画等対象区域、目標、方針及び地区整備計画などの検討
・意向調査の実施
・協議会の運営支援、まちづくりニュースの作成

取組実施状況

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組による効果（解決内容等）
○地区計画原案等のたたき台策定

・過去に検討した内容及びまちづくりの方針を 地区計画等を用いた具体的

組織図
○下記の３組織が協働してまちづくりを進める。

・武蔵小金井駅北口周辺地区まちづくり協議会
（まちづくり条例に基づく地区計画等の検討）

過去に検討した内容及びまちづくりの方針を、地区計画等を用いた具体的
なルールとして定めることとした。
・住民合意に時間を要したため、原案のレベルまで仕上げることはできな
かったが、かなり具体的な形のたたき台を策定した。

○地区計画等の対象区域内における意向調査
○地区計画等の策定に向けた体制づくり （まち くり条例に基 く地区計画等の検討）

・武蔵小金井駅北口再生協議会
（ジャンルを問わないまちづくりの検討）
・小金井市
（両協議会を支援）

○地区計画等の策定に向けた体制づくり
・地区計画原案を市に申し出るために必要なまちづくり協議会を設立した。

今後の方針
・地区計画等の決定に向けた取り組みを行う。
・地区計画では実現できない目標の実現に向けた取り組みを行う。



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

平成23年度 都市環境改善支援事業実施概要（神奈川県 横浜市 みなとみらい２１地区）

地区概要
神奈川県横浜市西区高島１丁目、みなとみらい１～６丁目、内田町の一部、中区桜木町１丁目、新

港１・２丁目、海岸通１丁目の一部約１８６ha 。埋立地を含む臨海部であり、横浜市の中心市街地であ
る関内地区と横浜駅周辺地区とを一体化することを目指して計画的な開発を行っている地区である。

まちの課題・問題点（H23 3時点）

（位置図、航空写真等）

まちの課題・問題点（H23.3時点）
昨年度実施した社会実験の結果からも公共空間の利用が、賑わいの創出する上で課題となってお

り、来街者が滞留し憩うために資するような空間の活用がなされていない。

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニ ）まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

まちの目指すべき方向性
ア 多様で先進的都市機能が集積するにぎわいと活力ある街をつくる。
イ 街に集う人々に心地よく、優しい都市環境を形成する街をつくる。

ウ みなとみらい２１地区の特徴を生かし横浜の顔になるような街並みをつくるウ みなとみらい２１地区の特徴を生かし横浜の顔になるような街並みをつくる。

取組内容（都市環境改善支援事業メニュー）
【計画コーディネイト】広報誌等による情報発信。
【都市環境維持・改善計画作成】地区の現状分析から導き出したキーメッセージを使い記者発表等情
報発信を行うとともに社会実験の検証結果をふまえ、都市環境維持・改善計画を変更する。
【社会実験・実証事業等】 地区内の施設が主体となって、地区内の公共空間を積極的に活用するこ

取組実施状況

みなとみらい21地区公共空間活用社会実験実行委員会

とにより、街の魅力やにぎわいの向上を図る活動の実施に向けて、集客力のあるイベントとタイアップし
た社会実験を継続実施する。

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

├ 横浜市
├ グランモール軸・内水域周辺施設・企業
└ 一般社団法人横浜みなとみらい21（事務局）
（連携）
横濱JAZZ PROMENADE
TOWERS Milight～みなとみらいのオフィス全館点灯～

取組による効果（解決内容等）
平成23年度は、平成22年度に都市公園及び港湾緑地の公共空間の活用に加えて道路である桜

木町駅前広場を活用した社会実験を実施し、その結果まちの賑わい等に寄与し、また従来実績のな
かった場所でのイベント開催等の実績を得た。また継続的な取組として、まちづくり基本協定の運営、
まちづくり調整委員会の開催等を続けている。

今後の方針

TOWERS Milight みなとみらいのオフィス全館点灯

社会実験の企画・実施等について具体的な議論・調整
等を行うための社会実験実行委員会を組織し、関係各局・
組織と社会実験の実施に際して協議・協力を行った。 ま
た横浜市・周辺施設・企業等で構成されるグランモール軸
活性化部会及び内水域活性化部会等で 実施に向けた今後の方針

・社会実験等の実施による空間活用実績の拡大･･･来年度は公開空地についても積極利用する。
・地区内公共空間を活用するルールの策定と実施スキームの構築･･･社会実験事業を行った実績を

検証し、地区の賑わいや魅力づくりに資するイベント等を実施する場合のルールや実施体制・スキー
ムについて検討する。

活性化部会及び内水域活性化部会等で、実施に向けた
議論・意見交換・取組を行った。



平成23年度 社会実験・実証事業等の事例『みなとみらい２１地区公共空間活用社会実験』
（神奈川県 横浜市 みなとみらい２１地区） １／３

みなとみらい21地区の概要 都市環境の維持・改善に向けた方針・目標

埋立地を含む臨海部であり、横浜市の中心市街地であ
る関内地区と横浜駅周辺地区とを 体化することを目指し

まちの目指すべき方向性
る関内地区と横浜駅周辺地区とを一体化することを目指し
て計画的な開発を行なっている地区である。

街区の開発も進みつつあるが、地区全体での回遊性が
弱い。また賑わいや、来街者が滞留し憩うために資するよ

ア 多様で先進的都市機能が集積するにぎわいと活力ある街をつくる。
イ 街に集う人々に心地よく、優しい都市環境を形成する街をつくる。
ウ みなとみらい２１地区の特徴を生かし横浜の顔になるような街並みを
つくる。

うな空間の活用がなされていない。

みなとみらい21地区イメージ図 具体的な事業、指針、推進体制等

社会実験・実証事業等

一般社団法人横浜みなとみらい２１の会員団体が実行委員会を組織し、
以下の社会実験実証事業を行った以下の社会実験実証事業を行った。

①みなとみらい21JAZZ&Wine
桜木町駅前広場（道路）での生演奏、地区内の主要な歩行者動線で

あるグランモール公園と汽車道の賑わいと回遊性を高めるために、ジャ
ズバンドによるパレードと飲食の提供を行う。

②汽車道ライトアップ＆イルミネーション②汽車道ライトアップ イルミネ ション
地区内の主要な歩行者動線でもある汽車道の賑わいと回遊性を高め

ることと歴史的建築物である汽車道橋梁の照明演出手法検討ために、汽
車道の橋梁をライトアップとイルミネーションの別手法により演出する。



社会実験・実証事業等の概要

平成23年度 社会実験・実証事業等の事例『みなとみらい２１地区公共空間活用社会実験』
（神奈川県 横浜市 みなとみらい２１地区） ２／３

社会実験・実証事業等の概要 実験の様子（図面、写真等）
名称 みなとみらい21 JAZZ&Wine 施行者 みなとみらい21地区公共空間活用

社会実験実行委員会

実験の目的 ①みなとみらい21地区の公共空間の活用による賑わいの創出

ジャズバンド
による駅前演
奏

②公共空間を活用した実績の積み上げと、実施する上での法的な課題整理
や継続実施していく上での課題の検証

実験
内容

①デキシーランド・ジャズバンドによるパレード

集客力のある既存イベントである「横濱ジャズプロムナード」と連携し、桜木町駅前広場（普
段は歩道であり演奏禁止）、汽車道とグランモール公園という地区内回遊性向上に資する

奏

場所で、ジャズバンド演奏やパレードを実施。
②ケータリングカー、テント出店による飲食（酒類含む）の提供
利用者の滞留を促すための仕掛けとして、パレードコース沿いに飲食提供場所を設ける。

検証
項目

①実験事業の賑わい創出への貢献
②実験事業の実施体制、継続性に対する評価

ケータリン
グカー等に
よる飲食の
提供

③許認可権者へのヒアリング
①～③へアンケートやヒアリングの検証を行った。

実験結果 今後の課題

・社会実験後の運用
今後も継続して開催していくためには、許認可を
持つ行政にある条件下がそろえば社会実験でな
くても賑わい創出のためのイベントを実施出来る

①デキシーランド・ジャズバンドによるパレード
当地区は公共空間が、道路、都市公園、港湾緑地及び公開空地と所管局が多岐にわたっており許可基準
や窓口も異なり、当地区を広く使った催事の実行が難しい。また、街区が大きいため来街者の回遊性が不
足している。そこでこれらの解消のため、公共空間を使った社会実験を実施している。
〇桜木町駅前広場での音楽演奏は 通過動線から溜り空間へと変化させる効果がある

ようにしなくてはならない。このためのルールづく
りを行っていく必要がある。

・地区内店舗との連携
地区内の屋外空間の飲食利用のポテンシャルが
改めて確認が出来た 今後も回遊性向上や賑わ

〇桜木町駅前広場での音楽演奏は、通過動線から溜り空間へと変化させる効果がある。

〇桜木町駅前広場から新港地区への歩行者動線に沿った催事として、パレード演奏は有効であったが、来
街者数が多い日は動線の安全面での配慮がコスト面に効いてくる。

②ケータリングカー等による飲食の提供
当地区は、インナーモール中心に発展してきたが、今後地区の魅力向上を図る上で屋外空間の活用は不

改めて確認が出来た。今後も回遊性向上や賑わ
い創出のためのイベントは必要となるが、その際
に地区外のフリーライダー的要素の強いキッチン
カーよりも地区内企業による地先型出店が望ま
れる。

可欠である。そこで、普段は何もないが、眺めが良く上質な公共空間に飲食スペースを作り、当地区の良さ
を来街者に知ってもらう。

〇アンケート結果からも当地区の屋外の魅力を改めて知ってもらえた。また同時に来街者が滞留する（滞在
時間を延ばす）動機にもつながっていた。



平成23年度 社会実験・実証事業等の事例『みなとみらい２１地区公共空間活用社会実験』
（神奈川県 横浜市 みなとみらい２１地区） ３／３

社会実験・実証事業等の概要 実験の様子（図面、写真等）

名称 汽車道橋梁ライトアップ＆
イルミネーション

施行者 みなとみらい21地区公共空
間活用社会実験実行委員会イルミネ ション 間活用社会実験実行委員会

実験の
目的

①みなとみらい21地区の公共空間の活用による賑わいの創出

②公共空間活用の実績の積み上げと、実施の仕組みづくり・継続性に関す
る検証

大岡川河口側

実験
内容

①汽車道橋梁のライトアップとイルミネーションによる演出
クリスマスの時期を含んだ１ヶ月間、既存市街地から新港地区への重要な導線である汽車道をラ

イトアップとイルミネーションを分けて演出することで、来街者の誘引・回遊性の向上と賑わいの演出
を図った。土木遺産でもある鉄骨橋のトラスに、一つはライトアップを、もう一つにはイルミネーション
のチューブライトを設置した。

大岡川河口側
からの遠景

検証
項目

①実験事業の賑わい創出への貢献
②実験事業の実施体制、継続性に対する評価
両者について、アンケート・ヒアリングにより検証を行った。

今後の課題

ライトアップ イルミネーション

実験結果 ・更なる実績の積み上げ

公益性のある公共空間の利用として定着する
には、今後も継続的にイベントの開催を行う必要
がある。
・短期イベントの景観への影響

今回の実験には、昨年度行政との交渉時間が足りなかったことを踏まえ、夏から実施してきた。しかし、街
の意見と行政の許認可権者の意見の隔たりも大きかった このため 両者の意見を踏まえた上で 2つの橋 ・短期イベントの景観への影響

公共性のある空間に景観上大きな影響を与え
る演出であるため、周囲の景観演出と合わせて、
地区全体の景観コーディネートすることの重要性
が認識された。一方で賑わいの演出という観点
からは、短期的なイベントに対する考え方も社会

の意見と行政の許認可権者の意見の隔たりも大きかった。このため、両者の意見を踏まえた上で、2つの橋
梁を異なる照明演出を実施した。

この結果、内水域を囲む建物の照明も明るすぎることやイルミネーションとライトアップのどちらにも各特性
があり、賑わいの創出のためには汽車道自体に何らかの照明演出をしていくことが望ましいことが分かった。

