
令和３年４月１日 

都 市 局 

まちづくり推進課 

官民連携によるまちづくりを推進します！ 

～令和３年度 官民連携まちなか再生推進事業の実施事業者を決定～ 

 

本日、国土交通省は「居心地良く歩きたくなるまちなか」の形成をはじめ、多

様な人材の集積や様々な民間投資を惹きつけ、都市の魅力・国際競争力の向上を

目的とした取組を支援する「官民連携まちなか再生推進事業」の実施事業者を決

定しました。 

 

本事業は、官民の多様な人材が参画する「エリアプラットフォームの構築」やまちな

かの将来像を明確にした「未来ビジョン等の策定」、民間まちづくり活動における先進団

体が実施する「普及啓発事業」に対して補助を行うものです。 

今般、令和２年１２月２１日から令和３年１月２２日まで公募を行い、応募のあった

８３者の中から、外部有識者からなる審査委員会での審査を踏まえ、別紙のとおり補助

対象となる実施事業者６７者を決定しました。 

 

○エリアプラットフォーム活動支援事業 ５９者 

官民の多様な人材が参画し、未来ビジョン等の作成を行う「エリアプラットフォーム」の構築に資する取組

や運営、まちなかの将来像を明確にした「未来ビジョン等の新規策定」を支援します。 

＜実施事業の例＞  

・「ポストコロナ」の新たな日常を発想し、安全で快適な新しいウォーカブルモデルの実現のため、「つなが

り・ひろがる杜と人が織りなすウォーカブルシティへ」をコンセプトに、個々の空間資源や人の営みを活

かし、つなぐことで、多様な人と場所が広がる人と企業に選ばれるまちなかの形成を目指し、エリアプ

ラットフォームの構築の検討及び未来ビジョン等の新規策定に向けた検討を行う。（一宮市） 

○普及啓発事業 ８者 

 まちづくりの課題に対し、様々な関係者を巻き込んだワークショップの開催、継続性のある活動を

実践する人材の育成を図る仕組みの構築や運営を支援します。 

＜実施事業の例＞ 

・全国各地の「ウォーカブル推進都市」の取組が都市地域経営課題の解決に結びつく内容で実行

されることを目的に、ウォーカブルの考え方に関する要点の講義、「ウォーカブル推進都市」の現

計画をブラッシュアップする相談会などを行う。（株式会社リノベリング） 

 

 【問い合わせ先】 
 国土交通省都市局まちづくり推進課 塚田、堺、諏訪（内線 32543・32563・32575） 
  Tel: 03-5253-8111(代表)  03-5253-8407(直通) FAX：03-5253-1589 



