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  運用実績・運用事例 目次 

  

 

 

対応する制度 事例等 頁 

◆都市再生整備

計画  

都市再生整備計画（法第４６条ほ

か） 

◆都市再生整備計画を活用した協定等の実績

一覧（平成 30 年 12 月末時点） 
77 

◆都市再生推進

法人 

都市再生推進法人（法第１１８条

～第１２３条） 

◆都市再生推進法人一覧 85 

事例－１ 札幌大通まちづくり株式会社 88 

事例－２ まちづくり福井株式会社 89 

◆道路占用許可

の特例 

道路占用許可特例制度（第４６条

第１０・１１項 法第６２条） 

事例－１ 新宿３丁目４番街オープンカフ

ェ、屋外広告物 
90 

事例－２ 高崎まちなかオープンカフェ、

コミュニティサイクル 
91 

事例－３ 大阪うめきた先行開発地区 92 

事例－４ 岡山駅東口地区コミュニティサ

イクル 
93 

◆都市利便増進

協定 

都市利便増進協定（法第４６条第

１３項 法第７４条～第８０条） 

事例－１ 札幌大通地区 94 

事例－２ 富山市中心市街地地区 95 

◆都市再生（整

備）歩行者経

路協定 

都市再生(整備)歩行者経路協定

（法第４５条の２ 法第４６条第

１２項 法第７３条） 

事例－１ はかた駅前通り地下通路（福岡

市博多区） 96 

 

本手引きで、単に「法」「令」「規則」という場合、以下を指します。 

法：都市再生特別措置法  令：都市再生特別措置法施行令   

規則：都市再生特別措置法施行規則 
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8.  都市再生整備計画 

8-1.  

 

都市再生整備計画を活用した協定等の実績一覧（法第 46 条ほか） 

※平成 30 年 12 月末時点 

◉ 都市利便増進協定の締結実績（14 件）1/2 

協定締結者 締結日 都市利便増進施設 日常管理に関する事項等 

富山市、(株)まちづくりとやま H24.3.29 ミスト装置、音響装置 (株)まちづくりとやまが日常管理や施設を活用したイベントを実施 

川越市、(株)まちづくり川越 H24.8.7 自転車駐車器具 サイクルポート周辺の維持管理を実施 

北海道開発局、 

札幌大通まちづくり(株) 
H25.4.10 食事施設、広告板 

札幌大通まちづくり(株)が日常管理や都市利便増進施設を 

活用したイベントを実施 

草津市、草津まちづくり(株) H25.12.27 

公園系施設 

（屋上広場、管理倉庫、受水槽）、 

にぎわいを創出する施設 

（屋外デッキ、テーブル、イス） 

草津まちづくり(株)が日常管理や都市利便増進施設を 

活用したイベントを実施 

大阪市、 

エヌ・ティ・ティ都市開発(株)、 

三井住友信託銀行(株)、 

積水ハウス(株)、 

ノースアセット特定目的会社、 

阪急電鉄(株)、 

三菱地所(株)、 

(一社)グランフロント大阪ＴＭＯ 

H26.12.5 

歩道関連施設、オープンカフェ・売店等、 

広告板・バナー広告、敷地内広告、 

案内サイン、屋外ベンチ、 

非常用電源コンセント、 

多機能照明柱（添架設備）、 

防犯カメラ、アッパーライト 

維持管理、違法駐輪抑制への取り組み、良好な景観の保全、 

安全な歩行者環境の確保 

東海市、(株)まちづくり東海 H28.2.16 
食事施設、休憩施設 

その他これらに類するもの 
清掃、美化活動、広告物の指導等 

柏市、(一財)柏市みどりの基金 H29.2.9 食事施設、購買施設 
(一財)柏市みどりの基金が日常管理や都市利便増進施設を活用したイベ

ントを実施 
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◉ 都市利便増進協定の締結実績（14 件）2/2 