実験後の反省会では、当地区が持つ景観に対する考え方と街の賑わい創出の考え方は歩み寄れるもの
であることや、そのためには短期間のイベントと長期間の景観に対する考え方を整理する必要があることな
どが導 実験を継続し行政関係者も踏まえた議論を続け

ていく必要がある。
・合意形成プロセスの定型化

こうした民間の発意を公共空間で実施するた
めの手続きや合意形成のプロセスを定型化する。

どが導き出せた。

また、今後賑わい創出のためには、内水域の空間活用について様々な取り組みを行っていく必要があるこ
とが改めて共通の認識として持てた。



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

平成２３年度都市環境改善支援事業実施概要（神奈川県横浜市 関内・関外地区）

地区概要
官公庁・金融機関が立ち並ぶ業務地区として発展。横浜市にとって「都市間競争の

中で選ばれるブランド力」「経済と雇用のけん引役」として今日も重要な地区。
まちの課題・問題点

位置図

業務ビルの機能更新が進まないことによる中小業務ビルの老朽化、就業人口減
少による空室率の上昇などビジネス街としての機能が低下し地区の機能、環境の維
持・改善が課題となっている。

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

まちの目指すべき方向性
横浜の活力の動力源となる多彩で魅力的な機能がコンパクトに複合した魅力溢れ

る都心環境を目指する都心環境を目指す。
取り組み内容
民間事業者により地区内既存業務ビル内に、起業家やまちづくり活動に携わる

人々の交流スペースと小規模オフィス等を有するビジネスインキュベート拠点を設置、
この拠点を中心に起業家等を育成・支援するとともに、地域のまちづくり活動への起
業家等 参 促進を目指 拠点運営を行う

取組実施状況

交流の場・機会の創出H22
業家等の参画の促進を目指して拠点運営を行う。

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

交流の場 機会の創出H22

ネットワーク形成のための土台作りH23

ネットワークの強化・発展H24

取組による効果
ビルオーナー等に対して有効なモデルを示し、空きビル再生の効果をＰＲし、まちづ

くり活動への参画を促すとともに拠点の交流スペース等を活用したまちづくり団体と
の交流を促進し、起業家等のまちづくり活動への参画を促す。
今後の方針今後の方針
起業家、小規模事業者、まちづくり団体等とのネットワーク形成を更に推進・強化

し、多様な主体の都市環境改善への意識を高めエリアマネジメント活動への参画を
促す。

↑インキュベート拠点
（H22設置）

↑交流空間を活用し実施
したワークショップの様子
（H23実施）



社会実験・実証事業等の事例 『ビジネスインキュベート拠点設置及び
起業家等ネットワーク形成モデル事業』 神奈川県 横浜市 関内・関外地区 １／２

関内・関外地区の概要 都市環境の維持・改善に向けた方針・目標

関内・関外地区は、開港以来の歴史の中で、多くの人々
の努力により形成され、様々な企業を生みだし、官公庁・金

「ＯＬＤ＆ＮＥＷ都心」「都市活力創造都心」「快適環境都心」「協働・
共創都心」の４つの基本方針を定め、「ビジネスチャンスの生まれる

融機関等が立ち並ぶ業務地区として発展してきた。この地
区において、平成１２年に「中心市街地活性化基本計画」を
策定し、様々な活性化に取り組んできた。この地区は横浜
市にとっては「都市間競争の中で選ばれるブランド力」、「経
済と雇用のけん引役」など、今日もなお重要な地区である。

街、起業の街」という開港以来の街の遺伝子を大切にし、横浜の活
力の原動力となる多彩で魅力的な機能がコンパクトに複合した、魅
力溢れる都心環境をつくることを目指している。

官民、産官学の多様な主体が協働・共創する場をつくり、業務・商
業の活性化、各エリアの特性を活かした都心環境の形成など様々な済と雇用のけん引役」など、今日もなお重要な地区である。

近年は、業務ビルの機能更新が進まないことによる中小
業務ビルの老朽化、就業人口の減少による空室率の上昇
などビジネス街としての機能が低下し、当該地区の機能、
環境の維持・改善が課題となっている。

業の活性化、各エリアの特性を活かした都心環境の形成など様々な
活動を行うエリアマネジメントを推進することで、持続的な活力のあ
る都市を造ることを目標としている。

地区イメージ図 具体的な事業、指針、推進体制等

目標の実現に向け、「業務機能の再生」を優先的に取り組んでいく。

「業務機能の再生」として、関内・関外地区活性化推進計画エリア
内の既存業務ビル内にビジネスインキュベート拠点を設置し、拠点を

模事 成

インキュベート拠点
（交流空間）

中心に、地区内の起業者や小規模事業者とのネットワーク形成を図
り、ビルオーナーや地域住民等が主体となったエリアマネジメント活
動の取組を促す。



社会実験・実証事業等の事例 『ビジネスインキュベート拠点設置及び
起業家等ネットワーク形成モデル事業』 神奈川県 横浜市 関内・関外地区

社会実験 実証事業等 概要

２／２

社会実験・実証事業等の概要 実験の様子

名称 ビジネスインキュベート拠点設置
及び起業家等ネットワーク形成
モデル事業

施行者 関内イノベーションイニ
シアティブ㈱

実験の目
的

①新たなビジネス・雇用の場として整備し再生させる有効なモデルを
示す。

②ビルオーナーや地域住民、地域の事業者などにビル再生に向けた
エリアマネジメント活動に参加するよう促し、エリアマネジメント活動を
活発 地域 活性化を図る活発にし、地域の活性化を図る

実験
内容

地域の課題解決を目的としたテーマで、起業家や地元まちづくり団体
等を対象に参加者を募り、開催した全６回のワークショップを通じて、
ネットワーク形成を図り起業家等のまちづくりへの参加を促す。

↑ワークショップの様子

検証
項目

①ワークショップ参加者へのヒアリング調査等による、まちづくりやエリ
アマネジメント活動に関する意識の変化

②起業家やまちづくり団体等が参加する仕組みをつくり、構築された
ネットワークによる、ビジネスでの地域課題解決のあり方

ポスター→
（ワークショップの結果を
まとめ、拠点に掲示）

今後の課題

地域課題解決のための具体的なプロジェクト
の実施を通じて ネットワーク形成の効果を検

・地域の課題をビジネス等で課題解決を図ることを目的とした協議会を設立した
（平成23年4月設立 約60名在籍（平成24年3月時点））

実験結果

の実施を通じて、ネットワ ク形成の効果を検
証することが必要。

持続的なエリアマネジメント活動となるよう、さ
らなる地域課題の抽出・解決策の検討が必要。

地元まちづくり団体の参加の方法や関わりか
たについて検討が必要

（平成23年4月設立，約60名在籍（平成24年3月時点））
・起業家や地元まちづくり団体等参加のワークショップ開催（参加者延べ146名）に

より、参加者同士の交流づくりができた。また、まちづくりの課題と解決方法を抽出
することができた。

・抽出された課題に対し具体的解決を図るための、「実施プログラム」立案への布
石をうつことができた たについて検討が必要。

拠点を巣立つ起業家が周辺転居し、引き続き
事業を展開できるような環境作りが必要。

石をうつことができた。

・地元まちづくり団体の人材不足等により、ワークショップへの参加がしづらかった
という意見があった。



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

平成２３年度都市環境改善支援事業実施概要（神奈川県海老名市海老名駅西口地区）

地区概要
JR、小田急、相鉄の海老名駅直近の地区である本地区は、海老名市の拠点、

また広域拠点としての形成が望まれる地区として、土地区画整理本組合設立認
可に向けた関係機関協議や商業施設の立地に向けた調整等が進行している。

位置図

まちの課題・問題点
土地区画整理事業の完了によりまちづくりを終えるのではなく、長期を見通

した戦略的な方針や計画とともに、「まちづくり」や「まちの管理・運営」等
に係る能動的な仕組みや体制づくりが必要と考えられる。

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

まちの目指すべき方向性
土地区画整理事業の早い段階からまちづくりの戦略を明確にし、都市環境を地区画整 事業 早 段階 まち くり 戦略を明確 、都市環境を

維持･改善する計画を検討するほか、当該地区の良好な市街地環境整備に向け
た検討を行なう。また、住民、事業者、権利者によるまちづくり組織の設立を
目指し、将来的には特徴のある市街地の形成を図る。
取り組み内容
①開発ポテンシャルと将来的な都市機能立地の検討・整理 ② 「地区運 取組実施状況①開発ポテンシャルと将来的な都市機能立地の検討・整理、② 「地区運

営」ビジョン(地域の課題、目標)・「まちづくり戦略」の整理、③段階的「ま
ちの運営」とその実施方針の検討、④公共空間（西口中心広場・プロムナー
ド）の構想・管理運営方策の検討、⑤平成24年度以降のまちづくり体制の検討

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組実施状況

マネジメント組織（株式会社、NPO法人等）

土地利用 建築

本事業で検討したまちづくり組織の試案

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組による効果
まちづくりの方向性を示すまちづくり戦略の内容や、地区におけるまちの運

営のあり方について、基本的な情報収集や事例研究に基づき、本地区での展開

土地利用、建築、
開発等に関する
１）相談
２）場合によっ
て、開発支援

建物、敷地、
施設等の
１）維持・管理
２）清掃

公共施設の
１）維持管理
２）清掃

開発事業等の
１）企画・立案・調整
２）その後のテナント管

理や施設の維持

１）事務
２）イベント

等の企
画・実施

都市計画
建築法規
等の運用

（関与）

一般街区プロジェクト街区 町内会、分譲マンション市役所

業務委託

連携

委任
相談

委託
業務委託 業務委託※

営のあり方について、基本的な情報収集や事例研究に基づき、本地区での展開
可能性に係る検討を実施した。
今後の方針
平成24年度中に予定される土地区画整理本組合設立と事業認可を見据えつつ、

実現可能なまちの運営方針及びその運営組織・推進体制を具体化する。

▶合理的な土地活用

大規模街区（敷地）等
の資産価値の 大化
（維持・向上）

▶土地活用

資産価値の 大
化（維持・向上）

▶西口地区の持続
的なまちづくり

公共施設（プロム
ナード、交通広場
等／普通財産）の
合理的な活用

まちづくりの適正
な進行

▶賑わい、
安心・安全

多様な人・
組織等の
協働

▶資産の価値持
続、安心・安全

供用施設等の合
理的な維持管理

※指定管理者制度等を活用

の地権者（プロムナード沿道等）

の地権者
商工会管理組合



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

平成２３年度都市環境改善支援事業実施概要 （長野県 長野市 権堂地区）

地区概要
権堂地区は善光寺の南に広がる古くから栄えた繁華街であり、認定中心市街地活
性化基本計画区域内に位置している。地区中央には商店街を貫く権堂アーケード
（歩行者専用道路）、西に市のシンボルロードである善光寺表参道（中央通り）があ

位置図

都市環境改善支援事業実施区域 約15ha

る。
まちの課題・問題点
近年の店舗の市街地拡散や建物の老朽化等、様々な要因により、空きビル、空き
テナントや低未利用地が存在し、土地の有効利用が図られておらず、まちの衰退
が著しい。

権堂駅

が著しい。

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

まちの目指すべき方向性

中
央
通
り

長
野
大
通
り

目指す 性
地区の将来像としての権堂地区再生計画を策定することにより、空ビル・空テナン
ト・低未利用地の有効利用やまちなか居住の促進を図る等、賑わいのある街の再

生を目指す。
取り組み内容（計画コーディネート、都市環境維持・改善計画作成）

・学識経験者・地元代表等から構成される委員会や 地域住民・地元商店街関係 取組実施状況

昔ながらの映画館権堂アーケード 低未利用地の状況(青空駐車場）

学識経験者 地元代表等から構成される委員会や、地域住民 地元商店街関係
者等が参加するワークショップの活動等を企画運営・支援。
・地域参加型の持続可能なまちづくりの実現と定着のため、地域の整備計画等の
意見調整を図り、権堂地区再生計画を策定。

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組実施状況

権堂地区再生計画策定に向けた組織体制図

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組による効果
・目指すべきまちの将来像として、「権堂らしさ」・「新たな権堂の魅力」等に着目し
た権堂地区再生計画を策定した。た権堂地区再生計画を策定した。
・住民参加型のまちづくりの組織体制（権堂まちづくり協議会）が整えられた。