エリアプラットフォーム活動支援事業 補助対象一覧（５９者） 

実施事業者 対象エリア 事業概要 

千歳市 

（北海道） 

グリーンベルト 

周辺エリア 

中心市街地のシンボリックな公共空間であるグリーンベルトなどを有効活用し、

「居心地がよく歩きたくなる」まちなかの形成による賑わいや市民の憩い・交流の場

の創出、働く・住む・賑わいが一体となったエリアを目指し、エリアプラットフォームの

構築及び未来ビジョン策定等の新規策定に向けた検討を行う。 

中土手まちづくり    

推進会議 

（青森県弘前市） 

文化交流エリア 

周辺地域 

アートを基軸とした官民連携による事業構築の実施による、アートとチャレンジが

あふれ、ピクニック気分でちょっとしたおでかけを楽しめるウォーカブルなエリアの

実現を目指す未来ビジョン等の新規策定に向けて、エリアプラットフォームの運営を

行う。 

遠野市 

（岩手県） 

遠野駅前通り地区

（仮称） 

ウィズコロナを見据え、市民の交流と語らいの空間、賑わいの創出を図るともに、

商業ポテンシャルを高めることによりエリア再生を目指し、エリアプラットフォームの

構築及び未来ビジョン等の新規策定を行う。 

仙台市 

（宮城県） 
肴町エリア 

公園を拠点としたエリアにおいて、地域住民の憩いや交流の場、市民や事業者

がチャレンジできる場として、オープンスペースを活用することにより、自分らしいラ

イフスタイルの実現ができ、新たな都市型コミュニティが生まれるようなエリアの実

現に向けて、エリアプラットフォームの構築及び未来ビジョン等の新規策定に向けた

検討を行う。 

仙台市 

（宮城県） 

仙台駅西口周辺 

エリア 

人中心の多様なアクティビティが生まれ、アフターファイブや休日も楽しめる空

間、まちの「顔」となる都市空間の形成に向けた都市個性を活かした風格ある景観

と豊かな歩行空間の創出などを目指し、エリアプラットフォームの構築及び未来ビジ

ョン等の新規策定に向けた検討を行う。 

気仙沼市 

（宮城県）  
中心市街地エリア 

新しい街並みが形成された内湾エリアと古い街並みが残る八日町・三日町エリア

をつなぐまちづくりや商店街の活性化の検討、公共交通の改善により、来訪者を呼

び込み稼げる賑わいの街の創出を目指し、エリアプラットフォームの構築及び未来

ビジョン等の新規策定を行う。 

須賀川南部地区 

エリアプラットフォーム 

（福島県須賀川市） 

須賀川南部地区 

 地域の特色や文化・歴史を守りつつ、子どもたちも含めた地域住民が将来に渡っ

て住み続けたいと思う「歩いてくらせるまち」を築くための将来に渡って柔軟に変化・

対応できる仕組みの構築や、日常における賑わいの創出を目指し、未来ビジョン等

の新規策定を行う。 

水戸のまちなか大通り等

魅力向上検討協議会 

（茨城県水戸市） 

水戸市都市中枢 

ゾーン 

「道路」から「居心地の良い場」、多くの人が楽しめる「ウォーカブル空間」に転換

し、新しい文化・情報が湧き起こるまちづくり、平時は「ハレの舞台」として活用しつ

つ、緊急時の活用を考慮したまちづくりなどの実現を目指し、エリアプラットフォーム

の運営及び未来ビジョン等の新規策定を行う。 

下妻市 

（茨城県） 
砂沼戦略エリア 

「職・住・遊が近接、砂沼と暮らす憧れのライフスタイル」をコンセプトに、限られた

リソースを公共と民間がお互いに投資することでエリアの価値を高め、単なる消費

的な住みよい街を脱却して、持続可能かつ豊かな暮らしの実現を目指し、未来ビジ

ョン等の新規策定に向けたエリアプラットフォーム構築の検討を行う。 

別 紙 

 



