街元気〜人材育成プロジェクト〜

「中心市街地活性化を実現するための計画作成と手順」

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
改正中心市街地活性化法では、「基本計画」は、内閣総理大臣の認定という極めて重
要かつ重みのあるものになりました。これまでのように実効性に乏しい総花的な計画で
はなく、「まちのコンパクト化」と「にぎわいの回復」に向けたより密度のある「基本計画」
の作成が求められるところから、そのポイントは何か、どのような「まちづくりプラン」を必
要とするかについて、その考え方を述べるとともに、事業化のための事業計画作成及び
その手順等についても詳述します。
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次へお進みください
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コースについて
当コースは、わがまちの未来と中心市街地活性化のための基礎調査の手法、基本
計画作成のポイント、事業計画作成の手順等について理解を深めて頂くと共に、実
践的な知識を身につける事を目標とする。

コース学習の前提条件
わがまち、中心街、商店街の活性化に重大関心を持ち、参加する意志がある。
そのためのより深い知識と関わり方について具体に知る意欲を持っている。

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。
Ⓒ2008 経済産業省 , All Rights Reserved

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 基礎調査の結果で知る「わがまち」の課題

学習目標

学習時間
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まちの現状を知るためには、多面的な調査を実施し、過
去のデータと比較することによって動向を知ることができ
ます。それらのデータを有効活用して、精度の高い数値
目標を設定したり、中心市街地や地域全体の課題を抽出
することが大切です。その上で説得力のある基本計画を
作成することの重要性を学んで頂きます。
10分
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1-1 まちづくり関連調査①
◆ 市町村全体の実態を把握する
調査項目

調査内容

①

行政面積（ha）

合併の場合は前と後の面積

②

総人口（人）

合併の場合は前と後の年代別人口の変遷

③

地区別人口の推移

経年変化分析による増減比較

④

地区別世帯数の推移

同上

⑤

観光入込客数（人）

同上（観光資源の位置、ルートなど）

⑥

商業の変遷

・大型店の立地動向 ・売場面積（大型店
シェア） ・年間販売額 ・小売店舗数 ・従
業員数 など経年変化による分析

⑦

マンション等の建設状況

経年変化による立地動向分析

⑧

鉄道駅の乗降客数

経年変化分析による増減比較

⑨

事業所の推移

今日までに作成された
基本計画を見ましても、
左表のようなきめ細かな
調査を行って課題を抽出
した例は、ほとんど見受
けられません。
わがまちの現状を定量
分析によって見極め、真
の姿を把握することから
出発するのが本来ですが、
しっかりとまちを健康診
断する習慣や時間的ゆと
りがないままに、目先の
問題に取り組んでいるの
が現状のように思われま
す。

同上

・わがまちの実態を知るため、少なくとも平成２年、９年と現在とを比較することで、中心市街地空洞化
の原因とか、市域全体の人口の張り付き状況、地域別高年者割合の実態などが明らかになる。
・これに大型店やロードサイド店の分布、都市計画の現況を重ねるとコミュニティの現状やまちづくりの
課題が浮きぼりになり、全体としての改善対策に結び付ける有力な材料になる。
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1-1 まちづくり関連調査②
◆ 中心市街地の実態を把握する
調査項目

調査内容

①

区域面積（ha）

基本計画で定められた区域

②

居住人口（人）

年代別人口構成（経年変化分析）

③

昼間人口（人）

昼間人口と夜間人口の比率（ 〃 ）

④

小売商店数

経年変化分析による増減比較

⑤

大型店の立地動向（㎡）

同上（大型店シェア）

⑥

売り場面積（㎡）

同上

⑦

事業所数、従業員数

同上

⑧

年間販売額（百万円）

同上（大型店と小売店の額）

このような調査データは、関
係するすべての皆さんに共通
の認識を植えつけますし、極め
て説得力のある材料になりま
す。
要は、そのような結果をもたら
した背景、例えば車社会や情
報化社会特有の現象とか、地
域住民や社会全体のニーズや
価値観、ライフスタイルの変化
といった大きな流れを読み取り、
「活性化まちづくり」のあるべき
方向を示唆してくれる効果を生
み出します。

