街元気〜人材育成プロジェクト〜

「コンパクトでにぎわいあふれるまちづくり」

講師：佐川 嘉久 中小企業大学校東京校講師・まちづくり研究家
平成10年7月に施行された「中心市街地活性化法」は、画期的なものとして大きな期待が寄
せられましたが、運用上の問題やタウンマネージメントの考え方が十分に浸透しないままに終
焉し、平成18年8月22日に新しい中心市街地活性化法として再スタートを切りました。
まちづくり三法の他の二法と連動して、新しい時代のライフスタイルや多様化するニーズに対
応する「コンパクトでにぎわい溢れるまちづくり」をどのような発想で進めればよいか、その仕組
みや考え方を示し、理解を深めて頂きます。
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コースについて
当コースは、 「暮らしの広場」「地域の顔」にふさわしい活力ある中心市街地、商店
街に再生するための実践的な知識や考え方を身につけることを目標とする。
まちづくりの中心的な役割を担う「街元気リーダー」としての参加の場を明確にする。

コース学習の前提条件
中心市街地、商店街の現状を憂い、問題意識を持っている。
自分なりに「再生まちづくり」のアイデアや考える姿勢を持っている。
わがまち、わが地域の未来づくりに関与する意思がある。

コース学習時間
標準学習時間 60分

Microsoft、Microsoft Excel、Microsoft Word、およびInternet Explorerは米国および他の国のMicrosoft
Corporationの登録商標または商標です。
その他、本文中に記載されている会社名および製品名は、すべて関係各社の商標または登録商標、商品名です。
なお、本文中には™マーク、Ⓡマークは明記しておりません。
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次へお進みください

街元気〜人材育成プロジェクト〜

第1章 「改正中心市街地活性化法」の概要とその活用策

学習目標

学習時間
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中心市街地における都市機能の増進と経済活力の向上
のために極めて重要な役割を果たす改正法の概要と、
まちづくりの実践的な考え方、産官民それぞれの関わり
などについてのノウハウを習得します。
35分

次へお進みください
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1-1 まちづくり三法改正の概要
◆平成10年〜12年改正点

◆平成18年改正点

● 都市計画法（平成10・12年改正）

●

①大型店の適正な立地誘導を図るため
「特別用途制限地域」を創設。市町村
の判断で大型店等の立地制限可能に
②都市計画区域外であっても市町村の
判断で土地利用規制が可能に
③市町村が準都市計画区域を指定し
土地利用に関する制限が可能に

①拡散型都市づくりから都市機能の
集中によるコンパクトシティを目指す
②トータル1万㎡を越える大規模集客
施設の立地を厳しく制限する
③広域的な調整手続きの充実
④関連する農地転用許可制度の厳格
化
⑤新地区計画制度の創設

●

中心市街地活性化法
（平成10年創設）

①「市街地の整備改善」と「商業等の活
性化」を一体的に推進
②タウンマネージメントという新しい
思想に基づきＴＭＯが中心に推進

●

大規模小売店舗立地法
（平成12年改正）

①それまでの経済規制から環境規制
に転換し、大型店問題が新たな段階に
②駐車台数、交通渋滞、騒音、ゴミ問
題など、周辺の生活環境の保持へ
③出店者が大型店の新増設を都道府県
に届出、10ヶ月で結審する制度に
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都市計画法の一部改正

● 中心市街地活性化法の一部改正
①「都市機能の増進」と「経済活力の
向上」を一体的に推進
②商業空間の活性化から質の高い
「生活空間」の形成を目指す
③コンパクト化とにぎわい回復の両立
に取り組む市町村を集中的に支援
④「基本計画」を内閣総理大臣の認定
に改め、実効性ある創意工夫を期待
⑤ＴＭＯを改め、法定協議会制度へ
● 大規模小売店舗立地法の特例措置
中活法の改正に関連して、中心市街
地への大型店の新設又は変更に関
する二つの特例措置が設けられた

今回の三法改正では、ま
ず自由出店に近かった大
規模集客施設（大型店等）
の郊外出店を厳しく規制し、
都市本来の健全な姿を取
り戻すため、都市機能の
中心市街地への集中を促
す「コンパクト化」と「にぎ
わいの回復」を重視した方
向に大きく転換し、地域の
実情に沿った創意工夫に
より個性的で魅力に富ん
だ「まちづくり」を促進しよ
うとのねらいが強く打ち出
されました。
各市町村のイニシアティブ
はもとより、住民参加とコ
ンセンサスの形成を容易
にし、実効性のある事業
展開を図るため、従来のＴ
ＭＯに替わって「中心市街
地活性化協議会」制度が
導入され、選択と集中によ
り、「やる気」のある地域を
総合的に支援することに
なりました。

1-2 改正中心市街地活性化法の新たな目標
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◆中心市街地の活性化を図るための基本的な方針（基本方針）
中心市街地活性化の意義（役割）

中心市街地の現状

今後の中心市街地の目標

①都市機能の集積とまと
まった便益の享受
②高齢者等に暮らしやすい
生活環境の提供
③既存の都市ストックの確
保と地域の核機能の造
成
④効率的な経済活動を支
える基盤の役割
⑤投資の集中による投資
効率の確保
⑥環境負荷の小さなまちづ
くり

①公共公益施設の郊外
移転等による都市機
能拡散
②モータリゼーションの
進展、流通構造の変
化による大規模集客
施設の郊外立地
③居住人口の減少によ
るコミュニティとしての
魅力の低下
④商業地区による顧
客・住民ニーズへの
不十分な対応

①多様な「都市機能」がコン
パクトに集積し、歩いて暮
らせる「生活空間」の実現
②地域住民等による社会
的・経済的・文化的活動の
活性化による活力ある地
域経済社会の確立
③効率的・効果的な公共投
資の実施による維持管理
コストの縮減と公共サービ
スの効率性の向上
④中心市街地の活性化の効
果が周辺地域に波及し、
様々な地域の活性化に連結

中心市街地活性化法は、まちづくり三法の中で唯一平成10年に新たに制定され、画期的な法律として注目を
集め、680前後の市町村が基本計画を作成して軌道に乗るかと思われましたが、及ばず、今回の改正となり
ました。この間、我が国は少子化、超高齢社会問題を始め、様々な社会経済環境の変化があり、地方都市に
おいては経済活力の一層の低下、中心市街地の空洞化が更に進んだことから、中活法は実効性のある内容
へと抜本的に見直され、また、新たな基本方針が公表されました。
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1-3 改正中心市街地活性化法で大きく変わった点①
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◆全体スキームの変更（「コンパクトでにぎわいあふれるまちづくり」へ）
中小小売商業高度化事業
（ＴＭＯ）構想

＜問題点＞
●現況の把握・分析が
不十分
●関係者のニーズの
把握が不十分
●数値目標がなく、計画
が総花的
●中心市街地区域の
設定があいまい
●官民の連携が不十分
●市町村の事業化放棄
が50%

＜問題点＞
●市街地の整備改善事業
（行政）との一体的推進調
整が不十分
●ＴＭＯ予定者としての認識
が弱い
●実行性と実効性に乏しい
●推進体制づくりが不十分
●人材不足、資金調達能力
不足