実施事業者 対象エリア 事業概要 

鹿嶋市中心市街地 

活性化協議会 

（茨城県鹿嶋市） 

鹿島神宮門前 

エリア 

人が集う魅力的な商業エリアの再生や来訪者が滞留・回遊する「鹿島神宮門前

エリアをまちの賑わいと暮らしの中心に」したまちづくりを目指し、未来ビジョン等の

新規策定を行う。 

カマクリ協議会 

（栃木県宇都宮市） 
釜川周辺エリア 

クリエイティブな仕事をする人々が集まる「場所」の創出・集積によるまちの活性

化や県内外のクリエイターとの関係人口構築など、「プラットフォームとしてのコミュ

ニティの創出」に取り組むことにより、釜川周辺をクリエイティブエリアとして確立す

ることを目指し、未来ビジョン等の新規策定を行う。 

さいたま市 

（埼玉県） 
大宮駅周辺地域 

新型コロナ危機を契機とした緑とオープンスペースに対する多様なニーズの高ま

り等を踏まえ、緑の地域資源と新たに創出した緑を繋ぐことによる歩行回遊性・滞在

性の向上や賑わいの創出、緑の活用を支えるための人材育成の取り組み推進に

向けて、エリアプラットフォームの構築及び未来ビジョン等の新規策定を行う。 

熊谷まちなか再生 

エリアプラットフォーム 

（埼玉県熊谷市） 

熊谷駅周辺エリア・

籠原駅周辺エリア 

居心地がよいウォーカブルなまちなかの形成による、魅力的な中心市街地の再

生、職住近接・テレワークなど、新たな働き方を支えつつ、豊かな暮らしを実現でき

るまち、屋外を利用した活動空間の創出など、新型コロナウイルス感染拡大を契機

とした新たなまちの形を目指し、未来ビジョン等の新規策定に向けた検討を行う。 

朝霞市 

（埼玉県） 
朝霞駅周辺地区 

屋内空間の「密」を避けたオープンエアの屋外空間を活用するモデルとするととも

に、公園や街路空間の活用を軸としたウォーカブル空間の整備や商業活性化な

ど、まちなかの諸課題を解決する取組の後押しすることを目指し、エリアプラットフォ

ームの構築及び未来ビジョン等の新規策定を行う。 

佐倉市 

（千葉県） 
城下町地区 

駅前遊休不動産の活用、新型コロナウイルス感染症拡大を受けたニーズに柔軟

に対応した新しい公共空間の活用などにより、新たな民間投資を促進することで経

済循環を生み出し、「住みたい」「働きたい」「遊びたい」を実現するまちを目指し、エ

リアプラットフォームの構築及び未来ビジョン等の新規策定を行う。 

一般社団法人柏 

アーバンデザインセンター 

（千葉県柏市） 

柏駅周辺 
駅至近の一定のエリアに人が集中している現状から、駅の東西を繋ぎ、エリア全

体に人の流れを分散・回遊させることを目指し、未来ビジョン等の新規策定を行う。 

新虎通りエリアプラット 

フォーム協議会 

（東京都港区） 

新虎通り沿道エリア 

ヒト・モノ・コトが集まり、交流を通じて新しい価値が生まれ、国内外へ文化情報を

発信する持続可能な仕組みを備えた街を目指し、未来ビジョン等の新規策定を行

う。 

竹 芝 Marine-Gateway  

Minato 協議会 

（東京都港区） 

竹芝地区 

「自然と都市環境が調和し、憩いを育むまち」「国際性豊かな都心の立地・島の玄

関口という環境が融合した個性豊かなまち」「働く人・学ぶ人・住む人・訪れる人にと

って快適でホスピタリティあふれるまち」などの形成に向けて、未来ビジョン等の新

規策定を行う。 

墨田区 

（東京都） 
文花地区 

「新たな日常」を踏まえ、地域の暮らしと教育・文化・産業との調和したまちづくり、

教育・研究・開発機能の連携による多様な人材による地域活性化、安全・安心で快

適な生活環境の形成を目指し、エリアプラットフォームの構築及び未来ビジョン等の

新規策定を行う。 



実施事業者 対象エリア 事業概要 

ササハタハツ 

まちラボ 

（東京都渋谷区） 

笹塚・幡ヶ谷・初台

エリア 

最先端のテクノロジーを有する企業が集積する渋谷駅や新宿駅と近接している