・各市町村が、基本計画作成時に定めた「中心市街地区域」の実態を明らかにすることで、とくに問題
になっている空洞化の原因や現状を分析することができる。
・また、少子高齢化の実態や商業に関する現状を数字で見極めることで、改善すべき諸点を発見する
手掛かりになる。とくに、大型店の動向と年間販売額の変遷を見ることで、商業活動全般の現状を知
ることができる。
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1-1 まちづくり関連調査③
◆ 中心市街地の実態を把握する
調査項目

調査内容

⑨

通行量（人）

過去の調査結果と比較できる位置で調査

⑩

自転車、車通行量（台）

⑪

飲食・サービス店数

⑫

娯楽施設数

同上

⑬

小売り空き店舗数

同上（不足業種の抽出）

⑭

大型空き店舗数

同上

⑮

公共公益施設数

同上（分布状況図作成）

⑯

駐車、駐輪場数

同上（有効台数の算出）

同上（⑨⑩で来街者手段も調査）
経年変化分析による増減比較

調査項目が多岐にわたり
ますから、なるべく既存の
データの有無を確認し、作
業がダブらないようにする必
要があります。
いわゆる商業調査、商圏
調査ではありませんから、
行政区域全体と中心市街地
のここ10数年の変遷がわか
り、空洞化問題も含めて、わ
がまちのどこに問題があり、
どのような病状にあるのか
がわかる「カルテ」のような
役割を果たすものと心得て、
まとめることが大切です。

・平成２年とか９年のデータがない場合は、その年度の地域経済総覧、日本都市年鑑、商業統計、あ
るいはインターネット、タウンページなどを活用する。
・ただし、通行量調査のようなケースは、過去に行ったデータがある場合は、極力それらと対比できるよ
うにし、万一データがない場合は、直近のデータのみで判断する。通行量調査結果は来街者の増減
をみるデータにもなる。

Ⓒ2008 経済産業省 , All Rights Reserved

次へお進みください

1-2 調査データから中心市街地の課題を読み取る
◆ ５段階評価による現状分析

（1：悪い 3：普通 5：良い）
５段階評価

評価項目

1 2 3 4 5

評価上の配慮点

(１)

人口構成のバランス

とくに高齢者率

(２)

道路整備状況

車の多さ、渋滞

(３)

駐車、駐輪場の配置、台数

使いやすさ

(４)

歩行安全度、回遊性

快適性

(５)

商店街の構成

空き店舗状況

(６)

業種構成、配置

不足業種など

(７)

まちなみ景観

魅力性

(８)

個性、特徴

(９)

楽しさ、イベント、交流広場

娯楽性

(10)

公共公益施設数、配置

生活利便性

(11)

歴史的文化財の活用度

観光性

(12)

まち全体のバランス
集客力指数
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〃

調査データを基本計画
作成に活用するには、極
力多数の方に調査結果を
示し、左表のような簡単な
評価表を作成し評価しても
らうことが重要です。
評価項目は左表を参考
に、それぞれ特徴のある
項目を設定し、５段階評価
に限らず10段階評価にし
てきめ細かに分析するな
どの工夫を行い、「わがま
ちの何が最大の課題なの
か」を明らかにすることが
重要です。
その中から、活性化のた
めのさまざまな対策が生
まれ、多くのアイデアが湧
き出れば成功です。

評価点を加算し指数化して判定する
（５段階評価は該当するところに印をつける）
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次へお進みください

1-3 評価結果をまちづくりの芽として活用する
◆ 何が課題なのかを多数意見の中から抽出する
調査データを活用し、多くの関係者、地域住民の方に評価をしてもらう方法は残
念ながらあまり行われていない。そのためにせっかくのデータが生かされないまま
になるケースが多い。

多くの関係者、地域住
民が現状を数字で確認
し、まちづくりの重要性
を認識

調査デー
タの活用

●生活行動面への対策
・安心安全なまち
・モール化構想

●生活機能面の充実
その数字を基に評価項
目を作成し、多くの
人々に参加を求めて評
価分析

多人数の
参加を求
めて評価

分析結果から、わがま
ちの活性化に必要な対
策、アイデアをリスト
アップ

活性化の
芽として
活用
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・生活に便利なまち
・生活が楽しめるまち