改正前

旧基本計画

新基本計画の作成スキーム
市町村が作成した基本計画について
中心市街地活性化協議会に意見聴取
改正後

協議会が協議し、市町村へ意見陳述
市町村が基本計画を内閣総理大臣に
認定申請
内閣総理大臣が基本計画を認定
市町村が認定基本計画を公表
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中小小売商業高度化事業
（ＴＭＯ）計画
＜問題点＞
●実施事業の活性化への
寄与度に問題
●実施体制に問題（人員
構成）
●管理運営（タウンマネー
ジメント）能力不足
●全体的に戦略不足、資
金不足でＴＭＯの運営
が困難に

特定民間中心市街地活性化事業計画の
作成スキーム
中小小売商業高度化事業、特定商業施設
等整備事業、特定事業（特定民間中心市
街地活性化事業という）の事業者が事業計
画を作成し協議会へ
協議会が協議
事業者が事業計画を市町村経由で
主務大臣に認定申請
主務大臣が事業計画を認定

平成10年からスタートし
た中心市街地の再活性
化政策は、その期待とは
裏腹に大きな成果を得る
ことなく改正され、今後は
改正法を中心に再スター
トを切ることになりました。
今度の改正では、従来の
ＴＭＯ構想及びＴＭＯ制
度を解消し、基本計画は
内閣総理大臣の認定に、
また、ＴＭＯは中心市街
地活性化協議会制度に
改められ、「選択と集中」
により、入口で厳格に評
価し、認否を決定すると
いうハードルが設けられ
ました。
したがって、従来のような
総花的な計画は排除さ
れ、「実効性」と「やる気」
が重要なポイントになり
ます。
一旦認定されますと、集
中的な支援が受けられる
ことになります。

1-3 改正中心市街地活性化法で大きく変わった点②
◆「基本計画」の作成と内閣総理大臣の認定

対象事業は従来の２から４の事業に拡大

①市街地の整備改善事業
●まちなか再生を促進するた
めの面整備事業（都市計画
手法の活用）
●道路､公園､駐車場､下水道
等の都市基盤施設等の整備
●港湾等の整備
②都市福利施設整備事業
●教育文化施設（学校、図書
館等）
●医療施設（病院､診療所等）
●社会福祉施設（介護施設､
保育所等）等
③街なか居住推進事業
●中心市街地共同住宅供給
事業による賃貸または分
譲住宅の建設
●関連して公共公益施設や
商業施設等、生活空間と
しての整備
④商業等の活性化事業
●中核的な商業施設、商業
基盤施設の整備
●既存店舗等へのテナント
ミックス
●商店街のリニューアル
●新業態、サービスの開発等
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●市町村都市計画マスタープラン、長期構想等との調和
●中心市街地の位置及び区域の設定
・原則一市町村一区域
・但し、地域の実情に応じて複数可

●交通機関利便増進事業等特定事業がある場合は明示
●都市機能の集積促進を図るための措置
●活性化のための必要な事項及び計画期間（5年以内）
●中心市街地活性化協議

会からの意見の聴取
●基本計画策定時に協議

会が設立されていない場
合は、商工会または商工
会議所の意見を聴取、反
映させる

●認定を受けると、

認定基本計画 となる。
●市町村は直ちに都道府

県と協議会または商工
会もしくは会議所に認定
計画の写しを送付する

基本計画を国に認定申請
（市町村）
●認定に当たっての基準
①国の基本方針に適合しているか
・活性化の意義及び目標
・基本計画の認定手続き
・中心市街地の位置及び区域
・総合的かつ一体的推進事項
・都市機能の集積促進事項
②活性化の実現に相当程度寄与
する内容か否か
③確実に実施される見込みはある
か

内閣総理大臣
の認定
●内閣総理大臣は関

係機関の長の同意
を得て認定を行う
選択と集中
3ヶ月以内に市町村
宛に認否の通知、認
定されると重点的支
援の対象となる

街元気〜人材育成
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〜
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従来、各市町村が策
定した「基本計画」は
国に提出するのみで
したが、今回の改正で
は、「基本計画」その
ものを内閣総理大臣
が認定するという制度
に変わり、極めてハー
ドルが高くなりました。
従って、改正前のよう
に「おつきあい」程度
の意志で「基本計画」
を策定するといった市
町村は除かれ、官民
一体になって「やる
気」を明確に打ち出す
必要があります。さも
ないと、門前払いを受
けることになります。こ
の認定を取らない限り
前に進むことは出来
ませんから、相当の
意志と覚悟で「活性化
の実現に相当程度寄
与する」ものを策定す
ることが重要になりま
す。
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1-3 改正中心市街地活性化法で大きく変わった点③
◆ＴＭＯから中心市街地活性化協議会制度へ
従来のＴＭＯに代替する「まちづくり推進組織」として「協議会」方式が導入され、
地域の多様な関係者の参画を得て進めるよう改正された。
協議会は多様な構成員が地域独自
のアイディアを実行に移すべく意見
調整を図る組織

協議会を組織できる者

Ａ

都市機能の増進を総合的に推
進、調整にふさわしい者

共同事業者

市町村・
関係機関

その他の組織

協議会が協力を
求める者
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ＮＰＯ・
交通関係

企業・地権者

民間都市開発
推進機構

②商業等の活性化を事業目的に設
立された公益法人または第三セク
ター方式の特定会社
市町村が3/100以上の議決権保有
し、かつ大企業が1/2以上の議決権
を有しないこと

中心市街地活性化協議会（法定）
︵独法︶中小企業
基盤整備機構

①商工会、または商工会議所

商店街関係者

Ｂ

経済活力の向上を総合的に推
進するのにふさわしい者

地域住民 他

②まちづくりの推進を目的として設
立された第三セクター方式の会社
（市町村が3/100以上の議決権保有）

Ａ と Ｂ でいずれか一以上が参画し︑
規約を定めて共同で協議会を組織

①中心市街地整備推進機構（公益
法人、ＮＰＯで市町村長が指定）

協議会に参加できる者

協議会は事業者
である「特定民間
中心市街地活性
化事業者」の作成
した事業計画に
対して、事業の位
置づけ、必要性、
有効性、実効性に
ついて協議の結
果を伝える

従来はＴＭＯが企画、調
整から事業推進までの
役割を担っていました
が、この改正によって
「協議会方式」が法定化
され、重要な役割を果
たすことになりました。
協議会には多くの関係
者が参画するところから、
専門的なノウハウを有
するタウンマネージャー
や専属の職員、街元気
リーダーなどを配置した
組織体制の強化が重要
なポイントになります。
また、運営の透明性、
公平性、実効性を確保
する観点から、事務局
体制、協議内容や会計
などの取り扱いが重要
ですので、しっかりした
規約を定め、支障の無
いようにすることが肝心
です。協議会は設立が
早ければ基本計画の策
定にも意見を述べること
となります。

1-3 改正中心市街地活性化法で大きく変わった点④
◆その他関連する改正点

1. 大規模小売店舗立地法の特例措置 2.
都市機能の郊外移転を背景とした中心市
街地の疲弊の進行に対し、大規模小売店
舗立地法に係わる大型店の中心市街地へ
の新設または変更に関し、手続き等を緩和
する措置が講じられた