立地を活かし、温かいコミュニティと最先端テクノロジーの融合したまち、関わりたく

なる「場所」と「仲間」があるまちを目指し、エリアプラットフォームの運営及び未来ビ

ジョン等の新規策定を行う。 

目黒区 

（東京都） 
自由が丘地区 

都市計画道路の拡幅や鉄道立体交差事業による新たな回遊基盤と市街地再開

発事業をはじめとした各地区のまちづくりにおける進化型土地利用の連携による、

新たな自由が丘の気風を醸成する徹底的な歩行者本位型の街を目指し、エリアプ

ラットフォーム構築の検討及び未来ビジョン等の新規策定に向けた検討を行う。 

目黒区 

（東京都） 
中目黒駅周辺地区 

多様な文化を創造するための交流・活動・消費を促進する街なか拠点の創出とエ

リア内の回遊性を向上するウォーカブルネットワークの構築を目指し、エリアプラッ

トフォームの構築の検討及び未来ビジョン等の新規策定の検討を行う。 

町田市 

（東京都） 

忠生・北部まちづくり 

プロジェクト 

テレワークなど郊外住宅地の様相が変化する中、多種多様なみどり（公園、緑

地、農地、里山）と住宅地が混在した当該エリアをモデルとして、暮らしの中にみど

りが溶け込む、「ちょうどいい郊外」としての新たな価値創造を目指し、エリアプラット

フォームの構築及び未来ビジョン等の新規策定に向けた検討を行う。 

むさしの・ガーデン紀行 

連絡協議会 

（東京都小金井市他） 

東京都西部地域 

ウィズコロナ・アフターコロナの時代にも、「オープンスペースで健康的で多様な

楽しみを享受できる東京のオアシス的な場所」、「様々な主体が個性を活かした活

動を行うことで、地域経済が潤う場所」、「エリア全体がひとつの大きなガーデンのよ

うな存在となり心おだやかな日常を享受できる場所」を目指し、未来ビジョン等の新

規策定に向けた検討を行う。 

金沢シーサイドエリア 

・グリーンプラットフォーム

（神奈川県横浜市） 

金沢シーサイドタウ

ン地区・LINKAI 横浜

金沢地区 

当地区の豊かなみどり環境を適切に管理し活用しながら、住宅団地と産業団地

間の交流・連携を進め、都市空間再生や就労環境、健康まちづくり等の観点から新

型コロナウイルス後のニューノーマルに対応した持続可能な地区への転換を目指

し、未来ビジョン等の新規策定に向けたエリアプラットフォームの運営を行う。 

武蔵小杉エリア 

プラットフォーム 

（神奈川川崎市） 

武蔵小杉駅エリア 

「街区同士をつなぐパブリックスペースの形成」「エリアのアイデンティティの醸成

による文化の形成」「可変性・柔軟性のある都市の形成」「武蔵小杉ブランドの確立

による安定的な人口の流入・循環の確保」を目指し、エリアプラットフォームの運営

及び未来ビジョン等の新規策定に向けた検討を行う。 

諏訪市 

（長野県） 
上諏訪駅周辺地区 

市民の動きと公共の動きを連動させながら、歩いて楽しく暮らせるウォーカブル

な市街地形成、市民と来街者の交流促進等を図り、「人々が出会い、憩い、楽しめ、

かつ安心して住み続けることのできるまちづくり」を目指し、未来ビジョン等の新規

策定に向けたエリアプラットフォームの構築を行う。 

小諸市 

（長野県） 

（仮称）小諸市官民

連携まちなか再生

推進エリア 

新たな交通サービスを踏まえた交通結節点機能の強化、空き店舗等を活用した

若者等の交流の場やものづくりの場の創出、人中心としたウォーカブルな駅前空間

の創出など、健康と笑顔の歩いて暮らせる中心機能の形成を目指し、エリアプラット

フォームの構築及び未来ビジョン等の新規策定に向けた検討を行う。 

大町市 

（長野県） 
中心市街地エリア 

民間活力の源になっている「人」の個性を出しつつ、自然を中心とした地域資源を

最大限に活かす地域を目指し、未来ビジョン等の策定に向けたエリアプラットフォー

ムの構築及び未来ビジョン等の新規策定を行う。 



実施事業者 対象エリア 事業概要 

古町花街エリア 

プラットフォーム 