●商店街再生策
・何でも揃う商店街
・サービスの整った商店街

●都市機能の再配置
・郊外店にない「まち」機能
・コンパクトなまちづくり
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これまでのまちづくり
は、法規制にとらわれ、
画一的で魅力に乏しい
まちがほとんどでした。
これからは、このよう
な調査データをうまく活
用し、裏付けのある企
画、構想、計画にしてい
く必要があります。
その点、今日までは
調査は調査、計画は計
画に分離し、結果をま
ちづくりに反映させると
いう連動性に欠けてい
たように思います。
そのために、無駄な
投資をしたり、バラバラ
な整備になったりと一
貫性のないまちづくり
が続きました。
その結果が今日の姿
なのです。より計画的
に地に足のついた取り
組みが今程求められる
時はないと思っていま
す。
次へお進みください
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第２章 「基本計画」作成のポイント

学習目標

学習時間
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「基本計画」は、単に中心市街地の活性化のみならず、
広く地域再生の最重要計画として位置付けられます。し
たがって、作成に当たっては従来にない発想とエネル
ギーが求められるところから、そのポイントについて学ん
で頂きます。
30分

次へお進みください
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2-1 「基本計画」作成の意義
◆ 基本計画の目的
少子高齢化、消費ニーズの多様化、社会経済環境の変化などによる
中心市街地の空洞化に対し、中心市街地が地域住民の生活と交流の
場であることから、地域における社会的、経済的活動の拠点にふさわし
い魅力ある形成を図り、中心市街地、商店街、及び地域の再生を目指
すことを目的に「基本計画」を作成する。

国の基本方針
市町村が基本計画を
作成
中心市街地活性化協
議会又は商工会・商工
会議所から意見聴取

国に基本計画を認定申請
内閣総理大臣の認定
認定されると「認定基本計画」とな
り、国の集中支援の対象に
Ⓒ2008 経済産業省 , All Rights Reserved

地域住民、関係者の
意見、アイデアの収集
コンセンサスの形成
パートナーシップの確立

基本計画の作成にあたって
は、国の基本方針である①コ
ンパクトシティ化、②都市機能
の中心部への再集積、③歩い
て暮らせるまちづくりなど、地
域の現状に即した抜本的な対
策を網羅することは勿論、地
域資源を活かした個性的で魅
力に富んだ「にぎわいの回復」
を図るに足る内容を盛り込む
ことが必要です。
特に、地域独自のアイデアを
駆使し、崩壊しつつある地域
経済とコミュニティの再生を達
成することは勿論ですが、そ
のための具体的な戦略を明確
にすることが大切です。特に
問われるのが実効性と実行性
です。作成した市町村はその
実施責任を負うことになります
から、内容の充実した基本計
画を作成することが肝要です。
このような「基本計画認定制
度」の導入が、改正法の特徴
と言えましょう。
次へお進みください
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2-2 「基本計画」の内容
◆ 基本計画に盛り込むべき事項
旧法の基本計画の記載事項に、新たに⑤、⑥、⑩が加わり、内容が拡
充された。また、③の数値目標の設定が義務付けられた。なお、④〜⑧
については、すべて予定の有無に関わらず記述する。

策定要件
①市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和
②地方自治法第２条４項の基本構想に即したもの

上位計画
との整合

定めるもの
①中心市街地の活性化に対する基本的な方針
②中心市街地の位置および区域（３つの要件）
③中心市街地活性化の目標（数値目標も加える）
④市街地の整備改善に関する事業（都市計画事業等）
⑤都市福利施設の整備に関する事業
⑥公営住宅、中心市街地共同住宅供給事業等
⑦中小小売商業高度化、特定商業施設等整備事業
⑧上記４事業と一体的に推進する交通機関利便増進事
業及び特定事業
⑨上記５事業の総合的・一体的推進に関する事項
⑩都市機能の集積の促進を図るための措置
⑪その他活性化のために必要な事項
⑫計画期間（概ね５年以内）
Ⓒ2008 経済産業省 , All Rights Reserved

⑤・⑥・⑩
が追加。
５つの事
業につい
て詳細を
記述

地域住民をはじめあらゆ
る関係者を集合した「中心
市街地活性化協議会」（協
議会が未結成の場合は商
工会又は商工会議所）の意
見やアイデアを収集し、地
域独自の個性的で斬新な
基本計画を作成することが
必要です。
特に、上位計画である「市
町村マスタープラン」や長期
構想等との整合性、「都市
福利施設」、「中心市街地共
同住宅」の建設による「コン
パクトでにぎわいあふれる
まち」を取り戻すための様々
な創意工夫と戦略性が問わ
れますから、発想の転換は
勿論のこと、ユニークなアイ
デアを広く求めたり、地域資
源をどのように活用し、実効
性あるハード、ソフト事業を
組み立てるかが重要なポイ
ントになるものと思われます。
次へお進みください