今後の方針
権堂地区再生計画に基づき社会実験を実施し、事業性の検証や担い手の育成を
図る。



地区の概要及びまちの課題・問題点 施行地区概要

平成２３年度都市環境改善支援事業実施概要 （富山県 高岡市 新幹線新駅周辺地区）

● 地区概要
・ 本地区は、JR高岡駅より約1.5km南方に位置しており、平成26年度の北陸新幹
線開業に合わせて、新幹線新駅の整備が進められている。

・ 地区内東西方向には都市計画道路下伏間江福田線が通っており、沿線には沿

位置図

道サービス型店舗や業務施設が数多く立地している。

● まちの課題・問題点
・ 既に多様な業種の店舗や業務施設が立地しているため、全体的に統一感に欠
けている

事業対象区域

けている。
・ 緑が乏しく、店舗や屋外広告物の中には景観への配慮が見られないものもある。

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

● まちの目指すべき方向性
・ 大都市圏と飛越能地域との広域的な交通結節点としての立地条件を活かした観
光・交流機能等の誘導を図り、にぎわいと魅力ある都市空間の創出を目指す。

取組実施状況
● 取組内容（計画コーディネート）
・ 景観現況調査により地区の問題点や課題を整理するとともに、目指すべきまちづ

くりの方向との整合を図りながら、専門家、地元自治会、事業者等と検討を行い景
観形成ガイドラインを策定する。

取組実施状況

ガ
イ
ド
ラ提示

地元自治会

景
観
形
成
ガ

事業終了後の方針

・ 策定した景観形成ガイドラインに基づき、新幹線新駅周辺の景観誘導を図る。
事業対象地区 将来的な景観形成重点地区指定 向け 景観形成基準を検

ラ
イ
ン
（
素
案
）

提示
説明
検討

事業者

学識者

意見
集約

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

策
定

・ 事業対象地区の将来的な景観形成重点地区指定に向けて、景観形成基準を検
討する。

事業地区内現況



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

平成２３年度都市環境改善支援事業実施概要 （富山県 富山市 都心地区）

地区概要
中央通りやその近傍において民間の都市型集合住宅の建設が進むなど、まちなか居住に向けた

着実な動きが見られつつある。一方で、市街地再開発事業等の構想がありながら、進展しない地区
や事業中の地元組合、準備組合が多数存在している。

（位置図）

まちの課題・問題点（H23.3時点）
平成１９年２月に策定した中心市街地活性化基本計画に基づき事業を推進してきたが、計画の

終年度を迎え、次期基本計画の策定を進めていく中、次のステージにおいて、市民・商業者・行政が
一体となり経営管理的な視点（マネジメント）からまちづくりを行う方策を調査・研究することが必要。

H22年度
都心地区区域図

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

まちの目指すべき方向性
「賑わい拠点の創出」「公共交通の利便性の向上」「まちなか居住の推進」に寄与する再開発事業

の推進を行い 都市機能の集積や生活の諸機能を集積させ 歩いて暮らせる ンパクトなまちづくり

中心市街地活性化
基本計画区域

業務範囲
の推進を行い、都市機能の集積や生活の諸機能を集積させ、歩いて暮らせるコンパクトなまちづくり
を目指す。

取組内容（計画コーディネート）
（１）中心市街地活性化協議会の専門部会としてエリアマネジメント部会を設置、１１・１・３月の３回に

わたり勉強会を開催し エリアマネジメントの必要性や手法について調査・研究を実施

取組実施状況

（取組内容）

業務範囲

わたり勉強会を開催し、エリアマネジメントの必要性や手法について調査・研究を実施。
（２）先進都市における活動事例の事業効果検証

全国の具体的事例を参考に、各地区のマネジメントの手法や事業効果をモデル検証。

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

（取組内容）
エリアマネジメント部会

取組による効果（解決内容等）
（１）勉強会におけるアドバイザーとの意見交換を通じ、エリアマネジメントの体制・仕組みづくり、活

動内容及び財源等について調査・研究を行い、着目すべき視点を明らかにした。
（２）先進都市事例の調査・研究が進むに従い、財源をはじめ克服すべき課題が明確になった。

今後の方針
多くの活発な議論が交わされたことを受け、部会の活動を継続し、もう少し時間をかけて、慎重に議

論を積み重ねる。



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

地区概要
能登半島の代表的な温泉地である和倉温泉のエントランスに位置し、温泉地

と駅を結ぶアクセスとしても重要な役割を担う。
まちの課題・問題点

位置図

大型温泉旅館や飲食施設、娯楽施設が建並び、屋外広告物等の広告需要が多
いが、景観に配慮が見られないものが多い。

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

和倉温泉街

まちの目指すべき方向性
屋外広告物のルールを策定し、温泉街に調和した和倉らしい広告物による景観形

成を図り、観光客の増加や温泉街の活性化を目的とする。

和倉温泉駅

取り組み内容
・和倉温泉地区の景観現況調査を行い、H21年度に屋外広告物のルール（ガ
イドライン）、H22年度に都市環境維持・改善計画を策定した。

・H23年度からは、和倉らしい良好な景観の形成とおもてなしの効果を高め
るため、インフォメーション看板、沿道フラッグ、のれん等を設置し、

取組実施状況
るため、インフォメ ション看板、沿道フラッグ、のれん等を設置し、
その効果を検証するとともに、屋外広告物の広告収入によるエリアマネジ
メントを図るための社会実験を検討する。

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組実施状況

まちづくり社会実験企画検討準備会

広告物ガイドライン策定（景観協定素案）

街
路
事
業

よ
る
公
共

の
景
観
づ

一
体和倉 デザ 検討

まちづくり社会実験企
画検討会

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組による効果
官民で構成した社会実験を企画検討する組織体制（まちづくり社会実験企画検
討準備会）の設立、景観協定素案となる屋外広告物ガイドライン及び都市環境

官民協働の
エコサイン

業
等
に

共
空
間

づ
く
り都市環境維持・改善計画

体
的
整
備

和倉らしいデザインの検討

画検討会討準備会）の設立、景観協定素案となる屋外広告物ガイドライン及び都市環境
維持・改善計画を策定し、それに基づく民間主導の社会実験を実施。
今後の方針
都市環境維持・改善計画に即した社会実験、景観協定締結等、和倉らしい広告

物による景観形成に向けた民間主導のまちづくりの後押しを実施する。

エコサイン
を設置社会実験検討・実施

景観協定締結、屋外広告物禁止地域指定(予定)



１／４

和倉温泉地区の概要 都市環境の維持・改善に向けた方針・目標

和倉温泉は能登半島の代表的な温泉地であるが、近年、和

倉温泉の観光客数は減少している。（ピーク時は平成３年の
１６７万人であったが 平成２１年は半分以下の８１万人）

（１）方針
「日本一やさしい和倉」を目指すために、和倉らしい自然景観や温泉資源を
活かし 人と人との融和やおもてなしのこころをもってまちづくりを行う１６７万人であったが、平成２１年は半分以下の８１万人）

当該地区では活性化を図るため、まちづくり交付金事業（Ｈ
２０～）や街路事業（Ｈ２１～）が実施されることも合わせ、
まちづくりに対する機運が高まっている。
しかし、当該地区は大型温泉旅館や飲食施設、娯楽施設が

建ち並び、屋外広告物等の広告需要が高いが、景観に配慮が

活かし、人と人との融和やおもてなしのこころをもってまちづくりを行う。
＜和倉らしさ＞
① 格式、歴史があるなかにも親しみやすく温泉情緒が感じられる

落ち着いたまち
② 海と山の美しい自然景観が感じられるまち
③ やさしく素朴な人情が感じられるまち

和倉温泉地区イメージ図

建ち並び、屋外広告物等の広告需要が高いが、景観に配慮が
見られないものが多くあることが課題になっている。

③ やさしく素朴な人情が感じられるまち

（ ） 標

テーマ 「湯の香、潮の香、和みのわくら」

温泉と海を感じるおもてなしのまちづくり

（２）目標
全国あるいは海外からの来訪者に対して「能登はやさしや土までも」の精

神でやさしくおもてなしする「日本一やさしい和倉」を整備目標とする。
①「温泉」が感じられるまちづくり
②「海」が感じられるまちづくり
③ おもてなしの心を感じ 人々が交流できるまちづくり

温泉街

具体的な事業、指針、推進体制等

③ おもてなしの心を感じ、人々が交流できるまちづくり

（１）組織体制の構築

●統一デザイン広告物
の設置実験

●景観協定の具現化
実験

（１）組織体制の構築
和倉温泉街活性化のため、継続的な活動を実施している「和倉温泉街にぎわ
い再生協議会」の“社会実験企画検討会”にて本計画について協議する。

（２）実行組織による実験の具現化
社会実験の施行者を和倉温泉観光協会とし、社会実験企画検討会等とともに

●のぼり旗によるおも
てなし誘導実験

社会実験の施行者を和倉温泉観光協会とし、社会実験企画検討会等とともに
下記の実験内容の具体策を検討し、社会実験を実施、運営していく。
・景観協定の具現化実験：インフォメーション看板設置
・のぼり旗によるおもてなし誘導実験：フラッグの設置（赤枠線内）
・統一デザイン広告物の設置実験：じばん館にのれん、日除け幕の設置和倉温泉駅



２／４

社会実験・実証事業等の概要 実験の様子（図面、写真等）

名称 景観協定の具現化実験
（インフォメーション看板設置）

施行者 和倉温泉観光協会
遠景

実験の
目的 景観協定、周辺環境に配慮した、和倉温泉のイメージ向上

実験 景観協定に基づく和倉らしい屋外広告物デザインの先導的なモデル実験
内容

景観協定に基づく和倉らしい屋外広告物デザインの先導的なモデル
の検討を行うため、湯っ足りパーク付近のインフォメーション看板及
び周辺の整備計画の検討を行う。

検証 ①和倉温泉地区のイメージとの一致
②目につきやすさ

全景

項目 ②目につきやすさ
③デザインの見やすさ
④内容のわかりやすさ

実験結果 今後の課題実験結果

アンケートによると「内容のわかり
やすさ」については、“小さい”や
“細かい”という意見が挙げられてい
る。公共事業等による整備が終了した

「和倉温泉のイメージとの一致」、「デザインの見やすさ」については、「少し思う」の
割合が多いものの7～8割の方が評価し、「目につきやすさ」についても、同様に約6割が評
価している。「内容のわかりやすさ」については評価が低いものの、過半数を超える評価
を得ている。 0% 20% 40% 60% 80% 100% る。公共事業等による整備が終了した

後に再印刷する際や同様の案内看板を
設置する際などには、掲載情報を絞り
込み、文字・写真を大きくするなどの
工夫と配慮が必要である。

また、県内観光客の
評価は厳しく、県外
観光客、和倉地区の
住民順に評価が高くなっ
ている。

38.5%

27.5%

25 5%

44.2%

37.1%

47 0%

11.5%

31.4%

21 6%

3.9%

2.0%

3.8%

2.0%

2.0%

1.9%
和倉温泉のイメージ

との一致(N=52)

目につきやす(N=51)

デザインの見やすさ(N 51) 25.5%

35.2%

47.0%

21.6%

21.6%

33.3% 7.8%

2.0%

デザインの見やすさ(N=51)

内容のわかりやすさ(N=51)

思う 少し思う どちらでもない あまり思わない 思わない



３／４

社会実験・実証事業等の概要 実験の様子（図面、写真等）

名称 のぼり旗によるおもてな
し誘導実験

施行者 和倉温泉観光協会

実験の
目的

和倉温泉駅から和倉地区へ向かう道路の必要な場所にのぼり旗を設置
することで、温泉街への誘いや賑わいの演出効果

実験 和倉温泉中心地への誘導と“おもてなし”のため、県道の主要交差 県道沿い

内容 点や沿道にのぼり旗や広告旗を設置する。

検証
項目

①和倉温泉地区のイメージとの一致
②目につきやすさ
③デザインの見やすさ 沿道フラッグ③デザインの見やすさ

実験結果

今後の課題県道沿いフラッグは、「和倉温泉のイメージとの一致」については、約7割が評価してい

「 割が 割が

沿道フラッグ

まちなか

街灯や広告が掲示されていない電柱

に沿道フラッグを設置したが、サイズ
や設置位置などに問題があり、目につ

る。「目につきやすさ」については、約6割が評価しているものの、約2割が評価していない。
その理由として、“小さい”、“色が地味”などの意見が挙げられている。なお、「デザイ
ンの見やすさ」については、約6割が評価している。