（新潟県新潟市） 

新潟・古町花街 

エリア 

エリア内の特徴的な細街路・小路を活用して回遊性を高めることやきめ細やかな

情報発信を行うことにより、歴史・文化的な街並み等が保存・継承され、人々が誇り

に思うエリアかつ、観光や食が楽しめる拠点的なエリアである「居心地が良く歩きた

くなる花街」の実現を目指し、未来ビジョン等の新規策定を行う。 

新潟市 

（新潟県） 

新潟駅・万代地区 

周辺エリア 

緑と憩いがあふれるウォーカブルな都市空間を形成するとともに、信濃川やすら

ぎ堤などにおける魅力的な水辺空間の創出など、都心および都市全体をけん引す

る活力の創出を目指し、エリアプラットフォームの構築の検討及び未来ビジョン等の

新規策定に向けた検討を行う。 

富山市 

（富山県） 
富山駅周辺地区 

コンパクトなまちづくりによる都市アセットを活かし、エリアの更なる魅力化や付加

価値を向上させることで、エリアを中心とした滞留・回遊を生み出すとともに、官民

共創による賑わいが持続化し、エコ&スマートな空間を目指し、エリアプラットフォー

ムの構築及び未来ビジョン等の新規策定に向けた検討を行う。 

錦二丁目地区エリア 

プラットフォーム 

「N2/LAB」 

（愛知県名古屋市） 

錦二丁目地区 

「誰もがやりたいを実現できるまち」「ビジネス街から職住近接のまちへ」をコンセ

プトに、地域に関わる様々な主体が自らやりたいことをかなえることでまちも育つ環

境づくりや、コロナを契機とした新しい働き方や暮らし方、社会的的側面を総合的に

とらえられる持続可能な地区への転換を目指し、未来ビジョン等の新規策定を行

う。 

一宮市 

（愛知県） 
一宮駅周辺地域 

「ポストコロナ」の新たな日常を発想し、安全で快適な新しいウォーカブルモデル

の実現のため、「つながり・ひろがる杜と人が織りなすウォーカブルシティへ」をコン

セプトに、個々の空間資源や人の営みを活かし、つなぐことで、多様な人と場所が

広がる人と企業に選ばれるまちなかの形成を目指し、エリアプラットフォームの構築

の検討及び未来ビジョン等の新規策定に向けた検討を行う。 

津市 

（三重県） 
大門・丸之内地区 

新たな魅力を創出し、商業振興のみに頼らない賑わいや交流機能の向上を図る

とともに、質の高い生活空間を構築することで、居心地が良く、働き、住み、憩いたく

なるエリアの形成を目指し、エリアプラットフォームの構築の検討及び未来ビジョン

等の新規策定に向けた検討を行う。 

坂井市 

（福井県） 
三国町東尋坊エリア 

自然と文化・観光・経済の好循環を東尋坊エリアで発展させ、公共・民間によるパ

ブリック空間を活用した日常生活に必要な生活機能の充実した、誰にとっても居心

地の良く歩きやすいエリアの実現を目指し、エリアプラットフォームの構築及び未来

ビジョン等の新規策定に向けた検討を行う。 

彦根市 

（滋賀県） 
彦根駅周辺地区 

多くの市民や観光客が行き交う彦根駅周辺を都市核とし、彦根城と一体となった

都市空間の形成と恵まれた歴史資産を活かした彦根にふさわしい賑わいあるまち

づくりの実現を目指し、エリアプラットフォームの構築及び未来ビジョン等の新規策

定に向けた検討を行う。 

長浜市 

（滋賀県） 
中心市街地地域 

官民が一体となって実施した事業の進化と整備した施設の最大限の利活用とと

もに、新型コロナなど危機を乗り越えるため、少子高齢化・人口減少、新しい生活様

式への対応など、継続的に自走できる街の実現に向けた人材のネットワーキング

や継続的な取り組みを促すことを目指し、エリアプラットフォームの構築及び未来ビ

ジョン等の新規策定を行う。 



実施事業者 対象エリア 事業概要 

三条通エリアマネジメント

検討会議 

（京都府京都市） 

三条通及び 

その周辺エリア 

道路空間やオープンスペースの積極的な活用を通じて、まちなかの交流を育む

魅力的な場を生み出し、それぞれの通りの個性がにじみ出るような、エリア全体の