2-3 「基本計画」作成にあたっての留意点①
◆ 質の高い「生活空間」として再生すべきエリアの設定
どのようなコンセプトのもとにどのような活性化戦略を展開しようとしている
か、その具体的な方針を明らかにすることが基本的に重要である。その上で、
にぎわいあふれる高齢者にもやさしい便利なまちにするための方策を展開す
ることが望ましい。そのために、エリア（中心市街地区域）の設定がポイントに
なる。

中心市街地区域の設定 （３つの要件）
イ．相当数の小売商業者と相当規模の都市機能が集積し、中心的役割を
果たしているエリア（基本方針第３章１．①要件）
ロ．都市活動の確保と経済活力の維持に支障を生じる恐れがあるエリア
（基本方針第３章１．②要件）
ハ．都市機能の増進と経済活力の向上を総合的、一体的に推進すること
が当該市町村及びその地域にとって有効かつ適切なエリア（基本方針
第３章１．③要件）
一市町村一区域（原則）

合併市町村、政令指定都市等地
域の実情により複数も可（特例）

中心市街地の規模
イ．土地利用や諸機能の集積の実態、事業実施範囲等一団的形状の範囲
ロ．居住人口、都市機能等中心市街地としての密度を有している範囲
ハ．各種取り組みが総合的一体的に実施可能な適切（コンパクト）な範囲
Ⓒ2008 経済産業省 , All Rights Reserved
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旧法で定められた中心市
街地の規模は、最大９００ｈａ、
全国平均で１３３ｈａでした。
区域を設定する際、各商店
街の大半を包含したり、将来
新たに市街地として整備が
予定される地区などを勘案し
て中心市街地の区域を過大
に設定したために、事業項目
も膨らむなど、焦点がボケて
結局効果的な対策にまで至
らなかったなどの指摘がなさ
れました。
この反省から、改正法では
客観的・統計的データに基づ
き、３つの要件を十分に満た
し、かつ「適切な範囲」である
か否かを基本計画認定の条
件とし、認定基準に適合する
と判断されるものについての
み認定されることになりまし
た。
その点から、コンパクトな
「生活空間」形成の範囲に限
定することが、重要なポイン
トになるものと思われます。
次へお進みください

2-3 「基本計画」作成にあたっての留意点②
◆中心市街地活性化の目標
中心市街地に蓄積された歴史、伝統文化、景
観、社会資本、産業資源等の既存ストックを
有効活用し、以下の実現目標を明らかにする。
①少子高齢社会に対応した暮らしやすいまち
②多様な都市機能が集積したコンパクトなま
ち
③歩いて暮らせる「生活空間」としての再生
④活力ある地域経済社会の確立策など
さらに数値目標を設定
①集客目標値 → 歩行者流量
②経済効果予測 → 販売額、売上予測
③事業所、就業者増予測
④財政再建効果 → 税収増見込額
⑤コンパクトシティ化に伴う財政圧縮効果予
測
⑥市街地住宅建設に伴う市街地人口増予測
など

活性化に対する
基本的な方針
目的の明確化

中心市街
地活性化
戦略の
構築

中心市街地
区域
コンパクトな「生
活空間」として
の再生エリア

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

◆５つの実施事業の明確化（ｿﾌﾄ、ﾊｰﾄﾞ）
①市街地の整備改善事業
商業・業務・住宅等の都市機能の集積及び
再配置に資する面整備事業、道路、公園、
駐車場、下水道、広場、歩行空間、電線の
地中化など
②都市福利施設整備事業
学校、図書館、病院、診療所、高齢者介護
施設、保育所等の公共公益、福祉施設など
③街なか居住推進事業
中心部における居住人口を回復するための
公営住宅、中心市街地活性化住宅など利
便性の高い居住促進策の明示
④商業等の活性化事業
中心市街地における中核的商業施設、基盤
施設、テナントミックス、空き店舗対策、商店
街のリニューアル、新業態（チャレンジショッ
プ）や新サービスの開発や整備に関する事
業など
⑤上記①〜④と一体的に推進する事業