まちなかフラッグは、県道沿いフラッグとほぼ同じ傾向が見られるが、フラッグのサイズ
や表示内容が小さいこともあり全体的に県道沿いフラッグより評価が低かった。

や設置位置などに問題があり、目につ
きにくいことが判明した。
フラッグのサイズ、枚数、設置位置

などに制約があったこともあるが、効
果的な掲出方法（色、デザイン、設置
方法など）について再検討が必要とい

60.3% 13.2% 20.8%

1.9% 3.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

和倉温泉のイメージ

との一致(N=53)
52.1% 20.8% 20.8%

4.2% 2.1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

県道沿いフラッグ まちなかフラッグ

（N=49
）

方法など）について再検討が必要とい
える。

21.2%

40.3%

42.2%

25.0%

13.5%

19.2%

15.4% 7.7%

5.8% 9.6%

目につきやす(N=52)

デザインの見やすさ(N=52)

思う 少し思う どちらでもない あまり思わない 思わない

18.4%

32.7%

46.9%

36.7%

20.4%

20.4%

8.2%

4.1%

6.1%

6.1%

（N=48
）

（N=48
）



４／４

社会実験・実証事業等の概要 実験の様子（図面、写真等）

名称 統一デザイン広告物の設
置実験

施行者 和倉温泉観光協会

実験の
目的

中心部における店舗について温泉街らしく、かつ統一性のある看板
（のれん等）の設置を行う。

実験
オレンジ

実験
内容

和倉らしい良好なまちなみ景観が形成され、にぎわい創出と今後の
継続的な景観づくりのきっかけとするため、和倉じばん館に「のれ
ん」を３種類（オレンジ・紺・白）実験的に掲出する。

検証 ①和倉温泉地区のイメージとの一致検証
項目

①和倉温泉地区のイメ ジとの 致
②目につきやすさ
③デザインの見やすさ

実験結果 今後の課題

白

実験結果 今後 課題

和倉温泉では、格式、歴史のなかにも親
しみやすさのある温泉街を目指している。
歴史と親しみやすさを同時に表現するため、
ゆるキャラ主体ののれんと日除け幕を製

「和倉温泉のイメージとの一致」、「目につきやすさ」、「デザインの見やすさ」
の全項目において約9割が評価しており、昔ながらの日除け幕とのれんを、和倉温
泉のゆるキャラである「わくたまくん」のデザインとすることで地元や観光客から
の高い評価に繋がったと言える ゆるキャラ主体ののれんと日除け幕を製

作・掲出したところ、地元、観光客ともに
和倉のイメージと合っているとの評価が得
られている。ただ、安易にゆるキャラを活
用することは、格式の低下を招く恐れがあ
り、活用する際には、地域の目指す格式と

の高い評価に繋がったと言える。

73.6%

73.5%

17.0%

17.0%

9.4%

3.8%

5.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

和倉温泉のイメージ

との一致(N=53)

目につきやすさ(N=53) り、活用する際 、地域 目指す格式
のバランスに十分配慮する必要がある。

また、日除け幕、のれんの設置エリアを
拡大するためには、継続的なアピールを行
い、地域浸透を図っていく必要がある。

73.4% 20.8%

1.9% 1.9%1.9%

デザインの見やすさ(N=53)

思う 少し思う どちらでもない あまり思わない 思わない



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

位置図地区概要
本地区は、人口約21千人、世帯数約10千世帯で、市役所周辺は商業・業務施設、教育・

文化施設、医療施設、行政施設が集積している地区である。

まちの課題・問題点
まちづくり活動（都市空間の魅力 賑わいづくり）の新たな展開に向けて 市民活動のまちづくり活動（都市空間の魅力・賑わいづくり）の新たな展開に向けて、市民活動の

補助、育成する組織がなく、地域主導によるまちづくり活動が展開しにくい状況であった
が、官民連携によるまちづくりを推進する拠点として、『まちづくり支援センター』が平
成23年４月に開設された。

まちづくり支援センター
（仮設店舗跡を活用）

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

まちの目指すべき方向性
まちづくり支援センターを中心として、地域主導によるまちづくり活動を推進していき、

魅力ある都市空間を目指していく。公共空間を活用した官民連携による新たな賑わいのあ魅力ある都市空間を目指していく。公共空間を活用した官民連携による新たな賑わいのあ
る街を目指す。

取り組み内容（都市環境維持・改善計画作成）
・静岡都心地区におけるエリアマネジメント活動の支援ガイドプランの策定
・まちづくり支援センターの在り方と活動計画の検討
・公共空間の有効利用に向けた取り組み

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針 取組実施状況

有効
（公共空間の活用した事業内容の検討、推進体制の設立支援）

取組による効果
・平成23年４月に立ち上げた「まちづくり支援センター」が、各種イベント等に使われ、
まちづくり拠点として軌道にのってきた。
・平成24年５月には、センターを運営をする（財）静岡市まちづくり公社が事務局となり、
商店街、放送、金融等の民間事業者を構成員としたエリアマネジメント推進のための組織商店街、放送、金融等の民間事業者を構成員とした リア ネジメント推進のための組織
を立ち上げた。

今後の方針
まちづくり拠点が実現したことから、次の段階として今回の都市環境維持・改善計画を

基にさらに事業計画をつめた上で、公共空間の有効活用等の実証事業を展開していく。
まちづくりセミナーの開催
（センター事業）

チャレンジショップ事業
（センター事業）



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

地区概要
この地区は、旧清水市の中心市街地として、それまでまちの重要な牽引力であった
港関連産業が大きく変遷したことにともない、にぎわいの面で、小売販売額が
H3⇒H16でマイナス66％と危機的な状況を迎えている。

時

位置図

まちの課題・問題点（H23.3時点）
南北に延びたエリアでは、交通結節点やにぎわい・集客拠点が散在し、JR線路や臨

港道路で回遊性が分断される形となるなど、空間的な問題も抱えている。一方で、港
周辺の部分的開発により、新たなにぎわい・魅力が創出されており、市内外からも観
光交流人口を誘引している動きもある。

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

まちの目指すべき方向性
エリアマネジメント手法の活用により 地域が連携・協働して 地域資源を 大限にエリアマネジメント手法の活用により、地域が連携・協働して、地域資源を 大限に
活かしたまちづくりを行い、回遊性、滞在性を高め、エリア全体の魅力向上による活
性化を図っていくことが必要。

取り組み内容（都市環境維持・改善計画作成）
さくらももこさんやちびまる子ちゃんといった全国的な人気を誇る「地域の宝」を 大
限活 たまちづく 全 から 世 から 来街者を誘導するため 組を 取組実施状況

回遊
滞在

ＪＲ清水
駅周辺

日の出地区
（清水港）

限活用したまちづくりにより、全国から、世界から、来街者を誘導するための取組を、
さくらももこ＆ちびまる子ちゃんのまちづくり計画（都市環境維持・改善計画）としてま
とめた。

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組実施状況

金 清水の夏の風物詩
清水七夕まつりにちびまる子

ちゃんランド賞を創設取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組による効果
・計画に基づき、エリア内の事業者、民間団体、静岡市、商工会議所などが、各々の
役割を担い、具体的な取組みを進めていくことが決められた。

・この計画を進めるために エリア内に多様な主体が連携・協力し取組を進めるため

ま
る
子
賞

ちゃんランド賞を創設

・この計画を進めるために、エリア内に多様な主体が連携・協力し取組を進めるため
の推進体制が整備された。

今後の方針
計画に基づく取組（社会実験）を、上記推進組織を中心に、ＰＤＣＡサイクルの進行

管理により、継続的に計画を推進する。

賞

さくらももこさんデザインの
清水まちなか巡回バス



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

平成２３年度都市環境改善支援事業実施概要 （静岡県 熱海市 渚地区）

（位置図、航空写真等）地区概要
当地区は海岸線に位置し、本市を代表する観光スポットやレジャー・アミューズメント施設、都市公

園があり、地区内は繁華街である。
まちの課題・問題点
飲食店を中心とした繁華街は、店舗の老朽化や地域住民の高齢化、空店舗の増加などにより地区

の活力が低下し、海岸線の立地等のポテンシャルを活かしきれていない状況である。

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

まちの目指すべき方向性まちの目指すべき方向性
市民・観光客が歩いて楽しい魅力あるまちづくりを地元住民が中心になって、活動を展開させること

が大切であり、地域特性を活かした景観形成や商業の活性化を促進する。
取り組み内容
「渚地区まちづくり推進地区計画」をベースに、「ソフトとハード」両面から「魅力あるまちなみ景観とに

ぎわいや活力のある商業空間まちづくり」の方向性を検討する。 「ソフト」の取組みとしては、地区内
住民がすぐ実践できる取組みとして 市民のためのタウン情報発信ツ ル（渚地区ＰＲ プ）を作成

「渚地区のまちなみを考える会」勉強会

住民がすぐ実践できる取組みとして、市民のためのタウン情報発信ツール（渚地区ＰＲマップ）を作成
し、渚地区の認知度の向上を目指す。 「ハード」の取組みとしては、まちづくりモデル地区を設定し、
より効果的に事業実施を図れるような面整備（再開発事業）の可能性を検討する。

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組実施状況

取組による効果
地元組織の勉強会において、「渚地区ＰＲマップ」作成を通じて、地域課題の発見、地域の意識と目

標の共有が再認識され、エリアマネジメントへの参画意識が一層高まり、活動が充実した。 また、再
開発事業による事業化検討をすることにより、地区内住民の再開発事業に対する理解を深め、モデル
地区のマンシ ン管理組合役員を中心とした組織化 向けて 積極的な活動を開始した地区のマンション管理組合役員を中心とした組織化へ向けて、積極的な活動を開始した。

今後の方針
「渚地区まちづくり推進地区計画」をベースとして、「魅力あるまちなみ景観とにぎわいや活力のある

商業空間まちづくり」を進めていく。

「渚地区ＰＲマップ」の更新、ＨＰへの記載等の検討などを続けていくことによる、住民のエリアマネジ
メントへの参画意識の向上と、渚地区の更なる認知度の向上を目指す。 また、モデル地区において

新聞掲載記事 会長：神木 健策

は、再開発事業に向けた、積極的な活動を始めるきっかけとなりましたので、今後は、事業実施が図
れるよう支援を行なっていく。

「渚地区まちづくり推進地区計画」運用による問題点等を洗出し、将来的には地区計画へと発展させ
ていく。



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

平成２３年度都市環境改善支援事業実施概要 （愛知県安城市 安城南明治地区）

位置図地区概要

本地区は、ＪＲ東海道本線安城駅の南側に位置し、狭隘な道路が多く住宅が密集
した重点密集市街地であり、居住環境と防災機能の向上を目指し、住宅市街地総
合整備事業及び土地区画整理事業が進められている。

JR安城駅

まちの課題・問題点

本地区は、第７次安城市総合計画及び都市計画マスタープランにおいて、都市拠
点に位置づけられているが、重点密集市街地であるため、商業店舗と低層木造住
宅が混在し、都市拠点における商業・業務地としての都市機能が十分に発揮できて
いない状況である

市役所

いない状況である。

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

まちの目指すべき方向性
安城南明治地区
16.7ｈａ

重点密集市街地の解消のみならず、商業・業務地という地域特性を生かした良好
な市街地環境を形成するとともに、適切に維持していくため、基盤整備とあわせ、地
元住民との協働により、地域参加型の持続可能なまちづくりの展開を図る。
取り組み内容