街なか居住の推進のための事業

中心市街地における居住人口の回復を
図るため、また、高齢者等にとっても利便
性の高い暮らしを可能とするため、以下の
事業が創設された。

二種類の特例措置

中心市街地共同住宅供給事業

①第一種大規模小売店舗立地法特例区域
（第一種特例区域）
認定基本計画において定められた中心
市街地において大型店の新設または変更
の手続きを実質的に適用除外する措置

①民間事業者による共同住宅供給事業
市町村長による認定制度を創設、認定を
受けた事業に対し、以下を措置
・費用の補助
・税制の特例
②公益賃貸住宅等の供給事業
認定市町村である市においては、「地方
住宅供給公社」の設立が可。公的機関とし
てのノウハウと信頼性を有効活用し街な
か居住を推進する

②第二種大規模小売店舗立地法特例区域
（第二種特例区域）
全国の中心市街地において大型店の新
設または変更の際の届け出書類の簡素化、
8ヶ月の実施制限等の適用除外等、手続き
を簡素化する措置
特例区域を定める際は、都道府県と市町
村が密接に連携し、住民意向を踏まえて認
定中心市街地、中心市街地の全部または
一部を特例区として定める
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事業者は、法22条2項に掲げる計画を策
定し、同23条の認定基準に基づき、市町村
長に認定申請、供給公社は同33条を遵守

街元気〜人材育成
プロジェクト〜
〜
街元気〜人材育成プロジェクト

今回の改正の大きな特
徴は、都市計画法で郊
外型大規模集客施設の
設立を規制し、一方、中
心市街地への大型店の
立地誘導を図るために
中心市街地内に特例区
域を設けて大店立地法
の適用除外あるいは手
続きの簡素化を措置した
ことです。
また、「にぎわいあふれ
るまちづくり」の一環とし
て、中心市街地共同住
宅供給事業を創設し、外
向きから内向きへの整
備促進を鮮明にした点
があげられます。
なお、民間事業者による
共同住宅供給事業に関
しては、当該市町村長の
認定手続きとし、所管省
庁も支援する方式が創
設されました。以上の２
点がクローズアップされ
ます。

1-4 現状を知ることから始まる「まちづくり」
◆ 現状認識からの発想
わがまち、わが地域の現状を詳細に把握、分析しその結果を関係者に示し
て「課題を共有」することから「再生まちづくり」の発想が生まれる。

● 調査、分析すべき主な項目●
行政区域

中心市街地

商店街

・人口構成（地域別）
・産業別就業人口
・交通体系、都市計画
の現状と将来
・売場面積（業態別）
・大型店立地状況
(シュア）
・年間販売額
(業種、業態別）
・小売商店数
・人口および商業重心
の変せん
・観光入込客数
・行政財政状況など

・居住人口、高齢化率
・通行量（車、人）
・生活関連公共、公益
施設の配置状況
・生活の利便度判定
・まちづくり資源の探索
・売場面積（業態別）
・従業者数、事業所数
・駐車場 （位置、利用
状況）
・交通量（車、人）
・広場、公園など
・アーバンツーリズム資
源

・交通量、来街手段
・小売店舗数（業種別）
・空き店舗数（位置）
・不足業種、集客施設
・イベントなどの行事
・障害物、バリアフリー
・安全性、回遊性
・営業状況、後継者問
題
・外資系店舗（出店状
況）
・経営者の意識調査
・駐車場、駐輪、トイレ、
サービスの実態など
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街元気〜人材育成
プロジェクト〜
〜
街元気〜人材育成プロジェクト

法律がどう変わっても、
わがまちを再生するため
には新時代のニーズを先
取りする斬新なアイデアが
必要です。
そのためには、まずわが
まちの現状について調査、
分析し、問題の所在を関
係者全員で理解し共有す
ることが重要です。
その上で「わがまちの強
みと弱み」を知ることがす
べてのスタートになります。
意外にこの点が疎かにな
りがちですが、実効性のあ
るまちづくり計画を立案す
る上では欠かせない基礎
作業ですから、より詳細な
現状把握を実行する必要
があります。
その中から「活性化」の
ヒントを発見し発想を膨ら
ますことが大事です。

次へお進みください

1-5 コンセプトの設定 − にぎわいまちづくり戦略 −

街元気〜人材育成
プロジェクト〜
〜
街元気〜人材育成プロジェクト

◆ 生活発想のコンセプトづくり

住みやすい
生活しやすい
便利で楽しい
ふれあいのまち
イメージ

地域・街の自立と
経済活力を取り戻す
ための戦略を関係者
全員で知恵を出し、
制定する。

楽しく魅力ある
中心市街地、
生活空間の再生、
市井の賑わい
のまちイメージ

コンセプトとは・・・
わが地域、わがまちの未来像をイメージし、
実現の方向性を指し示す戦略理念であり、まちづくり憲章である。

人にやさしい
弱者にやさしい
安心、安全な
福祉のまち
イメージ
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地域コミュニティの再
生とノーマライゼー
ションのまちづくりを目
指し、次世代に誇れ
るまちを創出する。

車中心のまち
から人中心の
まちへ
ゆったり歩ける
うるおいのまち
イメージ

人材や地域固有の資
源を活用してオンリーワ
ンのまちづくりを進める
際に最も重要になるの
がコンセプトです。
コンセプトは、単なる
「お飾り」ではなく、現状
調査、分析結果を踏ま
えて、人々にまちや地域
の未来をイメージさせる
実現可能な理念でなけ
ればなりません。
今までは、比較的安易
に考えられていたために、
人々の心に浸透せず、
挫折したり事業化に至ら
なかったことも考えられ
ます。
これらの作業は「民の
知力」に委ねるべき課題
であると考えます。

次へお進みください

1-6 活性化数値目標の設定(案)

（概ね5年以内に達成可能な数値）

集客目標値

経済効果予測

■活性化事業
（ハード、ソフ
ト）の展開によ
る消費者、観
光関連来街者
予測

中心市街地・
商店街における
総消費額等、
売上目標値
の設定

街なか居住の推進

■共同住宅の建
設、生活環境の
整備に伴う中心
市街地居住人口
増加予測

年度別販売額目標 ・ 経済効果の測定

■事業所、就業
者等の増加予
測に伴う経済波
及効果

活性化に伴う
資産価値の上昇、
就業者増、不動産、
建設等への波
及効果予測

産業波及効果

活性化効果予測
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■固定資産税等
の税収増加見
込、コンパクトシ
ティ化に伴う財
政支出圧縮効
果等の予測

街元気〜人材育成
プロジェクト〜
〜
街元気〜人材育成プロジェクト

コンセプト実現のため
の諸事業は民間企業で
言う「設備投資」に相当
するものですが、その際
重要なのは「投資と収
益」のバランスシート、つ
まり「コスト計算」です。
その前提になるのが
「数値目標」ですが、そこ
まで踏み込んだ基本計
画書は皆無といってよい
と思います。
「まちづくり」は投資が
伴う戦略事業ですから
ショッピングセンターなど
の建設と同様に、活性
効果予測に基づく数値
目標を設定し、投資効果
のある事業と連動させ、
より高い経済活力を取り
戻すように組み立てるこ
とが重要です。

