
市 福 居 経 交

○ ○

○ ○

○ ○

概要支援措置事業名

市町村全域(km2)

656.32km² 約102ha

都市機能の増進(法第15条第1項第1号)

中心市街地活性化協議会

特別用途地区

都市計画決定日

H23.4.1

市町村全域(人)

146,720人(H23.8）

中心市街地(人)

面積

149店舗（H25～29累計）

(株)まちあい徳山

最終変更日

H28.3.15

名称

終了

人口
認定日

H30.3H25.3.29

設立日

25,277人/日　（H24） 28,000人/日　（H29）

5,828人

H22.10.11

目標

みんなが行きたくなる、魅力あるモノやサービスが溢れるまち

H25.3

区分

中心市街地(ha)

街なかの歩行者等通行量

指標

経済活力の向上(法第15条第1項第2号)

徳山商工会議所

目標現況

中心商店街等の新規出店数 100店舗（H19～24累計）

基本計画名称

周南市中心市街地活性化基本計画

実施主体

開始

計画期間

①H25

5年

みんなが快適に過ごせる、歩きたくなるまち

市町村名

周南市

都道府県名

支援措置
期間

山口県

事業期間

期間

②H26

①社会資本整備総合交付
金（都市再生整備計画事
業（徳山駅周辺地区）と
一体の効果促進事業）

周南市中心市街地活性化協議会

現・徳山駅ビル用地取得、新・徳山駅ビルの基本計画の策定、
基本設計、実施設計、民間活力導入図書館、市民活動支援セン
ター、商業施設、交番等の複合施設の整備

②社会資本整備総合交付
金（都市再生整備計画事
業（徳山駅周辺地区））

③社会資本整備総合交付
金（都市再生整備計画事
業（周南市中心拠点再生
地区）（都市再構築戦略
事業））

③H27～29

H24～H29

賑わい交流施設整備事業
①賑わい交流施設整備事業（基本
設計）
②駅ビル跡地等活用事業（実施設
計、用地）
③賑わい交流施設整備事業、賑わ
い交流施設整備事業（図書館）

周南市
山口県
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区分
実施主体

支援措置
期間

事業期間

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○周南市
バリアフリー化として市道徳山港線において点字ブロック等を
設置

H23～H26
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（徳山駅周辺地区））

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（徳山駅周辺地区））

ポケットパークの整備

駅前ロータリー美装化事業 H27
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（徳山駅周辺地区））

H27 周南市 徳山駅前ロータリーの美装化

ポケットパーク整備事業
H26

H27～H31

周南市

南北自由通路等整備事業
①南北自由通路整備事業
②徳山駅橋上駅舎事業
③徳山駅移動円滑化施設等整備事
業

②社会資本整備総合交付
金（都市再生整備計画事
業（徳山駅周辺地区）と
一体の関連社会資本整備
事業）

②H23～H26

市道バリアフリー化整備事業（市
道徳山港線）

周南市

徳山駅東側の駐輪場の整備

駅東側区画道路整備事業 H24～H26

H25～H27

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（徳山駅周辺地区））

H25～H26

駅東側駐輪場整備事業

H26～H31

自由通路関連設備整備事業 H26
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（徳山駅周辺地区））

③社会資本整備総合交付
金（都市再生整備計画事
業（徳山駅周辺地区）と
一体の関連社会資本整備
事業）

③H24

周南市 徳山駅東側の区画道路の整備

H23～H27

②周南市

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（徳山駅周辺地区））
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（周南市中心拠点再生地
区）（都市再構築戦略事
業））

H22～H26

③西日本旅客鉄道株
式会社

①社会資本整備総合交付
金（都市再生整備計画事
業（徳山駅周辺地区））

①H23～H26 ①周南市

徳山駅の南北をつなぐ安全で快適な歩行者空間として自由通路
等を整備

H26 周南市 自由通路に防犯カメラ、デジタルサイネージ等を設置

H23～H26
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○

○

○ ○

○ ○

○

○

○

○

○ ○

○ ○

市道バリアフリー化整備事業（市
道築港町３号線）

H23～H26
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（徳山駅周辺地区））

H23～H26 周南市
バリアフリー化として市道築港町３号線において点字ブロック
等を設置

①H25～H26

②社会資本整備総合交付
金（都市再生整備計画事
業（徳山駅周辺地区）と
一体の効果促進事業）

②H24～H26

④社会資本整備総合交付
金（都市再生整備計画事
業（周南市中心拠点再生
地区）（都市再構築戦略
事業））と一体の効果促
進事業

④H27～H31

銀座通歩車共存道路整備事業
①歩車共存道路化検討事業
②銀座通歩車共存道路整備事業

周南市

①H23～H26
H27～H30

②H27～H31

①社会資本整備総合交付
金（都市再生整備計画事
業（徳山駅周辺地区））
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（周南市中心拠点再生地
区）（都市再構築戦略事
業））と一体の効果促進
事業