旧法では、中心市街地活性化の目標までで、「数値目標」は義務付けられていませんでした。国の基本方針
の実現に向けて集中的支援を受け目標を達成するためには、内閣総理大臣の認定を必要としますが、単に文
言だけでなく、投資効果を明らかにすることが重要です。それが数値目標です。
また、その目標を実現するためには、５つの事業を戦略的に構築し、実効性が高まるように事業を選択し、５
年以内に一定の成果が得られるように計画的に実行可能な内容に整理し、総花的な事業の羅列にならないよ
うに厳選することが大切です。そのためのポイントは、豊かな発想とアイデアです。
Ⓒ2008 経済産業省 , All Rights Reserved

次へお進みください

2-3 「基本計画」作成にあたっての留意点③
前ページの⑤に掲げた「①〜④の事業と一体的に推進する事業」としては、以下
のものがある。
◆公共交通機関利便増進事業

◆特定事業２

①鉄道
・新交通システムやＬＲＴ（低床式）の導入
・ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞに必要な駐車場等の整備
②バス
・バスの走行環境の改善やバス駐車場の
整備
・コミュニティバスの運行や運行回数の増
加など利用者の利便の増進を図る事業
③交通ターミナル
・橋上駅舎化による機能の強化
・利便性、バリアフリー化の推進など

②食品流通円滑化事業
・食品小売業の活性化の推進
消費者の利便性を高めるため食品小売業
（青果、鮮魚、食肉等）が５店舗以上集積
した施設の整備
・事業の要件
総店舗数の２／３以上が食品小売業であ
るもの
・関連施設
駐車場、休憩所等一体的に整備さ
れる付属施設など

◆特定事業１

活気に
あふれた
まちづくりの
推進

①都市型新事業
・中心市街地における消費者のニーズに
対応するサービス提供事業などの都市型
新事業の円滑な展開に資する賃貸型の事
業場の整備
・共同研究、産学連携、インキュベータ、情
報交流、展示販売施設等の整備
・施設規模
概ね５事業者程度の以上の利用が可能な
共用施設であること
Ⓒ2008 経済産業省 , All Rights Reserved

◆特定事業３

③貨物運送効率化事業
・共同集配施設の整備
中心市街地における輸送の交錯を排除、
流通機能の向上を図るため共同集配施設
を整備
・事業の要件
複数の既存運送事業者の集配業務の効
率化を図るためのものであれば、中心市
街地区域の外でも差し支えない

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

改正前の中心市街地活
性化法にも同様の規定は
ありましたが、これらにつ
いて明記した基本計画は
ほとんどなく、形骸化して
いた感がありました。
今回の改正法では、こ
れらの整備に「中小企業
基盤整備機構」のノウハ
ウや資金の活用、さらに
は委託制度などを導入し、
より強力に推進する方向
が示されました。
中心市街地内は、概して
交通渋滞の慢性化などに
より安全性が低下し、全
般的な中心機能の停滞な
どを引き起こして空洞化に
拍車をかける結果になっ
ています。
中心市街地の機能を回
復するためには、余分な
自動車の排除を始めとす
る抜本的な対策を必要と
しているところから、どの
ような整備を進めるかが
問われることになりました。
次へお進みください

2-3 「基本計画」作成にあたっての留意点④
◆都市機能の集積促進のための措
置
・郊外等に分散したり不便を生じている機
能、特に高齢者の生存に関わる病院・診
療所や介護施設、教養文化施設、保育施
設、市役所、住宅等の、中心市街地への
再集積方針について、既存施設の扱いを
含めて、どの時期にいかなる措置を講ず
るかを明記

◆活性化のための必要な事項
・活性化事業を推進し目的を達成するに
必要な庁内組織体制を整備充実すること
が認定の要件
・住民意向（協議会の意見聴取）
・民間エネルギー、人材の登用など事業
化に向けた戦略の具体的提示
・産学官民の協調体制の確立と役割分担
の明確化

行政を中
心とする実効性あ
る活性化戦略の
明確化
◆生活支援施設の充実
・都市機能に限らず、中心市街地には
様々な「生活支援機能」も同時に整備充実
させることが重要
・地域住民の多様なニーズと地域生活拠
点「暮らしの広場」にふさわしい空間環境
を同時に充実させることが大切
・コミュニティ拠点、生活空間として魅力、
楽しみ、利便性、安全性を高め、歩いて暮
らせるまちづくりを実践する方策を明示