財政再建効果
次へお進みください

1-7 「タウンマネージメント」型活力まちづくり

街元気〜人材育成
プロジェクト〜
〜
街元気〜人材育成プロジェクト

◆「タウンマネージメント」の効果的な展開によるまちの再生
活性化まちづくりの戦略的展開

中心市街地 →

活性化効果
の高まり

人があつまり、

生活空間としての復活

お金が落ちる

経済活動の活発化

コミュニティビジネス

循環型地域経済の回復

新規創業等の発生

地場産業の活発化

税収の増大、
行政活動の活性化

タウンマネージメントの最も
重要な点は、誰が中心になっ
て展開するかにあります。
お互いに押しつけあったり、
依存体質や他力に頼る人達
の集団ではいかにすばらしい
プランやアイデアであっても
成功はおぼつきません。
わがまちを再生し、誇れる
まちにするには多くの関係者
のコンセンサスを得ながら着
実に目標を達成しなければ
なりませんが、そのためには
より多くの「街元気リーダー」
の出現が待たれます。

若者の定着・コミュニティの再生・誇れるまち

◆「タウンマネージメント」とは経済活力を取り戻す「まちづくり管理運営手法」である。
○地域資産の価値を高め、その資産を高度に利用（活用）して、経済活力を生み出すこと
○新たな産業とビジネスのインキュベート機能を持ち、地域全体で多様な利益を生み出すこと
○それらを通じて地域住民の生活レベルを高め、誇りと活力に満ちた地域に再生すること
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1-8 多様なニーズを先取りする「まちづくり」

街元気〜人材育成
プロジェクト〜
〜
街元気〜人材育成プロジェクト

◆ 集客力を高め賑わいを取り戻すための「しかけ」
これまでの大型店に頼ったまちづくりは終わり、まちのもつ魅力資源の活用と
大胆なアイデア、そして、ニューライフスタイルやニーズにあった「集客のしか
け」が重要になっている。

現代の鎮守の森
∥

歴史空間の再現

現代の生活市場
∥

リビング機能

現代の井戸端会議
∥

にぎわいを生み出す
魅力の創出

計画的に構築された
コンパクトな中心街
・生活創造支援拠点
・生活交流促進拠点
・都市アメニティ集約
・コミュニティ拠点

市井のにぎわい

現代の遊戯舞台
∥

ふれあい空間
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多様なニーズに応える
「生活空間」としての
中心市街地

若者にとっての
ファッションステー
ジ
主婦にとっての生
活文化ギャラリー
中年層にとっての
クリエイティブスタ
ジオ
お年寄りにとって
のいこいのロビー
子供にとっての遊
戯スタジオ

もはや、「店が並ぶだ
け」「モノを並べるだけ」の
まちは空洞化が進むの
みと言ってよいと思いま
す。
人々のニーズは年代に
よって異なるものの、郊
外型ライフスタイルに慣
れ親しんだ生活者から見
れば、ほとんど対象にな
らない中心市街地に成り
下がっています。
人々のニーズに応える
ために多くの労力と時間
をかけ、中心市街地とし
ての必要な役割を担うべ
く、大胆な取組みを行っ
ている市町村が沢山あり
ますが、どのような「まち
づくり」であれ、住民、消
費者の心を確実に捕らえ
る対策と実行がなければ
「まち」も「地域」も甦るこ
とはありません。
次へお進みください

1-9 都市生活機能の中心市街地への再集積

街元気〜人材育成
プロジェクト〜
〜
街元気〜人材育成プロジェクト

◆ コンパクトな「まちづくり」への推進
●文化・教育機能
・多目的スタジオ
・習いもの教室
・ギャラリーなど

●交流･イベント機能
・交流広場、公園
・フリーマーケット
・朝市、夕市、夜市など

●商業･飲食機能

・街なか観光
・楽しい遊び
・トイレ、お休み所など
おもてなしの充実
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・お年寄りサロン
・子育て支援、相談
・学童保育など

●医療・福祉機能

・新商業集積
・テナントミックス
・チャレンジショップなど
・空店舗の活用促進

●観光・レジャー機能

●生活支援機能

・メディカルセンター
・相談、巡回医療
・福祉ネットワークなど

●街なか回遊機能
・楽しく安全に歩ける道
・ネットワークルート
・車の規制
・人優先の「まち」など

●街なか居住機能
・高齢者ケア付き住宅
・一般集合住宅
・居住環境整備など

さまざまな生活関連
機能が分散し、「街な
か」から消えた結果、魅
力を失い人々は「街な
か」から去りました。
これからの「まちづく
り」は、左表のような生
活密着型施設を、街な
かにコンパクトに再集
積し、便利で楽しく安全
なまちに再構築する必
要があります。
再生は、人々のニー
ズを満たし、感動を呼
ぶ空間づくりから始まり
ます。
このようなまちは「縦
割社会」や「権利社会」
からは生まれません。
その意味でも、勇気あ
る市民、リーダーの出
現が待たれます。

次へお進みください

街元気〜人材育成
プロジェクト〜
〜
街元気〜人材育成プロジェクト

1-10 中心市街地再生への更なるアイディア①
◆ 魅力づくりアイテム

水、緑、景観などの
環境空間整備

高齢者、子育て、生
活支援施設の充実

来訪者のおもてなし
お休み処の充実

街なかイベントの年
間定例開催

商業、飲食店などの
複合集積整備

空店舗活用型
テナントミックス

独特の資源活用に
よる歴史の再現

医療福祉、文化活動
の支援と強化

バリアフリー、防犯
対策の強化等

コミュニティビジネス
などの積極支援

まちは、楽しく魅力がなければいくら個店が頑
張っても人は集まりません。人が集まるところに
は交流が生まれ、賑わいが発生しますから「いか
にして人々を街なかに呼び戻すか」を全員で考え、
実践することが大切です。
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集客力のあるまちを考える

広場、カフェテラスな
どの界隈づくり

活発な交流のまちを考える

楽しく安全に歩ける
回遊空間の整備

◆ 活力づくりのアイテム
街なか住宅の建設
と生活環境の整備

高齢者、児童生徒の
街なか活動支援

生活関連魅力施設、
個店の強化

街なか広場、拠点施
設の整備等

活力と賑わいのある中心市街地、商店街にする
ためには、先進的な創意と様々な「しかけ」を考え、
「生活拠点」「暮らしの広場」にふさわしい舞台装置
を整え、「生活を楽しむ空間」にする必要がありま
す。