地元住民が参画する「まちづくり協議会」にコンサルタントを派遣し 持続可能なま

取組実施状況

地元住民が参画する「まちづくり協議会」にコンサルタントを派遣し、持続可能なま
ちづくりのための「街なみづくりルール」の策定を検討する。

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組による効果取組による効果

都市計画道路沿道と低層ゾーンの２種の「街なみづくりルール」の基本方針を策
定した。また、地区内44街区の内３街区については街区単位での街なみづくりルー
ルの素案を立案した。
今後の方針

基本方針に則った建て替えを推進していくと共に、街区単位での街なみづくりルー
ルを他の街区でも立案していき、地区住民の街なみづくりへの意識の高まりを期待
する。

街なみづくりルール策定部会開催状況写真



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

地区概要
本地区はJR新城駅前に位置し、公共交通の玄関口であるとともに、中心市街

地の商業ゾーンの中心でもある。
まちの課題・問題点

位置図
地区面積 2.7ha

地区内の公共施設が未整備、脆弱であるため、円滑な交通に支障をきたして
いるとともに、空き店舗、老朽家屋が増加し、防災上の支障もある。

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

まちの目指すべき方向性
公共施設の整備計画の策定において、地元住民の積極的な参加を促すことに

より、沿道の良好な街区形成の誘導、持続可能な賑わいのある中心市街地のま
ちづくりの展開を図る。
取り組み内容

・新城駅南地区における現状と課題の調査
現地調査等による地域の土地利用状況等の整理
アンケート調査による地権者の意向把握

・基本構想の策定
取組実施状況

基本構想の策定
まちづくりの方向性として、基本方針を策定
土地利用計画、交通計画等の基本構想を策定
街路整備について事業手法の整理

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組実施状況

新城駅前まちづくり会議

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組による効果
・今後のまちづくりを進めていくうえで基本となる情報を整理した。
・地元住民との意見交換により、まちづくりの方向性を確認するとともに、ま地元住民との意見交換により、まちづくりの方向性を確認するとともに、ま
ちづくりに対する機運が高まった。
今後の方針
まちづくり会議と連携し、歴史性のある既成市街地との共存を図りながら、

公共空間の施設計画を進めるとともに、周辺商店街の活性化を目指す。



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

地区概要
琵琶湖疏水，平安神宮，京都会館，動物園，美術館，民間庭園群など多彩な地域資源が集

積した京都近代化のシンボル的地域，年間来訪者500万人を超える文化・交流ゾーンである。
動物園は築100年超，京都会館は築50年超であり、再整備が進行中である。地域での様々な
主体による取組を融合し 更に魅力的なまちづくりを推進するため「岡崎地域活性化ビジョ

位置図 対象地区 コアゾーン

主体による取組を融合し，更に魅力的なまちづくりを推進するため「岡崎地域活性化ビジョ
ン」を策定している。（H23.3京都市）

まちの課題・問題点
施設間連携や地域としての情報発信力が弱く，多彩な資源集積を活かしきれていない 等

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニ ）まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

まちの目指すべき方向性

○７つの実現方策
①エリアブランドを構築し、世界に魅力・情報を発信

～世界の人々が集い
ほんものに出会う「京都岡崎」～

取り組み内容

取組実施状況
①エリアブランドを構築し、世界に魅力 情報を発信
②琵琶湖疏水と近代化遺産の保存と活用
③文化芸術・ＭＩＣE拠点としての機能強化
④地域資源を結び、総合的な魅力を高める、
保全・創造の景観・まちづくり

⑤多くの人々が訪れたくなる新たな賑わい創出
⑥環境モデル都市をけん引する進取の取組の実践

ほんものに出会う「京都岡崎」

○５つの将来像
・新たな歴史への挑戦
・創造する文化・芸術の都
・交流する観光・ＭＩＣＥ拠点
・継承する山紫水明の杜

○組織の設立・運営（左：設立総会，右：定例幹事会）

⑥環境モデル都市をけん引する進取の取組の実践
⑦集客・国際観光拠点としての機能強化

★エリアマネジメント組織を設立し，官民地域連携で岡崎地域活性化ビジョ
ンを推進する。

継承する山紫水明の杜
・歩いて楽しい祝祭と賑わいの空間

○初年度リーディング事業の実施など

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組による効果
・「京都岡崎魅力づくり推進協議会」という新たな組織の設立により，関係者の連携・

強 など 多く 主体 組を進 基盤が きネットワーク強化など，多くの主体で取組を進めるための基盤ができた。

今後の方針
・組織体制の強化を図りつつ（事務局体制，財源確保），取組の充実や新たな方策への

チャレンジなど，引き続き関係者で力を合わせ，岡崎地域活性化ビジョンを推進してい
く。

文化施設の夜間開館（上）
疏水の桜ライトアップ（下）等
地域を挙げた風物詩づくり

歴史散策冊子（上）やポー
タルサイト（下）を通じた地
域情報発信



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

地区概要
福知山市は、平成１８年１月に三和町、夜久野町、大江町の１市３町で合併したが、従前から周辺

市および旧３町とは、交流が深く、合併前から一つの経済圏を構成し、旧福知山市の中心市街地が、
１市３町圏域の中心市街地の役割を果たしている。

まちの課題・問題点

位置図

まちの課題 問題点
歴史的・文化的な地域資源を活かした“まちなか観光”の促進、誰にとっても暮らしやすい生活環境

づくり、都市基盤整備に伴う“新しい福知山の顔づくり”と個店の魅力アップが必要とされている。

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

まちの目指すべき方向性
中心市街地活性化協議会により「まちづくりの方向性」を多角的に考察し、当地区の活性化のため

に必要な「まちづくり活動」を行うことにより、「歴史と文化が育んだ豊かな暮らしと賑わい交流のまち

づくり」を目指す。

取り組 内容取り組み内容
中心市街地活性化協議会において４つのテーマを設定し、プロジェクトを立ち上げ、テーマに沿った

具体的活動を考案・実行するなどの「まちづくり活動」を行う。
【城周辺賑わい創出PJ】城周辺エリアを整備する中、市民参加型のコミュニティーガーデン組織体制
を整備。ガーデニングを通しての市民協働のまちづくり活動を実施
【町並み・町家活用PJ】江戸時代の「まち割り」 明治・大正・昭和につながる佇まいを残す町並みや構 取組実施状況

福知山市中心市街地活性化計画地区

【町並み・町家活用PJ】江戸時代の「まち割り」、明治・大正・昭和につながる佇まいを残す町並みや構
造物の活用を検討
【まちなかおもてなしPJ】広域からの来街者をお迎えする『まちなか回遊戦略』の仕組みづくりを検討
【まちなか居住促進PJ】「まちなか居住」を具体的にすすめる方法の検討

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組実施状況

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組による効果
・季節毎のガーデニング講座や視察を通じてコミュニティーガーデン組織を立ち上げたことで、
新たな市民協働のまちづくり活動を展開することができた。
・中心市街地の活性化に向け 各プロジェクト会議に自治会 商工関係者 観光関係者など多くの市

ガーデニング講座 地域資源発掘のため
のまち歩きの実施

中心市街地の活性化に向け、各プロジェクト会議に自治会、商工関係者、観光関係者など多くの市
民の参画があり、積極的な「まちづくりの方向性」の検討を行うことができた。

今後の方針
・引き続き、「まちづくりの方向性」を４つのプロジェクト会議において検討し、各々のテーマに沿った
「まちづくり活動」を検討・実行する。

まちなかおもてなし
プロジェクト会議



都市環境改善支援事業実施概要 （京都府 精華町 祝園駅中地区）

地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

地区概要
本町の中心的拠点であり、且つ関西文化学術研究都市の玄関口である
ＪＲ祝園駅及び近鉄新祝園駅に挟まれた地区

まちの課題・問題点

位置図

至 京都

課 問
周辺に比べて著しく低度の利用（露天駐車場、耕作放棄田等）。接道
要件を満たす土地が単独利用されたならば、奥側の土地は価値を失い
荒廃する可能性大

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー） 近まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

まちの目指すべき方向性
公共性の高い駅中空間の高度利用を目指す
（相応しい用途や実現のための市街地整備の手法については今後検討）

Ｊ
Ｒ
祝
園
駅

近
鉄
新
祝
園
駅

至 奈良

☆まちづくり検討会による概略事業計画の

取組内容
・過年度に作成した地区の事業化の方向性をもとに、事業を実施する
ための事業パートナーを選定することを目的に、民間事業者への事
前ヒアリングを実施

・検討される事業計画並びに周辺地域に合致した用途地域や地区計画

取組実施状況

至 奈良

☆まちづくり検討会による概略事業計画の
素案検討図

検討される事業計画並びに周辺地域に合致した用途地域や地区計画
の検討を実施

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

組 る効果（解決内容等）取組による効果（解決内容等）
・本地区への施設需要についての民間サイドの意見収集、また事業へ
の参加意欲を事前に把握することができた

・都市計画の諸制度について、許可権者との一定のすり合わせができ
た

今後の方針
次年度において、以下の取組みを予定
①まちの目指すべき方向性に合致した都市計画の更なる検討
②概略事業計画をもって事業協力者の募集・決定



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

平成２３年度都市環境改善支援事業実施概要 （奈良県 橿原市 橿原ニュータウン地区）

地区概要：橿原ニュータウンは、近鉄橿原神宮前駅から徒歩１０分程度に位置し、
昭和４３年から大阪・京都への通勤に便利な場所として宅地開発された閑静な住宅
地である。区域面積は約１０５ヘクタール、人口は約９０００人である。

まちの課題・問題点：まち開きから４０年が経過し、急速な少子高齢化に伴い家
族構成の変化や地域住民相互の交流の希薄化を迎えつつある。

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）
戸建ての住宅地

まちの目指すべき方向性
地域全体の価値を高め、住民主体となって「高齢者が安心して住み続けることが

でき、さらに若者世代が住むことができるまちづくり」を目指す。

戸建ての住宅地

取り組み内容（計画コーディネート）
①地域住民によるワークショップ（まち語り）の開催を行い、住環境を中心にまち

の課題を再確認することと、今後のまちづくりの方向性を検討。

②これまでの自治活動やエリアマネジメントの取組結果を会報等で知らせること
取組実施状況

集合住宅

②これまでの自治活動や リアマネジメントの取組結果を会報等で知らせること
により住民意識を高め、地域住民が主体となる活動を促す。

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組実施状況

取組による効果：橿原ニュータウンでの取り組みを自治会発行の新聞等に掲載
することで、取り組みに対する住民の意見や参画など大きな反響を期待し、役員だ
けでなく住民が自分たちの町を今後どのような町にしたいか、その課題を解決する
ために何をすべきかを考えるきっかけにしたい。

グループワーク 意見発表

今後の方針：これまでの40年に渡る自治活動の実績を生かしつつ、住民ニーズ

を的確に把握した「あした、しらかし、美しいまち」の実現に向けた取組を進化させて
いくことが望まれる。

グループワーク ワークショップの意見まとめ



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

地区概要
本地区はJR大阪駅北側に位置しており、国際戦略総合特区や特定都市再生緊急整備地域の指

定を受けた大阪駅周辺地区の中核として、大阪・関西の再生をリードする新しい拠点となるこ
とが期待されている。地区東側の先行開発区域においては、平成25年春のまちびらきをめざし、
民間開発事業者による開発が進められている。

まちの課題・問題点
・うめきた地区を含む大阪駅周辺地区においては、長年にわたり大規模開発が各所で積み重ね
られるとともに、鉄道や道路などの都市基盤施設が集中して整備されている。これにより、地
下・地上レベルでの歩行者動線が輻輳し、不慣れな来街者にとって経路が分かりにくいなどの
課題が生じている。

自動車交通に関しては 市内全体では減少傾向にあるものの 今後 うめきた開発等により 大阪・自動車交通に関しては、市内全体では減少傾向にあるものの、今後、うめきた開発等により、大阪
駅周辺地区中心部への自動車交通の流入増加が生じることが予想されている。