銀座通で歩行者と車が共存できる快適な道路空間を整備H23～H31

①社会資本整備総合交付
金（都市再生整備計画事
業（徳山駅周辺地区）と
一体の効果促進事業）

②社会資本整備総合交付
金（都市再生整備計画事
業（周南市中心拠点再生
地区）（都市再構築戦略
事業））

Ｚｏｏっと周南推進事業
①パークタウン等実現化事業
②パークタウン等社会実験
③まちづくりイベント等
④ICT　ZOO

H23～H31 周南市
まち歩きルートの公認、ネーミングアート、ラッピングバス、
動物モニュメント、動物を模した案内表示や工作物等の整備、
ICTの活用、まちづくりイベント等

市道バリアフリー化整備事業（市
道岡田原築港線）

H26
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（徳山駅周辺地区））

H26 周南市
バリアフリー化として市道岡田原築港線において点字ブロック
等を設置

駅南側駐輪場整備事業
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（徳山駅周辺地区）

徳山駅南側の駐輪場の整備周南市H26 H26

駐輪場防犯カメラ整備事業 徳山駅南側及び東側駐輪場に防犯カメラを設置
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（徳山駅周辺地区））

H26 H26 周南市

③社会資本整備総合交付
金（都市再生整備計画事
業（徳山駅周辺地区））

③H26
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○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○

○

○ ○

○

○ チャレンジショップに対する補助

市役所新庁舎等建設事業 H24～H30 H28～H30

社会資本整備総合交付金
（下水道事業、都市水環
境整備下水道事業）

店舗実証実験事業 H22～H27
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（徳山駅周辺地区））

H23～H27

徳山駅南口広場整備事業

徳山駅北口広場整備事業 H22～H31
社会資本整備総合交付金
（道路事業（街路））

老朽化した市役所本庁舎の建て替えに向けた基本構想・基本計
画の策定、基本設計、実施設計、新庁舎の建設、市民交流施
設、駐車場等の整備

H22～H31 周南市

周南市

社会資本整備総合交付金
（道路事業（街路））

H22～H28H22～H28

ＪＲ徳山駅南口広場の拡幅・整備

浸水対策整備

周南市 ＪＲ徳山駅南口広場の拡幅・整備

①社会資本整備総合交付
金（道路事業（街路）と
一体の効果促進事業）

①H23～H29

公共下水道長寿命化対策事業（管
渠）

H23～H29 H23～H29 周南市 下水道長寿命化計画の策定、管渠改築工事

②H27～H29

公共下水道建設事業（雨水） H22～H26 H22～H26 周南市

まちなかアメニティ推進事業 H25～H30

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（徳山駅周辺地区））
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（周南市中心拠点再生地
区）（都市再構築戦略事
業））と一体の効果促進
事業

H25～H26
H27～H30

(株)まちあい徳山
休憩施設、公衆トイレ、授乳室、バリアフリー設備等を対象と
した補助

駅西側駐車場・駐輪場整備事業
①駅西側駐車場・駐輪場整備事業
②賑わい交流施設整備事業（駐車
場分）

H23～H29 周南市 徳山駅西側の駐車場及び駐輪場の整備

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（周南市中心拠点再生地
区）（都市再構築戦略事
業））

周南市

社会資本整備総合交付金
（下水道事業、都市水環
境整備下水道事業）

②社会資本整備総合交付
金（都市再生整備計画事
業（周南市中心拠点再生
地区）（都市再構築戦略
事業））
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○

銀南街商店街の道路環境整備H24～H29

銀南街リニューアル事業（道路環
境整備）
①実施設計
②市道整備

まちづくり交通実態調査等事業 H23～H31

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（徳山駅周辺地区））
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（周南市中心拠点再生地
区）（都市再構築戦略事
業））と一体の効果促進
事業

H23～H26
H27～H31

周南市 中心市街地内における自動車や歩行者等の交通量調査

①社会資本整備総合交付
金（都市再生整備計画事
業（徳山駅周辺地区））

H26

②社会資本整備総合交付
金（都市再生整備計画事
業（周南市中心拠点再生
地区）（都市再構築戦略
事業））

H27～H29

周南市
銀南街商店街振興組
合

○