協定締結者 締結日 都市利便増進施設 日常管理に関する事項等 

長浜市、えきまち長浜(株) H29.3.14 
長浜駅周辺の通路、駐車場、広場、 

広告塔、ベンチ及び街路樹等 

日常管理業務はえきまち長浜株式会社が実施 

管理に要する費用は財産区分に応じて締結者間で分担し負担 

仙台市、 

(一社)荒井タウンマネジメント 
H29.3.24 

運動広場、運動広場付帯管理施設、 

運動施設案内板 

芝生・樹木の維持管理、清掃・点検・巡回、小規模修繕、 

利用者へのマナー周知 

さいたま市、 

(一社)アーバンデザインセンター大宮 
H30.2.20 にぎわい創出事業のための設備、休憩施設 

都市利便増進施設を活用してまちのにぎわいの創出に資するイベント等

を実施。管理に要する費用は施設や設備ごとに締結者間で分担し負担 

名古屋市、栄ミナミまちづくり(株) H30.3.23 
デジタルサイネージ、シェアサイクルポート、 

アーチ添加広告、有料駐輪設備 
都市利便増進施設周辺の清掃、美化活動等 

栄ミナミまちづくり(株)、 

三菱 UFJ 信託銀行(株) 
H30.3.30 シェアサイクルポート 都市利便増進施設周辺の巡回、点検、清掃等 

福井市、まちづくり福井(株) H30.4.4 
食事・購買・休憩施設、 

広告塔・看板、屋外ベンチ、花壇 

協定区域におけるイベント等の管理・運営と清掃・美化活動、 

プランター等の管理 

中部地方整備局、 

栄ミナミまちづくり(株) 
H30.9.25 デジタルサイネージ、シェアサイクルポート 都市利便増進施設周辺の巡回、点検、清掃等 

◉ 都市再生歩行者経路協定の締結実績（１件） 

協定締結者 締結日 協定施設 日常管理に関する事項 

福岡市、 

九州旅客鉄道(株)、 

(株)西日本シティ銀行、 

(株)TAK プロパティ 

H23.9.30 地下通路(延長 60ｍ・幅員 6ｍ、地上出入口) 
九州旅客鉄道（株）等が通路の開閉・保守工事等を含む日常の管理業務を

実施 

◉ 都市再生整備歩行者経路協定の締結事績（1 件） 

協定締結者 締結日 協定施設 日常管理に関する事項 

えきまち長浜(株)、 

長浜市、 

(株)平和堂、 

JR 西日本(株) 

ほか土地所有者等 14 名 

H29.12.28 ペデストリアンデッキ、駅自由通路等 

各施設の財産区分に基づき各々が日常管理を実施。ただし、市の財産区分

及び都市再生推進法人の管理施設については、都市再生推進法人が日常管

理を実施（予定）。※認可日：平成 30 年 5 月 23 日 
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◉ 都市利便増進協定（平成 30 年 12 月末現在 14 件） 

 

 

  

1 . 北海道開発局、札幌大通まちづくり（株）（札幌市）  
2 . 川越市、（株）まちづくり川越（川越市）  
3 . 富山市、（株）まちづくり富山（富山市）  
4 . 東海市、（株）まちづくり東海（東海市）  
5 . 草津市、草津まちづくり（株）（草津市）  
6 . 大阪市、エヌ・ティ・ティ都市開発（株）、三井住友信託銀行（株）、 

積水ハウス（株）、ノースアセット特定目的会社、阪急電鉄（株）、 
三菱地所（株）、（一社）グランフロント大阪 TMO（大阪市）  

7 . 柏市、（一財）柏市みどりの基金（柏市） 
8 . 長浜市、えきまち長浜（株） （長浜市） 
9 . 仙台市、（一社）荒井タウンマネジメント（仙台市） 

10 .さいたま市、(一社)アーバンデザインセンター大宮（さいたま市） 

11 .名古屋市、栄ミナミまちづくり(株)（名古屋市） 

  栄ミナミまちづくり(株)、三菱 UFJ 信託銀行(株)（名古屋市） 

  中部地方整備局、栄ミナミまちづくり(株)（名古屋市） 

12 .福井市、まちづくり福井（株）（福井市） 
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◉ 道路占用許可の特例の活用実績（38 件）1/2 