・大阪・関西の新たな玄関口にふさわしいまちづくりとして、地区内の公共空間を一体的に活用し、公
民連携による魅力ある都市空間の形成が必要となっている。

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）まちの目指す き方向性及び取組内容（事業メ ュ ）

まちの目指すべき方向性
・歩行者主体の交通体系の形成

梅田地区全体の歩行者回遊性の向上、自動車流入の抑制を目指す。
・公民連携による魅力ある都市空間の形成

取組実施状況良好な都市景観の形成、華やかで賑わいのある快適な歩行者空間の創出、歩行
者・自動車交通の円滑化、安全・安心な都市環境の整備を目指す。

取り組み内容
民間事業者、本市、周辺の鉄道事業者が参画した「うめきた地区エリアマネジメント検討

会」を設立し、検討体制を構築した。また、検討会において、「うめきた地区エリアマネジメ
ント基本計画（中間とりまとめ） （平成24年3月）を策定した

取組実施状況

エリアマネジメント組織（TMO）

うめきた地区エリアマネジメント検討会（H23.9設立）

ント基本計画（中間とりまとめ）」（平成24年3月）を策定した。

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組による効果

リア ネジ ント組織（ ）

・民間開発事業者１２社を中心に構成
（NTT都市開発(株),(株)大林組,
ｵﾘｯｸｽ不動産(株) ,関電不動産(株) ,
(株)新日鉄都市開発,住友信託銀行(株) ,
積水ﾊｳｽ(株) ,(株)竹中工務店,
東京建物(株) ,日本土地建物(株) ,
阪急電鉄(株),三菱地所(株)）

行政

大阪市

連携

検討会の設置や基本計画（中間とりまとめ）の策定により、平成25年春のうめきた先行開発
区域のまちびらきに向けた、エリアマネジメントの基本的な方針が定まった。

今後の方針
（平成24年度）取組みの実現に向け計画を詳細化
（平成25年度）計画検証のための社会実験等の実施、計画の見直し

・民間敷地と公共空間（歩道・広場）を一体的に
管理運営

・自動車交通負荷低減をめざした交通ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
の実施等

鉄道事業者

連携



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

地区概要
泉北ニュータウンのタウンセンターである泉ヶ丘駅前地域は、駅を中心として商業機能や文

化機能が立地。なお公的団体有する駅周辺施設が民間譲渡される予定。

まちの課題・問題点

位置図

商業施設商店街等

泉ヶ丘駅前地域

まちびらきから40年以上経過し、施設の老朽化や住民の高齢化等の社会変化の中、整備され
たニュータウンにおいて、現に有する様々な機能を活かしまちの回遊性を高め地域の活性化に
向けることが課題である。

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニ ）まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

まちの目指すべき方向性
泉北ニュータウンに加え、広域的な商業機能をもつ泉ヶ丘駅前地域のさらなる魅力づくりの

ため、同地域の関係者が連携し主体となる地域まちづくり活動が展開されることを目指す。

泉ケ丘駅

障害者施設

百貨店等
商業施設

取り組み内容（計画コーディネート）
エリアマネジメントに関する啓発活動・勉強会・共同イベントの実施支援等
【類似地区の情報把握】商業者に類似地区の現地視察などを行った。
【モデル的な共同イベント】周辺の教育機関（幼稚園、高校、大学等）と連携し、地域の広

場や空き店舗を活用した共同イベントの実施を支援。
【連絡会議】平成23年度より泉北 タウン再生府市等連携協議会（構成 堺市 大阪府 取組実施状況

大型児童館

【H24度の実施体制】

【連絡会議】平成23年度より泉北ニュータウン再生府市等連携協議会（構成：堺市、大阪府、
都市再生機構、大阪府住宅供給公社、大阪府タウン管理財団）と地域関係者が定期開催する情
報交換の場である連絡会議を支援。

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組実施状況

【地域関係者】
各種施設管理者 商業者等 連携取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組による効果
・モデル的な共同イベントを実施することで、地域関係者の連携等エリアマネジメントの意義
について理解が進んでいる。

各種施設管理者、商業者等

支援

連携

【大学等周辺関係者】

に て理解が進んで る。

今後の方針
平成24年度は泉北ニュータウン再生府市等連携協議会において、地域関係者と意見交換をは

かり、将来像の共有やエリアマネジメント組織の構築に向けた計画を策定する方針。

【泉北ニュータウン再生府市等連携協議会】

連携



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

平成２３年度都市環境改善支援事業実施概要 （兵庫県 神戸市 岡本地区）

地区概要
「うるおいと調和のある美しいまち」を基本理念に、これまでに３つのルール（まちづくり協

定、地区計画、景観計画区域）を策定し、美しいまちづくりに取り組んできた。

まちの課題・問題点(H23.3時点)

位置図

阪急岡本駅

全国チェーンの店舗を中心に派手な看板が増加してきているため、住民や商店主を中心
としたまちづくり協議会の意識が高まってきており、広告物の基準策定が求められている。

同協議会では、屋外広告物の印象評価実験、色彩調査などを行い、屋外広告物ルール地
元案の検討を行っている。また、商店街振興組合や商店主との意見交換を行うなど、計画案
の周知活動に取り組んでいる。

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

まちの目指すべき方向性
より魅力ある地区環境の形成を図るため まちのイメージに与える影響の大きい屋外広より魅力ある地区環境の形成を図るため、まちのイメ ジに与える影響の大きい屋外広

告物の掲出ルールを策定する。

取り組み内容
○良好なまちなみ景観づくりに向けた検討
・岡本地区独自の屋外広告物ルール案の検討（Ｈ２２～Ｈ２４）
・色彩基準などについてのガイドラインの作成（Ｈ２３～Ｈ２４） 取組実施状況

JR摂津本山駅

色彩基準などについてのガイドラインの作成（Ｈ２３ Ｈ２４）
・屋外広告物設置基準の運用に関する仕組みの検討（Ｈ２３～Ｈ２４）
○まちづくり活動を通じた意識啓発
・岡本地区での屋外広告物ルールの周知活動
○屋外広告物ルール・ガイドラインに基づく取組み実施（Ｈ２５～Ｈ２６）

取組実施状況

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組による効果
屋外広告物の設置基準案検討に取り組むとともに、同基準案について商店街振興組合、

住民、商店主と意見交換を行うなど、基準案の周知、理想像の共有を図っている。住民、商店主と意見交換を行うなど、基準案の周知、理想像の共有を図っている。

今後の方針
○地域内での取り組みの周知、基準案の調整
○色彩基準などについてガイドラインの作成
○屋外広告物設置基準の運用に関する仕組みの検討

まち協総会にて屋外広告物の調査結果発表



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

平成２３年度都市環境改善支援事業実施概要 （兵庫県 神戸市 北野・山本地区）

地区概要
神戸市中央区の山麓部に位置し、閑静な住宅地と観光地（商業地）が近接する地域である。昭和

54年に北野らしい歴史的環境や都市環境を保全、育成するため、都市景観条例に定める「都市景観
形成地域等」に指定し、平成18年に景観法に定める「景観計画区域」に移行した。区域内には、昭和
55年に選定された重要伝統的建造物郡保存地区がある

（位置図、航空写真等）

55年に選定された重要伝統的建造物郡保存地区がある。

まちの課題・問題点（H23.3時点）
住宅地と観光地（商業地）が近接しており、両方の面が共存した中での、北野らしい個性あるまちな

み景観をまもり、そだてていくことが大きな課題である。しかし、震災後の多くの住民の入れ替わりの
中、地域全体に十分に北野・山本地区のまちづくりが認識されていないため、地域で北野・山本地区
の地域像や将来像の共有化を図っていく必要がある。

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

まちの目指すべき方向性
づ

景観計画区域

伝統的建造物群保存地区

北野・山本地区をまもり、そだてる会
（北野町１～４丁目、山本通１～３丁目）

・良好なまちなみ景観づくりに向けた検討
・まちづくり活動を広め地域の参加促進を図る

取組内容（計画コーディネート）
・「景観チェックリスト」の検討・運用方法の検討（Ｈ２２～Ｈ２４）
・「まちの将来像」に関しての地元ワークショップの開催
・『皆で育むまちの魅力』行動提案コンペ・コンペを受けたまちづくりフォーラムの実施（Ｈ２３）

取組実施状況

行動提案コンペの実施・まちづくりフォーラムなどの様子
・『皆で育むまちの魅力』行動提案コンペ・コンペを受けたまちづくりフォーラムの実施（Ｈ２３）
・上記コンペの提案内容を分析し、「まちの魅力」を活用するための「行動計画」の策定（Ｈ２４）
・地域でのイベント時におけるパネル展示等まちづくり活動を通じた意識啓発（Ｈ２２～Ｈ２６）

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組による効果（解決内容等）
・まちの将来像を検討するワークショップを実施し、出された意見をもとに行動提案コンペ及び、まち
づくりフォーラムを実施することにより、現時点での地域の課題や意見などを再認識でき、地域の現
状や将来像に関して地域住民間での意識の共有化をはかることができた。

今後の方針今後の方針
・「『皆で育むまちの魅力』行動提案コンペ」の提案内容を踏まえ、今後実際に地域で取り組んでいく
「行動計画」を検討、策定し、実際の活動を検討していく。

・「景観チェックリスト」においても、上記コンペの提案内容を反映させ、地域で検討会（勉強会）を実施
し運用に繋げる。



地区概要及びまちの課題・問題点（H24.3時点） 施行地区概要

平成２３年度都市環境改善支援事業実施概要 （兵庫県 神戸市 トアロード地区）

地区概要
「神戸のハイカラ文化発祥の地」と言われるトアロードを、気品と魅力あるまちにするため、景観形

成市民協定の運用による地区固有のまち並み景観づくりや、文化情報発信イベントの開催、ガーデ
ニングを通じたまちづくり活動などを推進している。

24年2月には景観づくりのための地区計画の提案を行った。今後、地区計画策定の手続きを行う。24年2月には景観 くりのための地区計画の提案を行った。今後、地区計画策定の手続きを行う。

まちの課題・問題点（H24.3時点）
震災復興による建築行為に対し、トアロードらしい景観形成を目指しH９年より景観形成市民協定を

締結・運用してきた。震災復興による建物建設が収束する一方、店舗の入れ替わりにより、看板をは
じめとするまちなみの乱れが顕在化している。

元町駅

三宮駅

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

まちの目指すべき方向性
トアロードは、開港以来港・居留地と北野を結ぶ外国人たちの通勤経路であったため、海と山を感じ

られるまち エキゾチックでインターナショナル いろんな国の人と文化が交流するまちという特徴を有られるまち、エキゾチックでインターナショナル、いろんな国の人と文化が交流するまちという特徴を有
している。この「トアロードらしさ」を活かし、快適で個性的な都市景観を形成するとともにトアロードの
文化や情報の発信を進めていく。

取組内容（計画コーディネート）
・トアロード地区でのまちなみ景観づくり（景観協議の運用）
・トアロードの文化・情報の積極的な発信

取組実施状況

協議会会議 風の庭の運営
・緑あふれる空間形成のため「風の庭」の運営

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組による効果（解決内容等）
・地区計画策定による用途規制を通じた良好な景観形成
・景観形成市民協定の運用による景観の向上

・トアロードの文化・情報の発信（トアロードカレッジ、ビジュアルフェスタ、クラフト・アートフェアの開
催）

ビジュアルフェスタ トアロードカレッジ

今後の方針
・地区計画策定後の景観形成市民協定運用の強化策を検討。
・景観形成ガイドライン検討や景観形成市民協定の見直しの検討
・イベント等の継続開催



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

平成２３年度都市環境改善支援事業実施概要 （兵庫県神戸市フラワーロード地区）

地区概要

神戸の都心部を南北に貫くフラワーロード沿道のうち、神戸の玄関口
である三宮駅と新神戸駅の間の地区。景観法に基づく景観計画区域
（税関線沿道地区）に指定されている（税関線沿道地区）に指定されている。

平成１６年に沿道の企業や住民によるまちづくり協議会が立ち上がり、
景観形成やまちの美化などの活動を実施している。
まちの課題・問題点（H23.3時点）
・派手な広告物や放置自転車など景観の乱れが見られる

