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1．はじめに
今年、鹿児島のまちは大河ドラマ「篤姫」という

強い追い風を受けて元気である。
鹿児島市は、市街地から約 4 km の海上にある世

界有数の活火山桜島と波静かな鹿児島湾（錦江湾）
の風景が東洋のナポリと称せられる雄大な自然景観
や固有の豊かな歴史・文化を持ち、市内には豊富な
温泉が湧き出る県庁所在地では日本一の泉源数を誇
る国際観光都市である。

平成 8 年に中核市へ移行し、平成 16 年には隣接 5
町と合併し市域面積約 547 km2、人口 60 万人を擁す
る都市となり、現在 3 年後の平成 23 年春の九州新幹
線鹿児島ルートの全線開業を見据えて、日本の南の
交流拠点都市づくりに行政と民間が一体となって取
り組んでいる。

鹿児島市の中心市街地“九州新幹線と桜島”

そして本市が今後とも活力と魅力に満ちた都市と
してさらに大きく飛躍発展するために、まちの顔で
ある中心市街地の活性化を目的に新たな中心市街地
活性化基本計画を策定し、平成 19 年 12 月 25 日付
で全国 24 都市目、九州で 5 都市目となる内閣総理大
臣の認定を受けた。

2．中心市街地の状況
本市の中心市街地は、広域型商業機能をはじめ政

治 ･ 経済、教育 ･ 文化、医療など多様な都市機能や
施設が集積する本市のまちの顔であり、これまで地
域経済や社会の発展に大きな役割を担ってきた。そ
して平成16年3月の九州新幹線鹿児島ルートの新八
代～鹿児島中央間の部分開業は、まちなかに予想以
上のにぎわいと活気をもたらしてくれた。

こうした中心市街地ではあったが、近年の景気
低迷の影響に加えてモータリゼーションの進展に対
応した郊外型大型商業施設の相次ぐ出店、インター
ネットや通信販売等による消費者の購買スタイルの
変化等により、中心商店街の歩行者通行量や小売業
販売額が年々減少するなど、中心市街地の相対的な
まちの活力や都市機能の低下が懸念されている。

また、近年、中心市街地においては活発な民間マン
ションの建設に伴い居住人口が増加に転じている。
こうした人口の都心回帰傾向は持続可能な地域社会
づくりのプラス要因ではあるが、同時に地域コミュ
ニティの形成と活動の促進、安心・安全で快適に暮
らせる生活環境の整備も大きな課題である。

3．新中活計画策定の背景
このように、中心市街地を取り巻く環境が変化し

厳しさを増すなか、3 年後に迫った新幹線全線開業
への備えと中心市街地外に相次いで進出する大型商
業施設等への対応という喫緊課題の解決と中心市街
地の魅力向上やにぎわい創出を図るために新たな中
活計画の策定が必要となった。

本市はこれまで旧中活法に基づき平成11年5月に
旧中活計画を策定し、「ホスピタリティあふれるかご

鹿児島市中心市街地活性化推進室長　山下　正昭

鹿児島市中心市街地活性化基本計画について
『海と陸を結ぶ　南の“歓・交”拠点都市の創造』を目指して
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しまの創造」をコンセプトに掲げて行政と民間が一
体となって活性化に取り組んできた。

今回は、旧中活計画の成果や反省点等の検証と持
続可能な中心市街地のまちづくりについて中心市街
地活性化協議会等において各面から協議 ･ 検討をい
ただいて新中活計画を策定した。

4．計画区域と計画期間
計画区域は、中心商店街のいづろ・天文館地区を中

心とする旧中活計画区域（約 282 ha）を基本に、陸
の玄関である鹿児島中央駅から JT 跡地に至る地区 

（約 54 ha）と海の玄関である鹿児島港本港区ウォー
ターフロント地区（約 32 ha）を新たに追加して 約
368 ha としている。

計画期間は、新幹線が全通する平成 23 年を計画の
通過点と位置づけ、持続的な中心市街地の活性化を
促進させていく必要があることを考慮し、開業 2 年
後の平成 25 年 3 月までの 5 年 4 ヶ月間としている。