次へお進みください

街元気〜人材育成
プロジェクト〜
〜
街元気〜人材育成プロジェクト

1-10 中心市街地再生への更なるアイディア②
◆ 個性づくりのアイテム

歴史的文化財、民家
などの貴重資源の活
用

歴史的まちなみ、景
観、城などの観光資
源化

屋台村、個店充実など
の個性化整備

回遊路の強化、交
通システムの見直し

独自ブランド開発、CI
事業の強化

モール、自転車路の
整備、安全対策

ライトアップなどによる
夜景の演出

コミュニティバス等の
運行計画と実践

アイデア店舗、チャレ
ンジショップの展開

駐車場の統一管理
システム化

どこの地域やまちにも歴史、伝統文化、観光的資
源があり、まちづくり資源として活用できる「お宝」が
あります。わがまち独特の資源や様々なオンリーワ
ンアイデアの演出によって、賑わいを取り戻したまち
や地域は沢山あり、何よりも「個性」を重視した活性
化が重要なポイントになっています。
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安全に歩けるまちを考える

老舗、水路、露地、蔵
などの原風景の活用

オンリーワンのまちを考える

社寺、伝統文化工芸、
自然的資源の活用

◆ 骨格づくりのアイテム
公共公益施設、複
合生活インフラ整備

電線の地中化、
バリアフリーの推進

案内板、情報板の
設置、 親切なまち

テーマ性のあるまち
なか風景の整備

モータリゼーションの進展は利便性の高揚をも
たらした半面、街なかの環境や安全性の低下を
来し、郊外店の激増と共に商店街の空洞化を生
む大きな要因になりました。
今後はこれらの抜本的な改善が大きなテーマ
になるものと思います。

次へお進みください

1-11 中心市街地活性化の成功要因（まとめ）
生活ニーズ・ライフス
タイルの変化を先取
りする対応力

点と線から面
（ショッピングモール）
発想への転換、
安心安全な「まち」へ

コンセンサス形成シ
ステムの確立、依存
体質、縦割発想から
の脱却

優秀な人材の発掘と
登用、アウトソーシン
グを心掛ける
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地域資源を生かし、
個性的魅力を高め
て「まち」を商品化
する

商店街を戦略的に
構造改革する勇気
を持つ

・タウンマネージメントの実践
・まち、商店街の再生

行政、中心市街地
活性化協議会 他

魅力ある店舗が集
まってこそ「まち」が元
気になるという発想

高齢者、身障者、女
性にやさしい「まち」を
考える
（バリアフリー）

生活関連機能を街な
かに集中したコンパク
トシティ化を図る

・タウンマネージャー
・有志、街元気リーダー

産官民の協調体制
の強化と実行力あ
る協議会の設立

子供達の未来に夢
と希望と誇りが持て
る「まち」を考える

滞留型、時間消費型
のまち
楽しく歩ける遊歩街
化

街元気〜人材育成
プロジェクト〜
〜
街元気〜人材育成プロジェクト

中心市街地、商店街
の活性化を成功させる
ためには、タウンマ
ネージメントの思想や
考え方を着実に実践し、
実効性の高い事業を
戦略的に推進する以
外にありません。
それらの事業は多く
の人達の協力と支援
によって実施され運営
されることになりますし、
すばらしい「オンリーワ
ン」と「やる気」が重要
なポイントになります。
その意味でできるだけ
多くの人々に参加して
頂くことがそれを解く
鍵になると思います。
その中から有志「街元
気リーダー」が出現す
ることを期待したいと
思います。
次へお進みください

街元気〜人材育成
プロジェクト〜
〜
街元気〜人材育成プロジェクト

1-12 役割分担とパートナーシップの確立
基本計画作成段階

事業実施・まちの運営管理段階

中心市街地活性 積極的な参加により、民間人ならではの 事業母体となる事業者への協力等、事
化（法定）協議会 活性化策、アイデアの提案、及び実効性 業実施、運営管理への積極支援と推進

協議会への参加者等

地域住民
商工業関係者
ＮＰＯ、企業等

のある戦略づくりと意見調整など

調整

空洞化の原因を探り、固定観念にとらわ
れない画期的な活性化案の提案

事業母体との協調と調整協力等、活性
化まちづくりの推進、運営管理への全面
協力

行政
関係機関

産官民一体型の地域再生、中心市街地、 事業母体である事業者、その他関係者
商店街活性化案の集約と体制づくり
との調整と協力のもとに「市街地の整備
改善事業」を展開

商工会
会議所

商工業関係者の意向や考え方を集約し、 直接事業者となる場合はその実施、そ
実効ある案の提示等、実質的リーダーと れ以外の組織が事業者となる場合はそ
して調整、指導
の支援等、全面協力

地域有志
（街元気リー
ダー）

まちづくりリーダーたる信念のもとに、活
力あるまち再生の実質コーディネーター
役

活性化事業の推進戦略の立案と事業実
施、運営管理における事実上の牽引役

活性化のためのほとんどの事業は、国を始めとする補助金や支援を得て行われます。その際重要なのは、
確実に活性化を達成するに足りる実効性、先進性、独自性とパートナーシップです。加えて、上表に示す関係
者が一丸となって取り組む組織体制とそれぞれの役割分担、アウトソーシング（いわゆる専門家）の導入など、
産官民が一体となって推進する熟度と連携体制が問われます。同時に実施する各事業が中心市街地の活
性化のみならず地域全体に良好な波及効果を及ぼしつつ、地域生活者が誇りのもてるまちになるよう運営管
理体制の確立が問われます。
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次へお進みください

街元気〜人材育成プロジェクト〜

第2章 「事業化スキーム」と役割分担

学習目標

学習時間
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この章では、改正法により新たに創設された「中心市街
地活性化協議会」と「特定民間中心市街地活性化事業
者」それぞれの役割分担と、この両者を中心に展開すべ
き事業と事業者の関係、支援機関などについて学んで
頂きます。
１５分

次へお進みください

2-1 「改正中心市街地活性化法」の事業スキーム
基本計画作成の段階で、協議会が
設立されている場合は、市町村の求
めに応じて活性化の推進に関する
意見を述べる

基本計画（市町村が作成）
①市町村が国に認定申請

②国は3ヶ月以内に「内閣総理大
臣」の認否の結果を市町村に通
知、認定されると 認定基本計画
となる
③認定されると集中的支援の対
象となるが、法5条に基づき効
果的に推進する責務が発生す
る。

中心市街地活性化協議会
多様な構成員が参加し、
規約に基づき運営

街元気〜人材育成
プロジェクト〜
〜
街元気〜人材育成プロジェクト

地域独自のアイディアを実行に移すべく、意
見調整を図り、事業者に対し必要性、実効
性などの協議結果を伝え、推進を支援する

特定民間中心市街地活性化事業計画
（事業者が作成 単独または共同）

中心市街地共同住宅供給事業計画
（事業者が作成）

①特定民間中心市街地活性化事業者が実
施事業（認定基本計画に包含されたもの
に限る）に関し協議会の協議を経て
特定民間中心市街地活性化事業計画
を作成し、市町村経由で主務大臣に認定
申請

①市街地住宅供給事業に関し、事業
者は協議会の協議を経て
中心市街地共同住宅供給事業計画
を作成し、市町村長に認定申請

②事業計画の主な記載事項
・目標及び内容 ・実施時期
・必要資金の額及び調達方法
③認定された事業に関し、協議会と連携し
ながら事業者が事業を実施、完成させる

②事業計画の主な記載事項
・事業の実施区域
・規模及び配置
・戸数、規模（面積） ・構造、設備
・賃貸住宅か分譲か ・管理方法 等
③市町村長の認定の後に事業者は
事業を実施完成させる