位置図

・派手な広告物や放置自転車など景観の乱れが見られる。
・快適な歩行者動線の確保など回遊性の向上が求められている。

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）
位置図

まちの目指すべき方向性

神戸のメインストリートであるフラワーロードを美しく魅力ある通りとし
て、神戸を訪れる方々に末永く愛され親しまれるまちを目指す。
取組内容（計画コーディネート）

取組実施状況

協議会役員会取組内容（計画コ ディネ ト）
・景観形成にかかる自主ルールの策定
・地域主体の自主ルールの運用体制づくり

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

開催状況

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組による効果（解決内容等）
・事業者との協議による建築物や屋外広告物のデザイン誘導を通じ
た良好なまちなみ景観の実現た良好なまちなみ景観の実現

今後の方針
・自主ルールの運用体制の強化
・自主ルールのさらなる充実の検討

フラワーロード
まちなみ



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

平成２３年度都市環境改善支援事業実施概要 （兵庫県 神戸市 三宮駅前地区）

地区概要
三宮駅前地区は、商業、業務、文化施設が集まる神戸都心の中核であり、神戸の

玄関口となる地区である。回遊性の向上のための動線整備や震災で被害を受けた
商業ビルの再建など周辺整備が進んでいる。商業ビルの再建など周辺整備が進んでいる。

まちの課題・問題点（H23.3時点）
三宮駅は「デザイン都市・神戸」の玄関口のひとつであるが、派手な屋外広告物の

氾濫など、一部では景観上好ましくない状況が見られる。

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

まちの目指すべき方向性
周辺地域のまちづくり団体を交えた協議組織を立ち上げ 屋外広告物のルールづ周辺地域のまちづくり団体を交えた協議組織を立ち上げ、屋外広告物のルールづ

くりとその運用を図ることなどエリアマネジメント活動を通じて、ユネスコに認定を受
けた「デザイン都市・神戸」の玄関口にふさわしい景観形成を進める。

取組内容（計画コーディネート）
・関係する地域団体が集まり、現在の問題点を共有・分析するとともに、よりよい景

取組実施状況

三宮駅前景観形成

観形成を進めるための方策を検討。
・屋外広告物に関する自主ルールの運用体制の検討。

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

検討会議開催状況

取組による効果（解決内容等）
地域主体による屋外広告物の自主ルールに基づき、デザインの誘導を図ることを

通じた良好な景観形成

今後の方針
・自主ルール周知のためのパンフレット発行・配布
・自主ルールの運用

三宮駅前現況



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

地区概要
本地区は川西市の北部に位置しており、昭和40年代に民間開発事業者により開発された戸建

て住宅を中心とした郊外型住宅団地である。

まちの課題・問題点
大規模開発により 時に入居された方々が 斉に高齢期を迎え また 開発当時の子世代の

位置図

大規模開発により一時に入居された方々が一斉に高齢期を迎え、また、開発当時の子世代の
流出による少子化が進んでいる。このようなことから、若年世代の流入を促進できるような
「まちの魅力向上」が望まれている。

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

まちの目指すべき方向性
住民・地域団体、事業者、行政が連携して、持続可能なまちづくりの再生を目指す。

取り組み内容
●住民・地域団体、事業者、行政が参画する「川西市ふるさと団地再生協議会」を開催し、

「ふるさと団地再生 に向けた取り組みを検討

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針
取組実施状況

「ふるさと団地再生」に向けた取り組みを検討。
●「基礎調査業務：別途業務」（空き地空き家実態調査や住民、空地、空家所有者アンケー

ト）結果報告会・意見交換会の実施。

取組による効果
●親世帯との近居を促進する仕組みづくり（住み替えやすく）
・親世帯との近居を促進するため、金融機関や住宅関連事業者と連携した住宅ローン開発や住
み替え相談会の開催などの実施への仕組みづくり。

●起業支援（コミュニティビジネスなど）する仕組みづくり

取組実施状況

●起業支援（ ミ ティビジネスなど）する仕組み くり
●新たな交通サービス導入に向けた検討
●既存の地域活動をもっとＰＲする仕組みづくり
・既存の地域活動や行事のレビューを行うと共に地域活動や暮らしを紹介するパンフレットな
どにより若年層の活動参加や流入を促進する仕組みづくり。

今後の方針 川西市ふるさと
団地再生協議会

イメージ

住民・地域団体、事業者、行政が参画する「川西市ふるさと団地再生協議会」という土台と、
まちづくりに積極的に関わってきた地域力・住民力があり、これらのポテンシャルを活かし、
①住民、地域団体、事業者、行政等が連携して行う取り組み
②複数の課題の解決につながる効果的な取り組み
③関係者すべてWin･Winになる持続的な取り組み を行い「まちの魅力」を向上させる。

団地再生協議会

ＰＲパンフ
レット（案）



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

平成２３年度都市環境改善支援事業実施概要 （愛媛県松山市 松山市中央商店街地区）

地区概要
本地区は人口５１万人を有する松山市の中心市街地に位置し、県内の広域

商圏を支えるため集積された商業施設は地域経済の拠点となっている。
まちの課題・問題点

位置図

近年、郊外に大型ショッピングセンターや全国チェーン店の出店が相次ぎ、
商店街の集客の核となっていた店舗等が閉館するなどで商店街の販売額が
大幅に落ち込んでいる。また、戦後間もなく建てられ老朽化した店舗が多く、
景観面の向上など商業スペースとしての魅力づくりが課題となっている。

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

まちの目指すべき方向性
商店街振興組合を主体とする㈱まちづくり松山を中心に、これまでの地権

者目線から消費者目線でのまちづくりを行うための意識醸成を図り、地域主
導での自発的な『まち更新』を目指す。
取り組み内容

土地・建物所有者を対象に支援制度や資産活用などの専門知識を習得する
勉強会、来街者も参加して意見交換を行うワークショップ、市民も一緒に多

取組実施状況
勉強会、来街者も参加して意見交換を行うワ クショップ、市民も 緒に多
彩なジャンルの有識者から情報を得るフォーラムを通じ、まちづくりの意識
醸成を図る。

（まちづくり勉強会 全６回、ワークショップ 全５回、フォーラム 全７回）

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組実施状況

計画コーディネート（フォーラム）の状況

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組による効果
取組を継続することで、店舗の建替えが進み、必要な知識を持った商店主

が増え、地権者間のネットワークが深まる等により、『まち更新』の進展へ増 、 者 深 、 更新』 展
とつながる。
今後の方針

平成２２年度に策定した「松山市広域集客商業活性化戦略」の目標達成に
向け、継続的なまちづくりの仕組みを構築する。



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

平成２３年度都市環境改善支援事業実施概要 （愛媛県大洲市 肱川橋周辺地区）

地区概要
本地区は伊予の小京都と呼ばれる大洲市の中心に位置し、大洲城の城下町

として木蝋、製糸、舟運で栄えた町並みは明治から昭和初期の佇まいを残し
良好な景観を形成している。

位置図

まちの課題・問題点
市街地を貫流する肱川は鵜飼い、芋炊き、祭りなど、文化や観光の中心

となっているが、その周辺は老朽化した国道橋の架け替えや前後の歩道整備
が事業化されており、景観に配慮した新たな『まちづくり計画』の策定が必
要となっている要となっている。

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

まちの目指すべき方向性まちの目指す き方向性
道路事業の地権者、商工業者、まちづくり団体等で構成する「肱川橋周辺

まちづくり協議会」を発足し、課題ごとに設けた分科会により、幅広い住民
の参画を仰ぎ、意見調整をしながら、バランスのとれた『まちづくり計画』

の策定を目指す。
取り組み内容 取組実施状況取り組み内容

地域課題の抽出と分析、先進地等の優良事例調査、『まちづくり基本構
想』の策定など。

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組実施状況

計画コーディネート（まちづくり協議会）の状況

取組による効果
協議会を中心に持続可能まちづくりには欠かせない住民主体の取組が進み、

公共施設の維持管理をはじめ、エリア内に点在する観光施設や歴史・文化施
設の効果的な活用についても促進されることが期待できる設の効果的な活用についても促進されることが期待できる。
今後の方針

官民協同での社会実験や実証事業を積極的に活用し、協議会を中心に必要
事業や整備箇所の絞り込みや具体的な整備手法の検討を進める。



地区概要及びまちの課題・問題点（H23.3時点） 施行地区概要

平成23年度都市環境改善支援事業実施概要平成23年度都市環境改善支援事業実施概要 熊本県 熊本市 熊本駅前東A地区熊本県 熊本市 熊本駅前東A地区

地区概要
熊本駅周辺地域においては、平成23年3月に九州新幹線が全線開業し、駅前広場やそれにアク

セスする道路等の各種インフラ整備が一旦完了し、現在、平成28年度完成を目標に在来線の連続立
体交差事業等が引き続き進められている。熊本駅東口の正面に位置する熊本駅前東A地区では、市

街地再開発事業により公益施設 商業・業務施設 住宅を整備している また 地区近辺では 国の

位置図 熊本駅前東A地区

街地再開発事業により公益施設、商業・業務施設、住宅を整備している。また、地区近辺では、国の
新合同庁舎建設等が進められているところである。

まちの課題・問題点
ハード面では個々の開発が進んでおり、ソフト面でエリアが一体となった取り組みが必要である。

JRJR
熊本駅熊本駅

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

まちの目指すべき方向性
熊本駅周辺地区のまちの将来像を明確にし、東A地区と周辺地区との組織連携の構築を図ることに

商業施設（予定含む）

業務施設（予定含む）

公益施設

自治協議会・地元団体等

新合同新合同
庁舎庁舎

より、東A地区及び周辺地域の賑わい創出を目指す。

取り組み内容（都市環境維持・改善計画作成）
・熊本駅周辺地域（特に東口エリア）のまちの将来像の検討を行う。
・東Ａ地区と他地区との組織連携構築支援を行う。
東Ａ地区の運営体制構築と活動計画づくりの支援を行う

取組実施状況

東Ａ地区
・東Ａ地区の運営体制構築と活動計画づくりの支援を行う。

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針

取組による効果

管理組合準備会権利者会議 意見交換会

再開発事業を
検討する会議

施設の管理運営を
検討する会議

将来の運営等
を検討する会議

取組による効果
・東Ａ地区の運営体制構築と自主的な活動計画策定を行ない、東Ａ地区の運営基盤ができた。
・東Ａ地区のグランドオープンイベントに地元組織も参加し、周辺地区との連携に向けた足が
かりができた。

・駅周辺の各組織の中で、個別ではなく連携して活動を行うべきであるとの機運が固まった。

今後 方針

駅周辺組織
＜ワークショップ＞ ＜意見交換会＞

今後の方針
・駅周辺整備の中でもリーディングプロジェクトとして位置づけている東Ａ地区がグランド
オープンし、さらに、国の新合同庁舎の建設及び民間開発も進んでいるため、東Ａ地区だけ
でなく、他の地区や施設等と相互に連携しながら、駅周辺の賑わい創出を図る。



地区概要及びまちの課題・問題点（H22.3時点） 施行地区概要

地区概要地区概要 都市計画決定面積：約43.9ha（内未施行部分面積 約3.3ha(7.7%)）

当該地区は昭和36年に土地区画整理事業の区域決定を行い事業未着手のまま今日に至っており、密集市街地

である上、建物の老朽化が進んでいる。また、本市の中心市街地の顔ともいえる場所に位置し、中心市街地の活

性化に大きく影響を及ぼすことから、早期整備が求められている。これまで、様々な開発計画、事業手法が検討さ

れてきたが、事業費における市負担額が大きいことや権利関係の複雑さにより合意形成が難しい等が課題となり、

位置図

至 うるま市

実現には至っていない。

まちの課題・問題点（H22.3時点）
本市は中心市街地活性化基本計画等の検討の中で、社会状況の変化に伴い、これまで検討してきた再開発事

業等だけではなく、一体的な区画整理事業の可能性も模索している。しかし、権利者は長年段階的な再開発事業

を見据えた組織で活動してきたため 現状にそぐわない状況にある また 組織的に活動してきた権利者とそうでな

胡屋十字路

至 那覇

まちの目指すべき方向性

を見据えた組織で活動してきたため、現状にそぐわない状況にある。また、組織的に活動してきた権利者とそうでな

い権利者では知識や意識の温度差がある。

まちの目指すべき方向性及び取組内容（事業メニュー）

取組実施状況

まちづくりの基本的構成図
（=まちのビジョン）

にぎわいの創出と定住促進に向けた身の丈のまちづくりまちの目指すべき方向性
当該地区が面するコザゲート通りは、コザ文化を凝縮した雰囲気を持っており、それを資源とし、本市中心市街地