Ｎ
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中心市街地面積
 約368ha

鹿児島市の中心市街地区域図

5．活性化の基本的な方針
本計画では、中心市街地の中長期的なまちづくり

のコンセプト「海と陸を結ぶ　南の“歓・交”拠点
都市の創造～観光・商業・交流によるにぎわいのあ
るまちづくり～」と 3 つの基本的な方針を次のとお
り定めて、各種施策や事業を戦略的に推進する。
※コンセプト：陸の玄関である鹿児島中央駅と海の
玄関である鹿児島港本港区を結ぶ計画区域は、南九
州随一の繁華街天文館をはじめ多くの人々が訪れる

国際観光都市のまちの顔であることから、全ての
人々を温かく歓

4

迎するホスピタリティにあふれ、人・
もの・情報が活発に交

4

流する“歓
4

・交
4

”拠点都市の
実現に向けて、観光・商業・交流の振興によるまち
づくりを推進する。

基本的方針①：「気軽にまち歩きを楽しめる回遊性
のあるまちづくり」
人々が安心してまちを訪れ、快適に、かつ楽しく

時間を過ごせるような、にぎわいと安らぎのある都
市空間を整備し、中心市街地がこれまで培ってきた
まちの多様性や海と陸の玄関としての交通結節機能
を生かして、市民・県民はもとより、観光客等を含
むすべての来街者が、気軽にまち歩きを楽しめる回
遊性のあるまちづくりを推進する。

基本的方針②：「人々が住まい、集い、活気のあるま
ちづくり」
中心市街地として、住民や来街者のニーズを満た

す多様な都市施設の整備、民間や行政の各分野にお
けるサービスの充実により、まちなかの利便性・快
適性を生かした高齢者を含むすべての人々が暮らし
やすいまちづくりを推進するとともに、本市固有の
歴史や文化が育んだ中心市街地の個性と特色を生か
した都市型観光、着地型観光を展開し、国内外から
多くの観光客が訪れる活気のあるまちづくりを推進
する。

基本的方針③：「多面的な魅力とにぎわいあふれる
まちづくり」
広域から集客できる中心市街地の核となる商業機

能の充実と迎え入れ態勢の強化、おもてなしの心の
醸成を図るとともに、まちなかに出かける楽しさを
演出することにより、長時間滞在したくなる多面的
な魅力とにぎわいあふれるまちづくりを推進する。

6．計画の目標及び数値目標

（1）計画期間内の目標

目標①　まちなかのにぎわいの創出と回遊性の向上
陸と海の玄関としての交通結節機能を生かし、気

軽にまち歩きを楽しめる安心で快適な歩行者空間の
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整備や、新たな都市機能の整備充実により、まちな
かのにぎわい創出と回遊性の向上を目指す。
目標②　九州新幹線の開業効果を生かした観光の振興

入込観光客を増やすため魅力多彩な都市型観光の
振興を図り、まちなかのにぎわいを高めるとともに、
新たな需要創出へとつながる新幹線全線開業の効果
を最大限生かした観光の振興を目指す。
目標③　南九州随一の中心市街地の商店街活性化

広域から集客できるような中心市街地の核となる
商業機能の充実や、来街者のニーズを満たし、人々
が訪れたくなるような魅力にあふれ、持続的に発展
するにぎわいのある商店街の活性化を目指す。