Ⓒ2008 経済産業省 , All Rights Reserved

◆計画期間
・概ね５年以内にどのような手順と分担
で一体的に推進するか、その詳細を明示
・中、長期にわたる事業（例えば面整備事
業）などとの整合性については、それぞれ
のスケジュールに合わせた整合の確立に
努める
・特に事業手法（支援メニュー）の選択に
ついては、各都道府県等との協議、また
は所管局と調整

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

どのようにして活性化
を達成するかは、それぞ
れ都市特性や現状分析
の結果によって異なりま
す。
国が定めた基本方針
に沿って型だけを整える、
といった基本計画では、
選択の段階で否定され
ますから、いかに具体性
あるものにするかが重要
になります。
したがって、次ページ
2-4以降に示す分析や、
将来に向けたまちづくり
の考え方、大胆なアイデ
アを存分に盛り込むこと
が大切になります。
そして、地域が一体と
なって協調し、いかに真
剣に取り組むかが認定
を得る条件になりますの
で、行政依存体質からの
脱却が、もう１つのポイ
ントになると思われます。
次へお進みください

2-4 「基本計画」作成にあたって行うべき調査・分析
◆ 固有資源の活用状況
①歴史的遺産は？伝統文化は？
②自然環境との調和、原風景は？
③観光的資源の活用状況は？
④老舗は？伝統産業は？
⑤人的資源は？商店街は？

◆ すぐれているもの
①オンリーワンの伝統文化がある
②歴史的まちなみ、蔵、寺社がある
③歴史のみち、すばらしい自然がある
④歴史上の有名な人物を輩出している
⑤誇れる産業がある、名物がある

現状から
空洞化の
真の原因
を見極める
中心街の
真の役割を
つきとめる
未来へ

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

◆ 遅れているもの
①安心安全に歩ける道がない
②まちなみ景観整備、老朽化対策
③集客のための魅力施設､観光対応
④不足事業、空店舗対策、近代化
⑤発想の転換、新しいニーズの対応

◆ 足りないもの
①個店の魅力創出、新陳代謝
②生活関連施設、駐車場、その他
③娯楽、楽しさ、イベントなどの誘客戦略
④交流広場、来客へのおもてなし
⑤名物、ブランド創出、サービス体制

都市の大小を問わず、どこのまちにも歴史、伝統文化があり、営々とした人々の暮らしがあります。しかし、
今日のような超情報化やモータリゼーションが進展しますと、世代別価値観が多様化し、ジェネレーション
ギャップが拡大しますから、その全てを満たせない中心街は自ずと厳しい状況に追い込まれます。
しかし、この現象を「郊外店の出店」が原因であると片付けてしまうのは容易ですが､その結論からは何の新
しい発想も対策も生まれません。自由競争社会は常に「勝つか、負けるか」の世界ですから、勝つためにはそ
れ以上の新しい「アイデア」と「やる気」が必要です。現に集客に成功したまちも沢山ありますから、単なる思い
付きではなく、地に足の付いたしっかりとした対策を考えることが重要です。
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次へお進みください

2-5 コンセプトを実現するための「オンリーワン事業」
を考える
◆ 「オンリーワン事業」で活力を取り戻す戦略の構築
まちや地域を活性化するには、ただ総花的に事業を羅列するのではなく、わ
がまちの未来を決定づける「オンリーワン事業」を決定することが重要である。

協議会

個性化戦略事業
わがまちをオンリー
ワンの魅力ある空間
にするために考え出
される

まちおこし事業
（例）
・滋賀県長浜市（黒
壁）→ガラス 工芸
・宮崎県都城市
→オーバルパティオ
・石川県金沢市
→集合店舗プレーゴ
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一体化

オンリーワン事業

行政が
分担する
基盤整備
事業

事業者等
が分担する
ハード・
ソフト事業

基本的には、郊外店との
差別化をどうするか、
地域間競争にどう勝ち残
るかそれを決定づけるの
が「オンリーワン事業」である

行 政

再生戦略事業
今ある希少資源を活
用して新しい機能を
生み出し、魅力を高
める

まちなおし事業
（例）
・長野県小布施町
→歴史的資源活用
・大分県豊後高田市
→ 昭和のまちづくり
・埼玉県川越市
→蔵のまち

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

「まちづくり」とは創造
的戦略事業ですから、
常に新しい発想とアイデ
アを基に、どのような手
順と複合対策で取組む
かがポイントになります。
歴史的資源やまちな
みを生かしながら、そこ
に新しいアイデアを加え
て付加価値を高め、集
客力を強めるといった手
法を活用し、成功してい
る例も見られます。
空洞化対策のポイント
は、いかにして逃げ出し
た生活者を呼び戻し、ま
ちなかに「お金を落とし
てもらうか」、そのための
「しかけ」をどう考えるか、
にあります。地域住民の
みならず、広域からも集
客できるように工夫する
ことが重要です。
次へお進みください