改正法では、中心市街地活性化協議会の設置を法定化し、多様な主体の参加を得て意見調整し、地域独自
のアイディアや実効性を確認し、事業者に対して調整結果を伝えて確実に事業効果が得られるような制度に
改められました。
今まではＴＭＯの判断のみのため、活性化効果が得られない事業も多くあったとの反省から生まれた制度です
が、これらのシステムを遺漏なく運営し、事業化を推進するには相当のノウハウと技術を要すると思われます。
従って、有能なタウンマネージャーや街元気リーダー等の人材確保が成否を握る鍵になると考えられます。
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街元気〜人材育成
プロジェクト〜
〜
街元気〜人材育成プロジェクト

2-2 協議会と事業者の役割分担
◆強力なパートナーシップと協議調整機能の確立

行政・関係支援機関への支援要請等
特定民間中心市街地活性化事業者

中心市街地活性化協議会
●多様な主体の参加者のアイディア、意

見の抽出。活性化のための様々な「し
かけ」を総合化し、まちづくりの企画を
立案する
●事業者からの事業提案をより実効性あ
るものにするための企画調整を行う
協議調整機能（コーディネーター）
●地域住民、関係機関等とのコンセンサ
スを形成しながら協議調整を進める
●中心市街地、商店街の効果的な活性
化策をソフト・ハード事業別に選別し、
計画的、戦略的に推進調整する

協議調整・事業化方針決定

市町村との調整・基本計画作成協力

企画・立案機能（プランナー）

事業推進・実施機能
（ディベロッパー）
●事業者が単独または

共同事業者と一体に事
業を実施する際の事業
実施計画を策定し、協
議会との調整を行う
●市町村を経由し、国等
の補助金、各種支援を
得るための認定手続き、
事業実施に向けての諸
準備などを行い、事業
を実施する

運営・管理機能
（マネージメント）
●中心市街地、商店街の

活性化に資する環境保
全等の総合管理の実施
●地域社会の永続的な発
展と「にぎわいあふれる
まち」にするためのマ
ネージメント機能の充実
を行う
●建設した施設その他、
集客力を高めるための
イベントなどの企画管理
をする

協議会は、民間のあらゆる知恵、アイディアを活性化事業の中に組み込み、中心市街地のみならず地域全
体の活性化を達成するために極めて重要な役割を担います。その点では、行政主体からより民間主体にシフ
トし、「集客力」を高める個性的、先進的な「まちづくり」の展開が可能になりました。
協議会は、極めて困難な状況に立ち向かう組織ですから、事業者と一体になって民間活力を結集した強固な
体制にし、地域の皆さんと協働して「まちの再生」に取り組む事が求められます。
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2-3 特定民間中心市街地活性化事業者等及び
地方公共団体が一体的に行う事業
民間事業者が行う事業
①商業基盤施設
・相当数の小売業者のための施設
（テナントミックス店舗）

②商業施設
・小売業の業務に供する施設
（商業基盤施設以外のもの）

③都市型新事業
・新商品の生産、販売などを行う事業で中心
市街地の改善や生活利便に寄与するもの

④都市福利施設（都市の中核的機能）
・生活者（都市居住者）等の共同福祉又は
利便を供与する施設
・教育文化施設（学校、図書館等）
・医療施設（病院、診療所等）
・社会福祉施設（高齢者介護施設、保育所等）

連携

地方公共団体が行う事業
①商業、業務、居住等の都市機能の集
積及び再配置に資する面整備事業
・土地区画整理事業 （保留地の特例）
・市街地再開発事業

Ⓒ2008 経済産業省 , All Rights Reserved

⑤中心市街地共同住宅供給事業
・共同住宅の建設及び管理、譲渡に関
する事業、並びに附帯する事業

⑥中小小売商業高度化事業
⑦特定商業施設整備事業
・商業基盤施設又は相当規模（3,000㎡
以上）の商業施設（①、②を除く）

⑧特定事業
・都市型新事業に供する相当数の企業
が利用する施設
・食品小売業者が集積する施設、駐車
場、休憩所など食品の円滑化事業
・貨物運送の効率化を図るための施設

②公共の用に供する整備事業
・道路、公園、駐車場
・下水道、河川、広場、歩行空間
・電線類地中化
・自転車駐車場
・連続立体交差
・民間都市開発事業等

街元気〜人材育成
プロジェクト〜
〜
街元気〜人材育成プロジェクト

地域住民の生活と交流
の場である中心市街地を
魅力あるものにするため
には、官と民が一体になり、
都市機能の増進と経済活
力の向上を図るための
様々な事業を効果的に展
開しなければなりません。
今回の改正では、法定協
議会の下に民間事業者が
都市の実情を踏まえて戦
略的に事業を展開し、「コ
ンパクトでにぎわいあふれ
るまち」の実現を目指すこ
とを謳っています。
その成否は、これらの活
性化の重要性を理解し、
参加される多くの関係主
体のパートナーシップと努
力の如何によりますが、
何よりも地域住民、消費
者サイドのアイディアや提
言が無ければ成功はおぼ
つきません。

2-4 「中小小売商業高度化事業」の事業者と事業内容

街元気〜人材育成
プロジェクト〜
〜
街元気〜人材育成プロジェクト

◆この表は、「特定民間中心市街地活性化事業」のうち、改正中活法第７条第７項各号に規定する「中小小売
商業高度化事業」の事業者と事業内容である。「中小小売商業高度化事業」を実施しようとする事業者は、中
小小売商業高度化事業に係る「特定民間中心市街地活性化事業計画」を作成して、経済産業大臣の認定を
受けることができ、認定を受けた計画に従って行われる事業に対して高度化融資や補助金が受けられる。
号

事業者

事業内容

一号 商店街振興組合、商店街振興組 中小小売商業者である組合員・所属員の経営の近代化のため
合連合会、事業協同組合、事業
に行う店舗設置事業、アーケード・街路灯等設置事業（小振法
協同小組合、協同組合連合会、
第４条第１項に規定する事業）（空き店舗の賃借事業を含む）
商店街組合、商工組合連合会

該当する高度化事業
集積区域整備事業
共同施設事業

二号 事業協同組合、事業協同小組合、 店舗集団化事業（小振法第４条第２項に規定する事業）
集団化事業
協同組合連合会
三号 事業協同組合、事業協同小組合 共同店舗等設置事業（小振法第４条第３項第１号に規定する事業） 施設集約化事業
四号 協業組合