占用主体 開始年度 道路管理者 実施事業 

新宿駅前商店街振興組合 H24 新宿区 オープンカフェ（食事施設）の設置、地域ルールに則った広告の設置 

(一社)グランフロント大阪 TMO H25 大阪市 オープンカフェ（食事施設）の設置、広告板・バナー広告の設置 

札幌大通まちづくり(株) H25 北海道開発局 オープンカフェ（食事施設）の設置、広告板の設置 

高崎まちなかオープンカフェ推進協議会 H25 群馬県・高崎市 オープンカフェ（食事施設）の設置 

高崎まちなかｺﾐｭﾆﾃｨｻｲｸﾙ推進協議会 H25 群馬県・高崎市 コミュニティサイクルステーションの設置 

岡山市 H25 中国地方整備局 コミュニティサイクルステーションの設置 

新鳥取駅前地区商店街振興組合 H25 鳥取市 休憩施設の設置 

(一社)柏の葉アーバンデザインセンター H26 柏市 休憩施設の設置、バナー広告の設置 

新虎通りエリアマネジメント協議会 H26 東京都 オープンカフェ（食事施設）の設置 

まちづくり福井(株) H26 福井市 オープンカフェ（食事施設）の設置 

高岡市、（公社）高岡市観光協会 H26 高岡市 観光案内所の設置 

(株)まちづくり長野 H26 長野市 オープンカフェ（食事施設）の設置 

富士見商店街協同組合 H26 千葉市 
オープンカフェ（食事施設）の設置、物販ブース（購買施設）の設置、マーケット、路上パフォーマ

ンスの実施、ストリートフェスの実施 バナー広告の設置 

ＮＰＯ法人ﾀｳﾝﾓｰﾋﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ北九州 H26 北九州市 コミュニティサイクルステーションの設置 

協同組合 総曲輪通り商盛会 H26 富山市 休憩施設の設置、バナーフラッグの設置 

サイカパーキング(株) H26 神戸市 コミュニティサイクルステーションの設置 

神戸市 H27 神戸市 オープンカフェ（食事施設）の設置、物販ブース（購買施設）の設置、広告板の設置 

千葉銀座商店街振興組合 H27 千葉市 フリーマーケットの実施 

千葉市中心市街地まちづくり協議会 H27 千葉市 地元特産物等販売、オープンカフェの実施 

ウエストリオテナント会 H27 千葉市 マルシェの実施 

パラソルギャラリー実行委員会 H27 千葉市 工房、オープンカフェの実施 
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◉ 道路占用許可の特例の活用実績（38 件）2/2 

占用主体 開始年度 道路管理者 実施事業 

栄町通り商店街振興組合 H27 千葉市 フリーマーケット、音楽ライブの実施 

千葉都心イルミネーション実行委員会 H27 千葉市 ミネーションにおけるバナー広告の設置 

(公社)千葉県観光物産協会 H27 千葉市 観光ＰＲイベントの実施 

センシティビルディング管理組合 H27 千葉市 モノレール支柱商業巻広告の設置 

(株)まちづくり東海 H27 東海市 オープンカフェ等の実施 

姫路市 H27 姫路市 コミュニティサイクル事業 

（一財）柏市まちづくり公社 H28 柏市 オープンカフェ(食事施設）の設置、広告版・バナー広告の設置 

NPO 法人 宇都宮まちづくり推進機構 H29 宇都宮市 オープンカフェ事業 

r-223 H29 千葉市 千葉駅前大通りでの屋台設置 

一般社団法人新虎通りエリアマネジメント H29 東京都 オープンカフェ及び店舗の設置（食事・購買施設） 

多摩センター地区連絡協議会 H29 多摩市 オープンカフェの設置 

一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント H30 渋谷区 食事施設及び購買施設の設置 

千葉商工会議所 H30 千葉市 歩行者天国（食事施設・購買施設） 

栄ミナミまちづくり(株) H30 
名古屋市・ 

中部地方整備局 
アーチ添加広告（市道のみ）、デジタルサイネージ、シェアサイクルの実施 

(株)まちづくり大津 H30 大津市 食事施設・購買施設、広告塔・看板、サイクルポートの設置 

(株)宿坊クリエイティブ H30 和歌山市 道路空間を活用した社会実験（予定） 

周南市 H30 周南市 食事施設、イス、テーブル等の設置 

◉ 都市公園占用許可の特例の活用実績（４件） 

占用主体 開始年度 公園管理者 実施事業 

姫路市 H29 姫路市 姫路公園におけるサイクルステーション（自転車駐車器具）の整備 

栄ミナミまちづくり(株) H30 名古屋市 白川公園、裏門前公園にてシェアサイクルポートを設置 

(株)まちづくり大津 H30 大津市 まちなかの都市公園各所におけるサイクルポートの整備 

ユタカ交通(株) H30 和歌山市 まちなかの都市公園各所におけるサイクルポートの整備 
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◉ 道路占用許可の特例（平成 30 年 12 月末現在 38 件） 