（2）数値目標の設定

計画の 3 つの目標の達成状況を的確に把握し、定
期的にフォローアップが可能な指標として、次の 3
つの数値目標を設定している。
　目標①の数値目標

鹿児島中央駅アミュプラザが開業した平成 16 年
当時を上回る数値を目標値としている。

評価指標
現況値

平成 18年

目標値

平成 24年

歩行者通行量

（20地点、

 土日合計）

125,531人/日 150,000人/日

　目標②の数値目標
鹿児島市観光未来戦略で目標としている市全体の

10,000,000 人を達成する上で中心市街地が担うべき
数値を目標値としている。

評価指標
現況値

平成 18年

目標値

平成 24年

中心市街地

の年間入込

観 光 客 数 

6,801,000人 8,000,000人

　目標③の数値目標
計画期間中の小売業年間販売額の減少傾向に歯止

めをかけ、郊外型大型商業施設出店による影響が顕
著となる以前の平成 16 年当時の状況に回復する数
値を目標値としている。

評価指標
現況値

平成 16年

目標値

平成 24年

小売業年間

商品販売額
2,094億円 2,100億円

7．目標達成のための主要な事業
計画に掲げた 3 つの中心市街地活性化の目標及

び数値目標を達成するために 5 つの施策区分に基づ
き、行政や民間主体のハード・ソフト事業合わせて
63 事業を盛り込んでいる。

①市街地の整備改善（12 事業）
南九州の交流拠点都市として、個性と魅力ある都

市空間の創出、人口の都心回帰傾向を受けてすべて
の人々が安心して暮らしやすい生活環境の整備、国
際観光都市にふさわしい景観や施設整備等を図る。
■中央町 22 番街区市街地再開発事業

集客力を高め、にぎわいの創出と活性化を図るた
め、魅力ある商業機能と業務機能を持つ再開発ビル
を建設する。
■歴史ロード“維新ふるさとの道”整備事業

篤姫効果を持続させて滞在型観光の振興と交流人
口の増加を図るため、西郷隆盛生誕地に隣接する地
区に下級武士屋敷の再現や歴史を感じながら散策で
きる空間を整備する。
■市電軌道敷緑化整備事業　

全国初の本格的な軌道敷緑化（芝生化）を実施し、
個性と魅力ある都市景観の創造及びヒートアイラン
ド現象の緩和など、路面電車の活用により、回遊性
の向上と活性化を図る。

軌道敷緑化＆新型 LRT「ユートラムⅡ」
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②都市福利施設の整備（7 事業）
少子・高齢社会に対応した効率的で安心して暮ら

せる社会システム、都市環境の再構築等により、ま
ちなかの活力を維持増進する都市福利施設の整備と
既存施設の有効活用を図る。
■ JT 跡地（約 6.9 ha）の有効活用

市立病院と交通局の電車施設・局舎の移転整備に
より、市民福祉と都市機能の向上及び中心市街地活
性化のための有効活用を検討する。
■親子つどいの広場整備事業

まちなかに子育て支援施設と市営自転車等駐車場
との複合施設を整備して、地域の子育て支援機能の
充実及び来街者のアクセス利便性の向上を図る。

1F ～ 4F 市営駐輪場、5・6F 親子つどいの広場

③ まちなか居住の促進（5 事業）
民間活力による魅力ある商業施設を兼ね備えた良

好な都市型住宅の供給促進、低未利用地の有効活用、
安心・安全で快適に暮らせる地域コミュニティ活動
の支援と促進を図る。
■中央町 23 番街区市街地再開発事業

九州新幹線の全線開業に向けて、鹿児島中央駅に
近接する南部地区の中央に位置する当街区では、隣

接する 22 番街区と連携して魅力ある商業施設の整
備と都市型住宅の供給を通して、新たなにぎわいの
創出と活性化を図る。
■みんなで参加 わがまちづくり支援事業

町内会等が行う自主的イベント等を支援し、地域
コミュニティ活動を通して、住みやすい地域・生活
環境づくりを促進する。
■安心安全パートナーシップ事業　

地域住民の自主的な防犯パトロール隊の結成と
活動を支援し、行政との協働による安心安全で住み
やすい生活環境や地域コミュニティづくりを促進す
る。

④ 商業の活性化（28 事業）
多様な消費者ニーズや商業環境の変化に対応し、

新幹線開業効果を生かして多くの来街者でにぎわう
魅力あふれる商業空間づくりを推進し、持続可能な
中心商店街の活性化を図る。
■いづろ商店街ショッピングモール化事業

アーケードの再整備と各種ソフト事業の実施によ
り快適な買物空間の整備と回遊性向上を図り、総延
長約 3.2km に及ぶいづろ・天文館地区ショッピング
モール全体の活性化を実現する。

Ｈ 20 年 12 月　総延長 560 m 完成予定

■いづろ・天文館地区商業活性化事業
■いづろ・天文館にぎわい創出事業

中心市街地の老舗百貨店（山形屋）の増床整備に
当たり、市道廃止と合わせて敷地整序型土地区画整
理事業を活用して土地の有効 ･ 高度利用を図るとと
もにイベント広場とプロムナードを整備し、来街者
の増大と商業活性化を図る。