魅力の向上を目指し、エリアプラットフォームの運営及び未来ビジョン等の新規策定

を行う。 

アーバンデザインセンター

宇治設立準備会 

（京都府宇治市） 

中宇治地区 

来街者のアクティビティと市民の日常的な暮らしがより重なることでうまれる持続

可能で穏やかな賑わいのある「通いたくなる街」、新型コロナウイルス感染拡大によ

る働き方や暮らし方の変化を受けた「新しいライフスタイルを指向する世代に選ば

れる街」などを目指し、エリアプラットフォームの運営及び未来ビジョン等の新規策

定を行う。 

船場まちづくり検討会 

（大阪府大阪市） 
船場地区 

「船場」のグリッド型の街区構造などの地域特性を活かし、多様な人が安心・快

適・楽しく回遊できる歩行者空間ネットワークの構築や、歩行空間と公開空地等の

沿道低層部が一体となったパブリックな空間の形成による多様なアクティビティ・エ

リアリノベーションの創出などの推進に向けて、未来ビジョン等の新規策定を行う。 

池田市 

（大阪府） 

池田駅周辺まちな

か再生推進エリア 

駅前の一体的なリデザインと公共空間・低未利用地等の活用による官民連携の

ウォーカブルなまちなかの推進、また身近な日常を楽しむ提案等の促進によるエリ

アの価値向上と民間事業者等の新たな動きの誘発により、地域や周辺住民の日常

的な活動・交流の中心となるエリアとなることなどを目指し、エリアプラットフォーム

の構築及び未来ビジョン等の新規策定に向けた検討を行う。 

守口市 

（大阪府） 

（仮称）守口市駅 

北側エリア 

「新しい都市イメージにつながる日常の賑わい・交流のあるエリアづくり」をコンセ

プトに、訪れた人は魅力を体験でき、住む人は愛着を感じられ、かつ各施設での賑

わいや活動を拡げ、それらをつなぐことで、まち全体として更なる賑わいや人の流

れが生まれる「ウォーカブルなまちづくり」等を目指し、エリアプラットフォームの構

築の検討及び未来ビジョン等の新規策定に向けた検討を行う。 

枚方 HUB 協議会 

（大阪府枚方市） 
枚方市駅周辺 

発展的で持続可能なまちの仕組みづくりや自然豊かな特徴を最大限生かした来

訪者や居住者にとって居心地が良い憩いの場や交流の場の創出により、パブリック

空間が多様な人々の「居場所」と「誇り」となるまちを目指し、エリアプラットフォーム

の運営及び未来ビジョン等の新規策定に向けた検討を行う。 

古川橋駅周辺エリア 

プラットフォーム検討会

（大阪府門真市） 

古川橋駅周辺エリア 

整備予定の交流施設や交流広場、公共空間を最大限に活用し、ウォーカブルな

人中心の空間へ転換することで、子どもから高齢者まで多様な人々が参加するコミ

ュニティ創出など、まちの新たな価値の創造を目指し、エリアプラットフォームの運

営及び未来ビジョン等の新規策定を行う。 

神戸市 

（兵庫県） 
北鈴蘭台地域 

「若者・子育て世帯の呼び込みを図る北鈴蘭台の魅力づくりと発信」「子供から高

齢者までを対象とする街中の官民所有の公共空間の利活用」「アフターコロナを好

機と捉えたオールドタウンの再生」を目指し、エリアプラットフォームの構築及び未

来ビジョン等の新規策定に向けた検討を行う。 

神戸市 

（兵庫県） 

神戸三宮 

「えき≈まち空間」 

三宮駅周辺の再整備を踏まえ、今後神戸の玄関口としてふさわしい、居心地が

良く、公共空間と民間建物が一体となったにぎわいのある空間づくりや感染症や防

災に強いまちづくりに向けた駅周辺の公共空間の一体的な利活用・マネジメントを

目指して、エリアプラットフォームの構築及び未来ビジョン等の新規策定に向けた検

討を行う。 



実施事業者 対象エリア 事業概要 

神戸市 

（兵庫県） 

三宮南花と緑の 

ネットワークエリア 

公園と街路周辺空間において、デザイン性や彩りのある地球環境に配慮した先

導的な緑化の一体的な導入などにより、更なるにぎわい空間と回遊性の創出及び