 

 

 

  

1 . 札幌大通まちづくり（株）（札幌市）  
2 . 高崎まちなかオープンカフェ推進協議会  
    高崎まちなかコミュニティサイクル推進協議会（高崎市）  
3 . 富士見商店街協同組合（千葉市）  
   千葉銀座商店街振興組合（千葉市）  
   千葉市中心市街地まちづくり協議会（千葉市）  
   ウエストリオテナント会（千葉市）  
   パラソルギャラリー実行委員会（千葉市）  
   栄町通り商店街振興組合（千葉市）  
   千葉都心イルミネーション実行委員会（千葉市）  
   （公社）千葉県観光物産協会（千葉市）  
   センシティビルディング管理組合（千葉市） 

千葉商工会議所（千葉市） 
4 .（一社）柏の葉アーバンデザインセンター（柏市）  
  （一財）柏市まちづくり公社  
5 . 新宿駅前商店街振興組合（新宿区）  
    新虎通りエリアマネジメント協議会（港区）  

（一社）渋谷駅前エリアマネジメント（渋谷区） 
6 . 協同組合総曲輪通り商盛会（富山市）  
7 . 高岡市、（公社）高岡市観光協会  
8 . まちづくり福井（株）（福井市）  
9 . （株）まちづくり長野（長野市）  
10 .（一社）グランフロント大阪ＴＭＯ（大阪市）  
11 .サイカパーキング（株）（神戸市）  
   神戸市（神戸市）  
12 .新鳥取駅前地区商店街振興組合（鳥取市）  
13 . 岡山市（岡山市）  
14 .ＮＰＯ法人タウンモービルネットワーク北九州（北九州市）  
15 .まちづくり東海（東海市）  
16 .姫路市（運営主体：株式会社福山コンサルタント）（姫路市）  
17 .（一財）柏市まちづくり公社（柏市） 
18 .NPO 法人 宇都宮まちづくり推進機構（宇都宮市） 
19 .r-223（千葉市） 
20 .一般社団法人新虎通りエリアマネジメント（港区） 
21 .多摩センター地区連絡協議会（多摩市） 
22 . 栄ミナミまちづくり(株)（名古屋市） 
23 . (株)まちづくり大津（大津市） 
24 . (株)宿坊クリエイティブ（和歌山市） 
25 . 周南市（周南市） 
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◉ 都市再生推進法人による都市再生整備計画の提案実績（13 件） 

提案者 提案日 提案内容 

札幌大通まちづくり(株) H25.1.29 都市利便増進協定に関する事項、道路占用許可の特例に関する事項 

まちづくり福井(株) H25.12.19 道路占用許可の特例に関する事項 

（一社）グランフロント大阪ＴＭＯ H26.10.15 都市再生整備計画 うめきた先行開発地区の変更を提案 

（一財）柏市まちづくり公社 H27.12.25 道路占用許可の特例に関する事項 

草津まちづくり(株) H28.4.20 都市利便増進協定の締結について 

えきまち長浜(株) H28.11.28 都市利便増進協定に関する事項、都市再生整備歩行者経路協定に関する事項 

（一社）荒井タウンマネジメント H29.3.7 
民間が公園内に運動施設を設置し、その収益によって公園全体の維持管理を行うことで、魅力ある公園空間の創出やまちの交

流・にぎわいづくりに寄与 

（一社）新虎通りエリアマネジメント H29.10.10 地域のにぎわい創出に資する活動を継続・拡大  するための、道路占用の特例制度活用 

（一社）アーバン 

デザインセンター大宮 
H29.12.26 都市利便増進協定制度の活用 

栄ミナミまちづくり(株) H30.3.1 デジタルサイネージ事業、有料駐輪場事業、シェアサイクル事業、アーチ添加広告事業の実施 

（一社）TCCM H30.5.2 道路占用の特例区域、都市利便増進協定について 

(株)まちづくり大津 H30.6.21 道路占用許可特例、都市公園占用許可特例 活用（シェアサイクルポートの設置） 

（一社）渋谷駅前エリアマネジメント H30.10.1 
官民連携した魅力ある公共空間（にぎわいのある 地下歩行者空間）の整備・活用・管理を図るため、道路占用許可の特例を