さらに、廃止市道の換地として市が取得する用地23 番街区再開発ビル（H22 年 7 月完成予定）
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については民間主体による新たな拠点施設の整備を
促進し、にぎわいの創出を図る。

①　市道諏訪小路3号線廃止　⇒　②　敷地整序型認可手続き（仮換地指定）⇒　③　立体都市計画通路の決定手続き（管理協定の締結）　⇒　④　建築確認申請

新3号館
（増築）

既存２号館
（増築）

仮換地指定
（山形屋所有地）

立体都市計画通路の決定
・歩行者の24時間通行の確保

仮換地指定
〔普通財産〕

（鹿児島市有地）

新５号館（新築）

敷地内歩道の設置
（幅員2ｍ）

市道諏訪小路
3号線の廃止

①

③

荷捌き車両搬入ルート
（新3号館地階）

イベント広場
（約500㎡）

中心市街地活性化の
活用用地として確保

換地手法による入替え
敷地整序型土地区画

整理事業の実施

地下通路

舗装の打替え

②

市
　
電
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要
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島
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国
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中町2号線

天
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3
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線

中町3号線

敷地整序型土地区画整理事業
施行地区

新
納
屋
通
1
号
線

敷地整序型土地区画整理事業　施行概念図

イベント広場イメージ（Ｈ 23 年度完成予定）

■“We Love 天文館”活性化事業
百貨店、商店街、ホテル、飲食店等の様々な活動

主体が一体となって We Love 天文館協議会を設立
し、「天文館まちづくり憲章」のもと各種イベントの
開催等を実施して活性化を図る。
■大河ドラマ「篤姫」対策推進事業　

大河ドラマ「篤姫」の放映に合わせて「篤姫館」
の設置運営と広報宣伝を通して本市観光の振興を図
り、入込観光客の増大による中心市街地のにぎわい
創出と活性化を図る。

⑤ 公共交通機関の利便増進（11 事業）
少子高齢化やバリアフリー化、環境に配慮した来

街しやすい交通環境の整備と公共交通機関の利便性
向上を図り、人と環境にやさしい中心市街地づくり
を推進する。
■バスロケーションシステム導入調査事業　

公共交通利用者のニーズを反映した効果的な情報
提供システムの導入により、利便性向上と中心市街

地の活性化を図る。
■カゴシマシティビュー運行事業

市内観光周遊バスの運行充実により、気軽にまち
歩きが楽しめるよう利用者の利便性とまちなかの回
遊性向上を図る。

カゴシマシティビュー（新型）

8．都市計画手法の活用
中心市街地の活性化を実現し、市全体で都市機能

がバランスよく配置されるよう市内のすべての準工
業地域において合計床面積 1 万 m2 を超える大規模
集客施設の立地を制限する都市計画決定告示と建築
条例を、改正都市計画法の施行に合わせて平成 19 年
11 月 30 日から施行した。

また、景観法に基づき本市独自の内容を含む景観
条例の制定と景観計画の策定を行い、本年 6 月 1 日
から施行した。

このことにより、中心市街地においては、広く市
民が大切に思い、観光客等にも親しまれている錦江
湾に浮かぶ桜島への眺望景観の確保や景観形成重点
地区の指定による歴史景観の保全、建築物等の色彩
や屋外広告物等を適正に誘導するなど、鹿児島らし
い景観の実現に向けた取組みを進めることとしてい
る。

9．認定中活計画の推進体制
計画目標の達成を図るためには、各事業主体にお

ける PDCA サイクルの確立と、計画フォローアップ
が重要であることから、中心市街地活性化協議会を
中心に様々な主体が活発に協議を重ね理解を得なが
ら、現行の目標を上回る効果が上げられるよう計画
の着実な推進に全力を傾注することとしている。
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また、市内部には副市長を座長に局長級による推
進調整会議と、関係課長 31 名で構成する幹事会を設
置して全庁横断的に連携して計画の推進・実現を図
る体制を強化した。