エリア全体の活性化を図ることを目指し、エリアプラットフォームの構築及び未来ビ

ジョン等の新規策定に向けた検討を行う。 

生駒市 

（奈良県） 
生駒駅南口周辺 

官民連携による「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの実現、公共空間の利活用

による豊かなパブリック空間の創造、遊休不動産の再生による新たな活動の創出

などによる、にぎわいと風格ある個性や魅力あふれる拠点形成を目指し、エリアプ

ラットフォームの構築及び未来ビジョン等の新規策定を行う。 

まちなかエリア 

プラットフォーム和歌山 

（和歌山県和歌山市） 

和歌山まちなか 

エリア 

地域性ある産業・コンテンツ・都市サービスが集積し、ウォーカブル区域など多様

性あるまちなかを実現することにより、地域の魅力を高め、シビックプライドの醸成

や交流人口・定住人口の増加等による持続性の高いまちなかを目指し、未来ビジョ

ン等の新規策定を行う。 

カミハチキテル 

-HEART OF HIROSHIMA- 

（広島県広島市） 

紙屋町・八丁堀地区 

「ウォーカブルなひと中心の空間」へと転換し、「ひとが居心地良く歩きたくなるス

トリート空間」を整備し、エリアの回遊性向上、イノベーション・コアとして都心形成、

コロナ渦による社会変容を考慮したワークスペースの創出などを目指し、エリアプラ

ットフォームの運営及び未来ビジョン等の新規策定を行う。 

並木コンソーシアム 

（広島県広島市） 
袋町地区 

「緑豊かな穏やかな街」「地産地消の美食の街」「多様な文化が集まる街」「安心し

て歩き暮らせる街」を形成し、来街者や居住者がそれぞれの目的や思いで自由に

歩き回れるまちづくりを目指し、エリアプラットフォームの運営及び未来ビジョン等の

新規策定に向けた検討を行う。 

ひょうたん島まちなか 

再生機構 

（徳島県徳島市） 

ひょうたん島 

（内町地区） 

まちなかに必要な機能の導入や、歩行者空間等によるネットワークを形成により

利便性とアメニティが高いまちなかとするとともに、移住者の受け入れ等を推進し、

コンパクトでウォーカブルかつサステイナブルなまちなかを目指し、未来ビジョン等

の新規策定を行う。 

高松市 

（香川県） 
高松サンポート地区 

観光結節点を備えたエリアへの変革、コンパクト・プラス・ネットワークのまちづく

りなどを実施し、環瀬戸内海圏における中枢管理都市としてのポテンシャルを高め

ることによる拠点性を発揮できる都市空間形成に向けて、エリアプラットフォームの

構築及び未来ビジョン等の新規策定を行う。 

松山市都市再生協議会 

（愛媛県松山市） 

中心市街地西部 

エリア 

人口減少・少子高齢化社会に対応した持続的な社会の実現に向けて、「歩いて暮

らせるまちづくり」のシンボルエリアとしての発展と、松山市中心市街地の玄関口と

しての位置付けにふさわしい都市空間の形成を目指し、未来ビジョン等の新規策定

を行う。 

筑後市 

（福岡県） 

（仮称）ＪＲ羽犬塚駅

周辺地区エリア 

プラットホーム 

防災・減災対策の充実強化や、駅前広場や駐車場の整備を進めるとともに、商業

機能と居住機能の充実した中心市街地の活性化を目指し、エリアプラットフォーム

の構築及び未来ビジョン等の新規策定を行う。 

うきは市 

（福岡県） 
筑後吉井地区 

市民にとって暮らしやすく、過ごしやすいエリアの実現と来訪者がうきは市のファ

ンになってもらえるよう滞在環境を向上させることで、市民が誇りを持ち、来訪者に

とって居心地がよく、何度も訪れたいと感じるエリアとなることを目指し、エリアプラッ

トフォームの構築及び未来ビジョン等の新規策定に向けた検討を行う。 



実施事業者 対象エリア 事業概要 

武雄市 

（佐賀県） 

武雄温泉駅周辺 

地区 

拠点の観光施設間にある公共空間について、快適性を高め、誰もが使いやす

い・人が集まる居場所に変えていくことにより、新たに立ち寄りたくなる空間が増え、