活用した食事施設及び 購買施設の設置 
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◉ 市町村都市再生協議会の設立実績（22 件） 

協議会名 自治体 設立年度 協議会名 自治体 設立年度 

田名部まちなか再生協議会 青森県むつ市 H24 福山市都市再生協議会 広島県福山市 H28 

長井市都市再生整備計画検討委員会 山形県長井市 H25 府中市都市再生協議会 広島県府中市 H28 

土佐市都市再生協議会 高知県土佐市 H26 丸亀市都市再生協議会 香川県丸亀市 H28 

五泉市都市再生協議会 新潟県五泉市 H27 南国市都市再生協議会 高知県南国市 H28 

宇部市都市再生推進協議会 山口県宇部市 H27 彦根市都市再生協議会 滋賀県彦根市 H28 

高知市都市再生協議会 高知県高知市 H27 秋田市都市再生協議会 秋田県秋田市 H29 

飯塚市地域連携都市政策協議会 福岡県飯塚市 H27 早島町都市再生協議会 岡山県早島町 H29 

水戸市都市再生協議会 茨城県水戸市 H28 直方市都市再生協議会 福岡県直方市 H29 

春日部市都市再生協議会 埼玉県春日部市 H28 古平町都市再生協議会 北海道古平町 H30 

市原市都市再生協議会 千葉県市原市 H28 長万部まちづくり推進会議 北海道長万部町 H30 

竹原市都市再生協議会 広島県竹原市 H28 四万十市都市再生協議会 高知県四万十市 H30 
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9.  都市再生推進法人 

9-1.  

 

都市再生推進法人（法第１１８条～第１２３条）※平成 30 年 12 月末時点 

都市再生推進法人一覧（50 法人・指定日順） 

◉ まちづくり会社：28 団体 

指定日 所在地 法人名 指定日 所在地 法人名 

H23.12.9 札幌市  札幌大通まちづくり 株式会社  H29.12.26 和歌山市  株式会社 紀州まちづくり舎 

H24.3.2 富山市  株式会社 まちづくりとやま  H29.12.26 和歌山市  株式会社 sasquatch（サスカッチ） 

H24.3.30 飯田市  株式会社 飯田まちづくりカンパニー H29.12.26 和歌山市  株式会社 真田堀家守舎 

H24.5.28 川越市  株式会社 まちづくり川越 H29.12.26 和歌山市  株式会社 ワカヤマヤモリ舎 

H25.4.18 福井市  まちづくり福井 株式会社 H29.12.26 和歌山市  株式会社 宿坊クリエイティブ 

H25.9.3 千代田区  秋葉原タウンマネジメント 株式会社 H30.1.29 和歌山市  ユタカ交通 株式会社 

H25.9.25 牛久市  牛久都市開発 株式会社 H30.2.20 大津市  株式会社 まちづくり大津 

H25.12.27 草津市  草津まちづくり 株式会社 H30.2.22 名古屋市  栄ミナミまちづくり 株式会社 

H27.3.9 東海市  株式会社 まちづくり東海 H30.3.26 大船渡市  株式会社 キャッセン大船渡 

H27.3.20 長浜市  えきまち長浜 株式会社 H30.10.1 川口市  川口都市開発 株式会社 

H27.7.15 むつ市  田名部まちづくり 株式会社 H30.10.5 春日井市  高蔵寺まちづくり 株式会社 

H28.6.30 目黒区  株式会社 ジェイ・スピリット H30.10.26 合志市  株式会社 こうし未来研究所 

H28.9.1 桜井市  桜井まちづくり 株式会社 H30.11.1 水戸市  株式会社 まちみとラボ 

H29.7.7 岐阜市  柳ヶ瀬を楽しいまちにする 株式会社 H30.12.28 多治見市  多治見まちづくり 株式会社 
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◉ 社団・財団法人：18 団体 