店舗等設置事業（小振法第４条第３項第２号に規定する事業）

施設集約化事業

五号 合併会社

店舗等設置事業（小振法第４条第３項第２号に規定する事業）

施設集約化事業

六号 共同出資会社

共同店舗設置事業（小振法第４条第３項第１号に規定する事業）
店舗等設置事業（小振法第４条第３項第２号に規定する事業）

施設集約化事業

七号 商工会、商工会議所、
特定会社、公益法人

中小小売商業者の経営の近代化を支援するための共同店舗・
アーケード・休憩所等設置事業（小振法第４条第６項に規定する
事業）（空き店舗の賃借事業を含む）

商店街整備等支援
事業

「特定民間中心市街地活性化事業者」が、それぞれ単独または共同して事業計画を作成し、協議会の協議を経て
市町村経由で認定申請を行い、主務大臣の認定が得られれば、事業の実施が可能になります。
特に、一〜七の各事業は「中小小売商業振興法」に基づいて高度化資金融資事業として既に多くの実績があります。
従って、中心市街地活性化法の活用による補助金と高度化融資を一体化し、中心市街地、商店街、あるいは地域
全体の活性化を達成するための方法として、有効に活用されることをおすすめします。
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2-5 商業活性化中心市街地の整備改善の関係支援機関
◆商業活性化及び都市型新事業立地促進業務
独立行政法人「中小企業基盤整備機構」は、認定中心市街地の商業活
性化、都市型新事業を促進するため、以下の業務を行う（法３８条、他）

主たる業務

●商業の活性化と都市型新事業の企業の立地を促進するため
①駐車場・多目的ホール・休憩施設・託児施設等の商業基盤施設を整
備・管理する事業者への出資業務、および当該出資先からの委託によ
る当該商業基盤施設（併せて整備される商業施設を含む）の整備・賃
貸・管理業務
②ＳＯＨＯ企業入居施設、インキュベーション施設、展示・販売施設等の
都市タイプの新事業を支援する都市型産業支援施設を整備・管理する
事業者への出資業務、および当該出資先からの委託による当該都市
型産業支援施設の整備・賃貸・管理業務
③ＳＯＨＯ企業やこれのための利便施設の整備・賃貸・管理・譲渡業務
●商業の活性化を促進するため
①展示会の開催事業や研修事業に対する出資業務
②特定商業施設等整備事業（商業基盤施設・相当規模の商業施設の整
備事業）に必要な資金の調達のための社債・資金借入に係る債務保
証業務

その他

①中心市街地活性化協議会への参加（要請による）
②協議会に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力（民間
都市開発推進機構共々要請による）

街元気〜人材育成
プロジェクト〜
〜
街元気〜人材育成プロジェクト

◆中心市街地の整備改善のための促進業務
市町村長は、公益法人、その他営利を目的としな
い「中心市街地整備推進機構」を、その申請により
指定することが出来る。（法51条）
「中心市街地整備推進機構」は以下の業務支
援を行う
①中心市街地の整備改善事業を行う者への
情報提供相談援助業務
②認定基本計画の内容に即して行う整備改
善に資する建築物等の整備業務、及び当該
整備事業への参加業務
③有効に利用できる土地の取得・管理・譲渡
業務
④中心市街地公共空地等の設置管理業務
⑤中心市街地の整備改善に関する調査研究
業務
⑥その他整備改善のための必要な業務
①中心市街地活性化協議会の設立団体と
しての役割
②協議会への参加（要請による）

独立行政法人「中小企業基盤整備機構」は、経済産業省の所管事業である民間事業者の促進業務を支援
します。また、「中心市街地整備推進機構」は、市町村が基本財産の全部又は一部を保有する公益法人とし
て、主に国土交通省の所管事業を行う支援機関として位置づけられます。両者共に、商業の活性化や中心
市街地の整備改善に係わる困難な事業を側面的に支援したり、直接関わることで実効性を高めることにより、
活性化をより確実に達成するねらいがあります。
Ⓒ2008 経済産業省 , All Rights Reserved

街元気〜人材育成
プロジェクト〜
〜
街元気〜人材育成プロジェクト

2-6 協議会、事業者に関する留意点
住民・関係者と
のコンセンサス
形成を第一に
考える

行政が分担す
る事業と密接に
調整し、シナ
ジー効果を生む

いずれの事業も
国、都道府県、
市町村との調
整と支援を受け
て行なう
中心市街地の
再活性化が地
域の未来を豊
かにするという
強い信念を持
つ
Ⓒ2008 経済産業省 , All Rights Reserved

協議会の構成メ
ンバーは有能者
をバランスよく登
用する

事業者の規模資
本額は事業規模
に応じて決定す
る

・実力ある協議会と事業者による
タウンマネージメント手法の
実践で、集客力を高め
賑わいを取り戻すこと

効果的な実施体制の構築
↓
人が「まち」を創り、
人が「まち」を育てる

常に新しい発想
と創意工夫を生
かしたユニークな
まちづくりを考え
る

すべての事業は
５年以内の実施
を目途とする

過大な事業は厳
に慎み、最少限
の投資で最大効
果を狙う

当面の協議会の
運営費は市町村
の協力か自前で
調達する

まちのメンテナン 常に人材の発掘
ス、安全管理、
とアウトソーシン
活性化策を考え グを心掛ける
「人にやさしいま
ち」にする

法制度が変わったり、
協議会という組織が設
立されても、それを運営
するのは「人」です。
結局のところ、「人材と
体制」がなければ事業
が進まず、結果として再
活性化や地域再生は不
可能ということになりま
す。
タウンマネージャー（プ
ロデューサー）的人材の
存在とタウンマネージメ
ントの重要性を理解し、
「やる気」のある協議会、
事業者と実効性の高い
事業に対しては国を挙
げて集中的に支援する、
これが中心市街地活性
化法改正のポイントです。
「街元気リーダー」とし
てわがまちの未来づくり
に是非ご参加下さい。
次へお進みください

街元気〜人材育成プロジェクト〜

第3章 「まちづくりにかかわる専門家」

学習目標

学習時間
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タウンマネージメント手法による中心市街地の再生には
多くの専門家の参加、いわゆる「アウトソーシング」が必
要です。ここではそれぞれの専門家の役割と領域につい
て学んで頂き、活用のタイミングなどについて理解を深
めて頂きます。
10分

次へお進みください

3-1 都市、まちづくり、商店街再生にかかわる専門家

街元気〜人材育成
プロジェクト〜
〜
街元気〜人材育成プロジェクト

◆ 数多い専門家集団
都市、まちづくりは行政が中心になり進めてきたものの、活性化まちづくりは
極めてメンタルな部分があり、個人の財産にかかわる部分もあることから、従
来にない専門家の活用が必要になっている。

● 考えられる専門家リスト ●
都市再開発事業関連

活性化まちづくり関連

技術士、都市計画ﾌﾟﾗ
ﾝﾅｰ
再開発ﾌﾟﾗﾝﾅｰ
再開発ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
不動産鑑定士
環境ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ
建築設計者（一級建
築士）
商業施設士
ＳＣ経営士
税理、司法書士
ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾅｰ
施工会社など

技術士、都市計画ﾌﾟﾗﾝﾅｰ
街づくりﾌﾟﾗﾝﾅｰ
中小企業診断士
商業ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ
建築設計者（一級建築士）
商業施設士
ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾅｰ
環境ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ
税理、司法書士
施工会社など

タウンマネージャー
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土地区画整理事業関連
技術士、都市計画ﾌﾟﾗﾝ
ﾅｰ
土地区画整理士
不動産鑑定士
環境ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ
税理、司法書士
建築設計者（一級建築
士）
土木設計者
造園設計者
施工会社など