歩きたくなるまちなかを目指し、エリアプラットフォームの構築及び未来ビジョン等の

新規策定に向けた検討を行う。 

熊本城前地区 

まちづくり協議会 

（熊本県熊本市） 

熊本城前エリア 

都市ブランドを牽引する都市機能や公共空間を備え、観光や回遊、滞在自体を

楽しむことができるまち、商業・業務・住居など用途の重層化により賑わい、歩行者

圏で多彩な都市サービスが提供されるまち、熊本城の眺めを身近に楽しめるまちを

目指し、エリアプラットフォームの運営及び未来ビジョン等の新規策定を行う。 

  



普及啓発事業 補助対象一覧（８者） 

実施事業者 事業概要 

一般社団法人 

アーバンデザインセンター 

大宮 

ストリートデザインまちづくりを実行するデザインコーディネーター育成を行うことを目的に、行政・民

間・地元住民を問わずに公共空間利活用を通じたまちづくりに興味があり、実践者として取り組みたい

方を対象に、まちあるきや講義、グループ毎に作成する公共空間を題材した利活用の企画のブラッシ

ュアップ等を行うとともに、企画実践の成果を発信する。 

特定非営利活動法人 

日本都市計画家協会 

地域主体のまちづくりの初動期支援を目的に、まちづくりに取り組みたい地域団体や自治体担当

者、若手のまちづくり先導者・プランナーの卵を対象に、まちづくり出前講座の開催、プレイスメイキン

グワークショップ、まちづくりフォーラムの開催などを行う。 

一般社団法人 

日本メイン 

ストリートセンター 

メインストリートを対象に、まちを育て続ける民間組織を設立し、建物やストリートを再検討・利活用

し、文化的・経済的メリットのある仕組みを考え、実践することで、まちなかの価値を取り戻し、人口減

少社会の都市再生に寄与することを目的に、メインストリートプログラムに基づき、ワークショップを開

催する。 

一般社団法人 

ソトノバ 

「プレイスメイキング」のプロセスに着目し、都市における「居心地の良い空間」や「都市の回遊性向

上との関係性」に関する世界での先行事例を参考として、日常的なプレイスの共通認識の形成や日

本に適応した汎用性の高い方法論を普及することを目的に、道路空間活用の短期的アクションを通じ

た人材育成プログラム、「プレイスメイキング」の普及啓発を図るシンポジウムなどを行う。 

株式会社 

リノベリング 

全国各地の「ウォーカブル推進都市」の取組が都市地域経営課題の解決に結びつく内容で実行さ

れることを目的に、ウォーカブルの考え方に関する要点の講義、「ウォーカブル推進都市」の現計画を

ブラッシュアップする相談会などを行う。 

株式会社 

エンジョイワークス 

利活用事業をプロデュースできる「空き家再生プロデューサー」を育成し、そのプロデューサーが地

域内で事業者育成する自走式の人材育成の仕組みづくりを目的に、参加型まちづくりの進め方や事

業計画の基礎、資金調達手法等に関する講義とワークショップ、具体的な利活用事業の実践・サポー

トを実施する。 

一般社団法人 

ローカルファースト財団 

各地域の特徴に応じたローカルファーストなまちづくり（地域に経済の好循環創出、地域課題の解

決、新しい価値創造）の活動を生み出すエコシステムを整備すること目的に、商工会議所や行政も含

めまち再生の取組意向者を対象に、講義とデザイン思考によるワークショップを開催する。 

都心空間交流創造事業 

共同企業体 

短期賃貸借による遊休不動産の活用の手法の普及及び地域や地域産業活性化のための地域資

源を活用した取組の普及を図ることを目的に、遊休不動産を活用したポップアップストアを設置すると

ともに、まちづくり団体や出店者、出店関係者等を対象に、ポップアップストアにて取り扱う地域資源を

活用したまちづくりに関するワークショップ、IT を活用した実証事業を実施する。 
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