10．おわりに
認定中活計画は、本市の都市像「人とまち　個性

が輝く元気都市・かごしま」のまちの顔とも言える

中心市街地の活性化を実現するための 5 年間限定の
実施計画である。

今後、各種掲載事業の着実な推進に努め、九州新
幹線の開業効果とパワー、大河ドラマ「篤姫」効果
による交流人口の増加などの追い風を生かし、持続
可能な中心市街地づくりを市民、事業者、関係行政
機関等が連携して強力に推進してまいりたいと考え
ている。

（やました　まさあき）

 鹿児島市中心市街地活性化基本計画：事業位置図

Ｎ

１４．ＪＴ跡地活用検討事業

６１．交通局施設リニューアル事業
（局舎・電車施設）

１３．(仮称)鹿児島市立病院整備事業

１５．(仮称)いづろ・天文館にぎわい創出事業

１６．(仮称)親子つどいの広場施設整備事業

２８．(仮称)いづろ・天文館地区商業活性化事業(山形屋増床整備を含む）

１７．かごしま水族館
１０周年記念事業

１．中央町２２番街区
市街地再開発事業

２９．アジア青少年芸術祭開催事業

１８．みなと大通り別館整備事業

４．歴史ロード“維新ふるさとの道”(仮称)整備事業

５．甲突川右岸緑地整備事業

１１．(仮称)清滝川通り整備事業

７．市電軌道敷緑化整備事業

８．舗装新設・歩道整備事業 １０．ブルースカイ計画事業

６．ファンタスティックイルミネーション推進事業

１９．維新ふるさと館体感
ホールリニューアル事業

２０．みんなで参加　わがまちづくり事業

４８．“We Love 天文館”活性化事業

３０．商店街ファンタスティックイルミネーション事業

３１．街なか空き店舗活用事業

３３．鹿児島ぶらりまち歩き推進事業

３２．（仮称）新規創業者育成支援事業

３６．都市型産業振興事業

３７．かごしま春祭開催事業

４２．商店街一店逸品運動推進事業

３９．朝市・フリーマーケット開催事業

３８．レンタサイクル・
タウンモビリティ事業

４１．通りとオープンスペースを活用したソフト事業

４０．商店街ファサード整備事業

３４．かごしま錦江湾サマー
ナイト大花火大会開催事業

４３．おはら祭推進事業

４４．バリアフリー天文館開催事業

４５．頑張る商店街支援事業

４６．にぎわい商店街づくり支援事業

５９．連接式超低床電車購入事業

６０．桜島フェリー
バリアフリー化事業

５４．市電車体更新事業

５８．バス車両更新事業

５３．市電軌道改良事業

商業の活性化街なか居住の推進都市福利施設の整備市街地の整備改善 公共交通機関の利便増進※施策区分の色分け

そ　　の　　他鹿　児　島　市 民間事業者等※実施主体の色分け

※位置図に表示できない事業

６２．カゴシマシティビュー運行事業

６３．鹿児島都市圏における旅客流動の公共
交通への誘導対策（エコ通勤の社会実験）

２７．(仮称)中央町２２番街区テナントミックス事業

４７．おぎおんさあ(祇園祭)開催事業

９．鹿児島駅周辺都市
拠点総合整備事業

（まちづくりガイドライン作成検討）

４９．“みなとゆめ市場”開催事業

５０．鹿児島カップ火山めぐり
ヨットレース開催事業

１２．（仮称）景観に配慮した屋外広告物のあり方検討事業

２１．安心安全パートナーシップ事業（防犯パトロール隊支援事業)

２２．「みんなの目」パトロール事業

２３．青色防犯灯犯罪防止調査研究モデル事業

２４．中央町町内会
公民館整備事業

５２．大河ドラマ「篤姫」対策推進事業

５１．遊覧船運航事業

５５．新船建造事業

２５．いづろ商店街ショッピングモール化事業

２６．（仮称）照国表参道商店街ショッピングモール化事業

２．中央町２３番街区
市街地再開発事業

５６．市電停留場上屋整備事業

５７．バスロケーションシステム導入調査事業

３５．鹿児島大学との連携による商店街活性化策検討事業

３．中町自転車等駐車場（仮称）整備事業

鹿児島市中心市街地活性化基本計画　掲載 63 事業位置図