左表は一般的に考
えられる範囲の専門
家ですが、必ずしもリ
ストの全専門家を活用
しなければ事業ができ
ないという訳ではあり
ません。
しかし、商店街再生
や商業集積、テナント
ミックス等の事業にな
りますと、さらに、テナ
ントリーシング、市場
調査、販売、管理、運
営、サイン計画、照明
デザイン、グラフィック
デザイナー、ディスプ
レイなどの専門家を導
入しなければならない
場合があります。
したがって、どの時
点でどの専門家を導
入すればよいか、その
判断が重要になります。

次へお進みください

街元気〜人材育成
プロジェクト〜
〜
街元気〜人材育成プロジェクト

3-2 まちづくりは総合プロデュース事業
◆ 専門家の活用とタウンマネ―ジャーの役割
いかなる事業でも専門家の活用はタイミングが重要である。
タウンマネージャーはその判断力が求められる。オーケストラに例えれば
コンダクター（指揮者）と同じプロデューサーとしての役割も課せられる。
タウン
マネージメント
の実践

実施事業の推進
調整機能を持ち、
ヒト、モノ、カネを
束ねる役割

事業化
戦略の
立案
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各専門家をコントロールし、
協議会のワークスタッフを
統括する役割

タウンマネージャー
兼プロデューサー
↑
（街元気リーダー）

まちづくり関係者を説得し、
まちづくり専門家と融合さ
せ円滑に推進を図る役割

専門家
導入の
判断

デザインマネージ
メント、コストマネー
ジメントの両方を企
画、実践する役割

スケジュール
管理と
その運営

「まちづくり」は多人
数の参加と協力により
行われる事業ですか
ら、極めて複雑な判断
と決断が必要になりま
す。
勿論タウンマネー
ジャー一人の判断で
すべてが進む訳では
なく、外部のプロ
デューサーを導入しア
ドバイスを受けながら
実行するのも一つの
方法です。
また、専門家さえ導
入すれば「まちづくり」
が進むというものでも
なく、タイミングよく適
材適所で活用する必
要があります。
外注費が発生します
から、無駄が生じない
ようにすることが大切
です。
次へお進みください

街元気〜人材育成
プロジェクト〜
〜
街元気〜人材育成プロジェクト

3-3 専門家間のチームワーク
◆ 専門家の力量を最大限に引出す
当然ながら専門家はそれぞれの専門分野のスペシャリストであり、その技
能を最大限に引出し、高い成果を得るようにしなければならない。

● 専門家のもつ特性 ●
・高度なデザイン力

・高度な技術力

・高度な発想力

物を創る上で最も重要
なのは企画、デザイン
力

デザインに裏打ちされた
経験に基づく優れた技術
力

無から有を生む豊か
な想像力と発想力

・幅広い知識力

・信頼性
相互の信頼

自らの専門領域以外の
関連分野全般を知って
いる

チームワーク

・先見性、斬新性

・豊かな人間性

・幅広い人間関係

常に先を見て敏感に反
応する研ぎすまされた
斬新性

円満な性格と秀でた協調
性のある専門家

縦、横の人間関係を
大切にし社会性豊か
な専門家
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経験豊かで関係者間
の評価が高い専門家

専門家に限らず「ま
ちづくり」は関係者相
互の強い信頼感と信
念がなければ成功し
ません。
「まちづくり」はロング
スパンの事業です。そ
の間には様々な専門
家が関わり、それぞれ
の価値観を持つ地域
やまちの皆さんが参加
して、自らのまちの未
来を決める事業を行う
訳ですから、最後まで
やりとげる信念と使命
感がなければなりませ
ん。
その点では、専門家
は皆さんを支援し、お
手伝いをするサブ的
位置づけですから上
手に活用することを心
掛けて下さい。
次へお進みください

街元気〜人材育成
プロジェクト〜
〜
街元気〜人材育成プロジェクト

3-4 各段階における専門家の役割
◆ 専門家の区分

専門家は大別すると①計画系、②設計＋事業計画系、③事業計画＋事業実施系、④運営管理系、
⑤調査分析系に分けられる。以下段階別の主な専門家構成についてまとめる。
基本計画段階

協議会段階

事業計画段階

事業実施段階

・技術士、都市計画ﾌﾟﾗﾝﾅｰ
・まちづくりﾌﾟﾗﾝﾅｰ
・商業ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ
・調査分析系、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

・まちづくりﾌﾟﾗﾝﾅｰ
・中小企業診断士
・建築計画系
・商業ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ

・まちづくりﾌﾟﾗﾝﾅｰ
・中小企業診断士
・商業ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ
・建築設計士
・（テナント誘致系）

・建築設計（監
理）
・商業ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ
・商業施設士
・ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾅｰ
・環境ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ
・ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾃﾞｻﾞｲ
ﾅｰ

委員会、作業部会等
に参加

運営管理段階
・商業施設士
・税理士
・司法書士
・(施設警備系）

専門家の中には、極めて限られた範囲で活躍している人と、多領域にわたって幅広い知識を有する専門
家もいますから、必ずしも上表の通りに分別できないケースもあります。
この表に未記入のかなり細分化された専門家もいますから、その時々の状況に応じ、タウンマネージャー
が外部のプロデューサーなどに相談したり、それぞれの領域のプロの意見を聞いて判断することが重要で
す。
また、それぞれの外注形態や契約内容についても後日問題が生じないように煮つめ、充分に確認しあうこ
とが大切です。
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次へお進みください

街元気〜人材育成
プロジェクト〜
〜
街元気〜人材育成プロジェクト

3-5 施工会社の選定と発注
◆ 工事発注の手順と対策
工事施工には多くの専門業種と専門技術者が関わる。したがって、工事
現場には所長とか現場監督がいて全体を掌握し、手順よく進める仕組み
になっている。ただし、どのような工事発注形態を取るかにより、多少の
違いが生じる。

● 一括発注方式
建築・電気・空調・衛
生設備のすべてを建
設会社（ゼネコン）に
一括発注する方式。
建築工事以外は下請
けを使うのが一般的。

● 分離発注方式
主な工事区分
・建築本体工事
・電気設備工事
・空調設備工事
・衛生設備工事

それぞれの工事を分
離して各専門会社に
別々に発注する方式。
多少安くなるが工事
調整に手間がかかる。

インテリア関連

インテリア工事

インテリア関連

テナントミックス（導
入）型でそれぞれ内装
デザインを行うものの、
内装工事全体は一社
にまとめて発注する方
式。

・内装工事
・特殊照明
・備品工事
・特殊ディスプレイ
等

それぞれのテナントが
それぞれ別の内装工
事業者に発注する方
式。
工事調整、スケジュー
ル管理に手間がかか
る。
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工事を発注する際
は、一括発注であれ
分離発注であれ、工
事実績のある優良
会社を複数社指名し
て入札方式により決
定するのが一般的
です。この点は、補
助金を導入する事業
ですから公官庁の発
注と同一のスタイル
を採る必要がありま
す。
要は、いかに安く、
いかに精度の高い
建築物という資産を
形成するかにある訳
ですから、情に流さ
れて誤った判断をし
ないことが大事です。
そして、いかに技
術力の高い専門職、
技術者を得るかが
重要になります。

次へお進みください