活性化基本計画のテーマ「コザらしい生活ができるまち～商店街から交流街へ～」に沿った地区の再生を目指す。

取組内容（都市環境改善支援事業メニュー）
開発後、持続的なまちづくりを行うには権利者主体のビジョン作りが必要である。そこで、組織的に活動をしてき

た権利者を中心にまちづくりのビジョン等の検討を促し、他の権利者に対しては意識向上のための情報提供や意

見交換を行った。また、過去に検討した事業手法や権利者意向を整理し、現在の社会情勢に即した開発計画と導

入可能な事業手法の検討を行い、権利者と沖縄市双方にとってよりよい選択ができるような条件を整理した。

取組による効果（解決内容等）及び今後の方針 沖縄市及び地元関係者

権利者

権利者説明会 中の町再開発

意見等

取組による効果（解決内容等）
中心市街地活性化の担い手である民間事業者（権利者）が自ら

望むまちのビジョンを作成することにより、自分達の手でまちを育

てるという意識の向上につながったと思われる。

（市及び地元関係者）整備
計画や事業手法に関する意
見聴取や情報交換

沖縄市及び地元関係者

検討会（5回開催）
資料提示

状況を把握
し、事業に
ついて意見
をもらう。

権利者説明会
意見交換会

情報提供

（一部権利者によ
る協議会）事業推
進に向けて、主体
的に活動を行う。

中の町再開発
推進協議会（月1回）

整
備
計
画
方
針

市

今後の方針
まちのビジョン及び事業手法の方針を決定し、その方針に沿った

形の地権者組織の再編を行っていき、早期事業の着手、まちの再

生を目指す。

見聴取や情報交換

情報提供

情報提供

意見・要望

勉強会へ参加や支援

針
の
作
成



都市環境改善支援事業都市環境改善支援事業
（エリアマネジメント支援事業）について



都市環境改善支援事業（エリアマネジメント支援事業）＜Ｈ２１年度創設＞

民間のまちづくりの担い手による地区レベルの都市環境維持・改善活動を促進するため、民間のまちづくりの担い手による地区レベルの都市環境維持 改善活動を促進するため、
国として特に推進すべき施策により都市環境が創出される地区において、計画コーディ
ネート、都市環境維持・改善計画の作成、社会実験・実証事業等の取組みに対して支援
する。する。

計画コーディネート
＜立ち上げ段階の支援＞
（まちづくり活動支援

都市環境維持・改善計画作成
＜ルール作成段階の支援＞（まちづくり活動支援、

計画立案・調整）

＜ル ル作成段階の支援＞

社会実験・実証事業等＜実験段階の支援＞

【補助対象イメージ】【事業主体、補助率】

○地方公共団体、中心市街地活性
化協議会、景観協議会、市町村都市
再生整備協議会施行

→ 補助率１／２ （直接補助）

周辺環境に調和した高質な
屋外広告物を掲出

にぎわいの創出のためオープ
ンカフェの設置

市街地整備によって創出した
セットバック空間の地域の住
民団体による維持・管理

○民間事業者等施行

→ 補助率１／３ （間接補助）



少子・高齢化の進展や人口減少、地球環境問題の深刻化という状況の中、これまで整備してきた既存
ト クを上手く活用した持続可能なまちづくりを進め く とが必要 【整備から管理ま 】

なぜエリアマネジメントが必要なのか

現状

中心市街地の空洞化
氾濫する屋外広告物、 空き地の発生等、悪化した○土地区画整理、市街地再開発等により、まちの整備

ストックを上手く活用した持続可能なまちづくりを進めていくことが必要。 【整備から管理まで】

中心市街地の空洞化
みだれた街並み・景観 住宅地の街並み

画整 、市街 再開発等 り、 整備
はなされたが、再開発ビルのキーテナントの撤退、基
盤整備後のまちの立ち上げ・活性化の遅れなどの
ケースが散見

○良好な景観の形成を促進するための仕組みを整え
たが（Ｈ１６景観法制定） 期待された民間の担い手たが（Ｈ１６景観法制定）、期待された民間の担い手
の活動が不十分

○集約型都市構造実現のため、まちづくり三法が見直
されたが（Ｈ１８）、中心的担い手と期待される商店主
等の意欲不足は相変わらず

目指すべき方向性

一方、市町村合併の進展や市町村の財政状況悪化により、きめ細やかなまちづくりに行政の手が届きにくくなっている一方、市町村合併の進展や市町村の財政状況悪化により、きめ細やかなまちづくりに行政の手が届きにくくなっている

目指す き方向性

地区のビジョンを掲げて、質の高いまちの管理を市町村に代わって総合的、継続的に行う
民間の意欲ある担い手組織を位置づけ、権限を付与、支援策を講じる。

商店街を一つのSCに
見立てたまちづくり

公共空間を活用した統一感
と賑わいのあるまちづくり

統一感のある街並み、快適な
パブリックスペースの形成地域活力・競争力・価値の向上を目指して、良好な

都市環境を形成するため、

「高質・快適な公共空間の維持・形成」

「都市機能の向上・活性化を図るまちのマネジメント」

など既存ストックを上手く活かした持続可能なまちづく
りに住民・地権者等が主体的に取組む。

高松市 松山市 彦根市



○持続可能な都市を実現するためには、都市基盤の整備だけではなく、地方公共団体と民間の

都市環境改善支援事業（エリアマネジメント支援事業）の概要

○持続可能な都市を実現するためには、都市基盤の整備だけではなく、地方公共団体と民間の
まちづくりの担い手が連携して、都市の管理・運営（エリアマネジメント）に取り組むことが不可欠。

○公共団体と連携してエリアマネジメント活動に取り組む民間の担い手を支援するため、平成２１年度に
都市環境改善支援事業（ リア ネジメ ト支援事業）を創設 成 年度 算 費都市環境改善支援事業（エリアマネジメント支援事業）を創設 （平成２３年度予算 国費：８６百万円）

事業主体・
補助率

＜直接補助＞ 地方公共団体、中心市街地活性化協議会、景観協議会、市町村都市再生整備協議会 １／２
＜間接補助＞ 民間事業者等（任意の協議会 企業 個人 商店街振興組合 ＮＰＯ等） １／３補助率 ＜間接補助＞ 民間事業者等（任意の協議会、企業、個人、商店街振興組合、ＮＰＯ等） １／３

対象地区
要件

都市再生緊急整備地域、中活区域、歴まち重点区域、環境モデル都市、重点密集市街地、再開発方針
が定められた地区、景観計画の区域等

計 デ げ 階 支援 勉強会 意 啓 状 査等事業メ
ニュー

１）計画コーディネート ← 立ち上げ段階の支援 （勉強会、意識啓発活動、土地利用状況調査等）
２）都市環境維持・改善計画 ← 計画の策定（ルールづくり）段階の支援
３）社会実験・実証事業等（民間事業者等施行に限る←法定協議会施行を追加） ← 実験段階の支援
（オープンカフェ、コミュニティバスの運行、緑化実験等）



都市環境改善支援事業（エリアマネジメント支援事業）の支援内容

＜１＞＜１＞ 計画コーディネート計画コーディネート ※※１１ STEP 1STEP 1 立ち上げ段階の支援立ち上げ段階の支援階 支援階 支援
①まちづくり組織の立ち上げ、まちづくりに係る多様な主体への意識啓発活動、人材育成、意見①まちづくり組織の立ち上げ、まちづくりに係る多様な主体への意識啓発活動、人材育成、意見
調整等の調整等のまちづくり活動に要する費用まちづくり活動に要する費用

②地区の土地利用、整備又は管理運営に関する②地区の土地利用、整備又は管理運営に関する計画の立案・調整に要する費用計画の立案・調整に要する費用
【【補助率補助率】】【【補助率補助率】】
地方公共団体、中心市街地活性化協議会、景観協議会、市町村都市再生整備協議会施行地方公共団体、中心市街地活性化協議会、景観協議会、市町村都市再生整備協議会施行 １／２（直接補助）１／２（直接補助）
民間事業者等施行民間事業者等施行 １／３（間接補助）１／３（間接補助）

※１ 初の交付から５年以内で 総事業費６ ０００万円以内に限り交付するものとする

＜２＞＜２＞ 都市環境維持・改善計画作成都市環境維持・改善計画作成 ※※２２ STEP 2STEP 2 計画の作成段階の支援計画の作成段階の支援
都市環境維持・改善計画作成に要する費用都市環境維持・改善計画作成に要する費用（（住民意向調査、コンサルタント派遣等に要する費用も含む。住民意向調査、コンサルタント派遣等に要する費用も含む。））

【【補助率補助率】】

※１ 初の交付から５年以内で、総事業費６，０００万円以内に限り交付するものとする。

【【補助率補助率】】
地方公共団体、中心市街地活性化協議会、景観協議会、市町村都市再生整備協議会施行地方公共団体、中心市街地活性化協議会、景観協議会、市町村都市再生整備協議会施行 １／２（直接補助）１／２（直接補助）
民間事業者等施行民間事業者等施行 １／３（間接補助）１／３（間接補助）

＜３＞＜３＞ 社会実験・実証事業等社会実験・実証事業等 ※※３３ STEP 3STEP 3 実験段階の支援実験段階の支援
都市環境維持・改善計画に位置付けられた都市環境維持・改善計画に位置付けられた社会実験・実証事業社会実験・実証事業

※２ 初の交付から５年以内かつ通算３年間について交付するものとする。

都市環境維持 改善計画に位置付けられた都市環境維持 改善計画に位置付けられた社会実験 実証事業社会実験 実証事業
及び及び意識啓発等のソフト活動に要する費用意識啓発等のソフト活動に要する費用

【【補助率補助率】】
中心市街地活性化協議会、景観協議会、市町村都市再生整備協議会施行中心市街地活性化協議会、景観協議会、市町村都市再生整備協議会施行 １／２（直接補助）１／２（直接補助）
民間事業者等施行民間事業者等施行 １／３（間接補助）１／３（間接補助）民間事業者等施行民間事業者等施行 １／３（間接補助）１／３（間接補助）

※３ 地方公共団体施行を除く。

民間の担い手によるまちづくりの実現へ！！！民間の担い手によるまちづくりの実現へ！！！



補助対象地区

①のいずれかに該当する地区であって、かつ、②のいずれかに該当する地区。

① ・ 都市再生緊急整備地域
・認定中心市街地活性化基本計画区域及び予定区域
認定歴史的風致維持向上計画重点区域・認定歴史的風致維持向上計画重点区域
・観光圏整備計画に定める滞在促進地区内で認定観光圏整備実施計画に係る区域
・環境モデル都市（候補都市も含む。）の区域

・都市交通関連区域（都市・地域総合交通戦略の区域であり かつ 軌道運送高度化実・都市交通関連区域（都市・地域総合交通戦略の区域であり、かつ、軌道運送高度化実
施計画若しくは道路運送高度化実施計画が定められた地域公共交通総合連携計画の区
域
・重点密集市街地の区域重点密集市街地の区域
・都市再開発法第２条の３に基づく都市再開発方針が定められた区域
・景観計画の区域又は景観地区
・地区計画の区域又は予定区域地区計画の区域又は予定区域

②・現にある良好な都市機能及び都市環境を保全する必要があると認められる土地の区域
（例：地区計画等により良好な都市環境が保たれている既成市街地） .

・公共公益施設の整備等に関する事業が行われ、又は行われた土地の区域であって、新
たに良好な都市機能及び都市環境を創出する必要があると認められるもの
（例：市街地開発事業、土地区画整理事業等の区域）

地域の土地利用の動向等からみて 都市機能及び都市環境が悪化するおそれがあると・地域の土地利用の動向等からみて、都市機能及び都市環境が悪化するおそれがあると
認められる土地の区域
（例：空き地・空き店舗が目立ち始めた中心市街地）