2-6 にぎわいあふれる「生活空間」のしかけ

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

◆ 人々の五感を満たす「交流舞台」の充実
・買物や市歩き
を楽しむまち

・仲間と集い
遊びを楽しむ
まち

・売買のかけひき
を楽しむしかけ

・人を遊びに解放
するしかけ

・芸術文化、
芸能を楽しむ
まち

・ファッション
界隈を楽しむ
まち

・心をなごませる
演出としかけ

・若い女性の心を
満たすしかけ

理想のまちイメージ

・まつりやイベ
ントを楽しむ
まち

・集まって飲食
を楽しむまち

①女性を第一に考えた
便利で楽しいまち

・人をのせ、はや
したてる賑わい
のしかけ

・「旨い、安い､早
い」 宴を楽しむ
しかけ

・もの創りを
楽しむまち

・公園、広場､
水辺でくつろ
げるまち

・好奇心を満たす
工房創作のしか
け

・落ちつきとゆと
りのある舞台の
しかけ

②文化性が豊かでヒュー
マン性に富んだまち
③安全で快適な生活が
できるまち
④個性あふれるユニーク
なまち
⑤活気があり、発展性を
秘めたまち

老若男女を問わず、生活者のニーズは「実体験」あるいは「社会参加」のできる機能の充実したまちを求めて
います。イベントやアミューズメントを通じてのエキサイティングな体験から、まちかど広場や公園などでのリラ
クゼーション、多彩なお店やファッション性豊かな商店街での売買の楽しみなど、多様性、多価値観、各年代の
ニーズに対応するまちに人は集まり､賑わいが生まれます。
加えて、人と人、人と物との交流やふれあい空間、エンターテイメント性、観光的要素が加わることで広域か
らの集客が高まり、活力あるまち、中心街の再生が果たせると思われます。
Ⓒ2008 経済産業省 , All Rights Reserved

次へお進みください

2-7 滞留型、時間消費型の「まち」を考える

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

◆ 生活機能の充実で「まち」の豊かさを演出する
まちにはあらゆる機能があって、あたかもショッピングセンターのように長時間
留まって楽しめる時間消費型のまちづくりを考えることが重要である。
観光・レジャー機能の強化
・街なか観光スポット
・街なか物語づくり
・レジャー性の整備
・おもてなしの充実

イベントの強化
・フリーマーケット・
朝市、夜市・お祭り
などの積極開催

生活支援施設の強化
・生活情報・文化教育
・子育て支援・趣味活動
・多目的スタジオ・サロン

中心市街地
明るくきれいなまちに
・照明・緑､花・まちなみ景
観・看板、サインの統一
安心、安全に歩けるまちに
・バリアフリー・車優先から
人優先のまちへ・高齢者に
やさしいまち・障害物の撤
去・ショッピングモールの形
成

安全性、美観、個性の増進
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・あそぶ
・買う
・食べる
・ふれあう
・学ぶ
・行動する
・住む

交流促進
・イベント広場
・ふれあい広場
・社会参加の増進

色々な店舗の集積と支援
・チャレンジショップ
・手づくり工房・不足業種補
完・新規創業
飲食機能の集積強化
・ファミレス・オープンカ
フェ・オープンキッチン・各
種飲食店

利便性・生活機能の充実

楽しく何かを予感させ
るまちに人は集まり、逆
に魅力も楽しくもないま
ちは見捨てられます。
そして、楽しいまちに
は長時間滞留し、その
間に消費額が増大する、
それがまちづくりを進め
る上でのキーポイント
になります。
中心市街地は複合機
能の集合体ですから、
それらが計画的に形成
され、強い個店が復活
した時に人々は再び中
心街に戻ってきます。
そのためには、イメー
ジ戦略から具体戦略に
歩みを進めて、必要機
能をどのように配置し、
回遊性を高めるかを研
究し、実践する勇気を
持って欲しいと思いま
す。
次へお進みください