指定日 所在地 法人名 指定日 所在地 法人名 

H25.9.3 千代田区  一般社団法人 大手町・丸の内・有楽町地区 

 まちづくり協議会 

H28.7.12 さいたま市  一般社団法人 美園タウンマネジメント 

H26.1.14 柏市  一般社団法人 柏の葉アーバンデザインセンター H29.10.4 さいたま市  一般社団法人 アーバンデザインセンター大宮 

H26.2.14 柏市  一般財団法人 柏市まちづくり公社 H29.10.10 東京都港区  一般社団法人 新虎通りエリアマネジメント 

H26.3.31 柏市  一般財団法人 柏市みどりの基金 H29.12.26 和歌山市  一般社団法人 みんとしょ 

H26.7.29 大阪市  一般社団法人 グランフロント大阪ＴＭＯ H30.3.23 豊田市  一般社団法人 TCCM 

H27.3.26 新宿区  一般社団法人 新宿副都心エリア環境改善委員会 H30.5.11 渋谷区  一般社団法人 渋谷駅前エリアマネジメント 

H27.6.2 千代田区  一般社団法人 有楽町駅周辺まちづくり協議会 H30.6.24 静岡市  一般社団法人 草薙カルテッド 

H27.6.24 千代田区  一般社団法人 日比谷エリアマネジメント H30.11.27 東京都港区  一般社団法人 竹芝エリアマネジメント 

H28.1.14 仙台市  一般社団法人 荒井タウンマネジメント H30.12.18 前橋市  公益財団法人 前橋市まちづくり公社 

 

◉ NPO 法人：４団体 

指定日 所在地 法人名 指定日 所在地 法人名 

H24.3.30 飯田市  特定非営利活動法人 南信州おひさま進歩  H29.12.26 和歌山市  特定非営利活動法人 砂山バンマツリ  

 特定非営利活動法人 いいだ応援ネットイデア   特定非営利活動法人 愛福会  
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◉ 都市再生推進法人（平成 30 年 12 月末現在 50 法人） 
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事例－１ 札幌大通まちづくり株式会社 
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事例－２ まちづくり福井株式会社 
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10.  道路占用許可の特例  

10-1.  

 

道路占用許可特例制度 （第 46 条 10・11 項 法第 62 条）  

事例-1 新宿 3 丁目 4 番街オープンカフェ、屋外広告物  
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事例－２ 高崎まちなかオープンカフェ、コミュニティサイクル 
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事例－３ 大阪うめきた先行開発地区 
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事例－４ 岡山駅東口地区コミュニティサイクル 
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11.  都市利便増進協定  

11-1.  

 

都市利便増進協定（法第４６条第１３項 法第７４条～第８０条）  

事例-1 札幌大通地区  
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事例－２ 富山市中心市街地地区 
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12.  都市再生（整備）歩行者経路協定  

12-1.  

 

都市再生（整備）歩行者経路協定（法第 45 条の 2 法第 46 条第 12 項 法第 73 条） 

事例―１ はかた駅前通り地下通路 （福岡市博多区）  

 

 

 

 

 



 

  

 

相談・問い合わせ先  

◆ 国土交通省 都市局 まちづくり推進課 

  TEL：03-5253-8111（内 32543,32575） 

 

 各地方整備局等 担当課 

 北海道開発局 事業振興部 都市住宅課 

 TEL：011-709-2311 

 

 東北地方整備局 建政部 都市・住宅整備課 

 TEL：022-225-2171 

 

 関東地方整備局 建政部 都市整備課 

 TEL：048-600-1907 

 

 北陸地方整備局 建政部 都市・住宅整備課 

 TEL：025-280-8755 

 

 中部地方整備局 建政部 都市整備課 

 TEL：052-953-8573 

 

 近畿地方整備局 建政部 都市整備課 

 TEL：06-6942-1080 

 

 中国地方整備局 建政部 都市・住宅整備課 

 TEL：082-511-6192 

 

 四国地方整備局 建政部 都市・住宅整備課 

 TEL：087-811-8315 

 

 九州地方整備局 建政部 都市・住宅整備課 

 TEL：092-707-0187 

 

 （内閣府）沖縄総合事務局 開発建設部 建設産業・地方整備課 

 TEL：098-866-1910 

 

 

 

 