2-8 まちなかに「生活支援型複合集客拠点」を考える

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

◆ 新しい「集客の核」となるパティオ型集積施設の整備
街なかの重要な場所に「中庭広場」を持つ商業＋生活関連の集
積拠点整備の有無を研究する。

習いもの教室、子育
て支援、生活情報、
クリニックセンターなど

新・
商業 ＋ 生活機能の

カフェテラス、ファミレ
ス、居酒屋などの飲
食店数店など

集積拠点︵
タウン・
コア︶

専門店、チャレンジシ
ョップ、日用雑貨、生
鮮関連店舗など

（参考）

多目的スタジオ、プレ
イガイド、イベント関
連、交流広場など
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、理・美容室
ATM、行政窓口、宅
配ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰなど
お年寄りｻﾛﾝ、お休み
処、よろず相談所、化
粧室、学童保育室など

大型店の撤退や閉店、空き店舗の増大、生活関連機能の分散、安全性の低下などによってまちなかは徐々
に活力を失い、コミュニティの崩壊が続いています。これにより、中心街の持つべき本来の役割は低下し、経済
活力も衰退の一途を辿っています。
この原因のひとつに、各施設がバラバラで利用しにくい点や、ゆとり、楽しさといった「まち」本来の交流性や
利便性が失われつつある点があげられます。したがって、新しい集客機能としての「生活支援型複合生活拠
点」（仮称、タウン・コア）的な施設が存在したら、老若男女を問わずまちなかに足が向く可能性がより高まるの
ではないか、という発想からの提案です。ぜひ、研究して欲しいと思います。
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次へお進みください

2-9 歩いて暮らせる「まちづくり」の実践

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

◆ 人の道を大切にし、まち歩きが楽しめるまちを考える。
・まちなみや歴史
巡りを楽しむまち

・界隈や小路を
散策できる楽し
いまち

・タウンウォッチン
グを楽しむしかけ

・生活情報やすき
ま文化を見せる
しかけ

・裏路、脇路が整
備された小綺麗
なまち

・界隈の賑わいと
小規模な新名所
のあるまち

・ゆとりと人間ら
しさを取り戻すし
かけ

・話題性、感動性
のあるまちのし
かけ

モールの種類

①フルモール
：歩行者専用道
②コミュニティモール
：一方通行化を前提
に歩道を整備する
③トランジットモール
：公共交通に限った
歩道付道路
④セミモール
：歩道を広くした道路

・ウィンドーショッ
ピングが楽しめる
まち

・まち歩きを楽し
ませるタウンギャ
ラリーのあるまち

・夜間でもディス
プレイが楽しめる
しかけ

・ストリートファニ
チャーや彫刻に
よる演出

・広場やお休み
処、デートスポッ
トのあるまち

・まちなか物語り
で構成されたス
トーリーのあるま
ち

・賑わい広場やラ
ンドマークのある
空間

・回遊空間に物
語りがあるまちの
しかけ

ヨーロッパの諸都市が、活性化の基幹事業に据えたのが「モール」
化でした。これにより街なかは復活し、アーバンツーリズムにも大き
く貢献しています。
右図のような歩道もないまち、商店街では危険で、発展性はありま
せん。これからのまちづくりテーマのひとつは、安心してまち歩きがで
きること、お年寄りや身障者、子供達に優しいまちにすることです。
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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

2-10 商店街のリニューアルと豊かな歩行空間の充実
●道路を「生活の庭に」

●遊動空間のしつらえ

歩道のない道路を車道一
車線（一方通行）にし、ス
ラロームさせることで両側
に変化に富んだ歩道空間
を確保、豊かな商店街を
演出

・緑：木陰、四季の花、生垣
・水路：池、石垣、橋
・路面：自然石、土、坂、階
段、照明、ﾎﾞﾗｰﾄﾞ等
・パブリックアート
・まちなみ：歴史的な建物

●日本的な手作りのまち
それぞれの空間と素材が
個性を持ち、全体のリズ
ムを生み出す。そのリズ
ムが人々に呼応し、歩く楽
しさと愛着のあるまちを作
り出す

●ストリートファニチャー
・電話ＢＯＸ、ベンチ、案内
板、標識、看板、ノレン、
シースルーシャッター
・サウンドスケープ、など

「車よりも人を優先する道にすると、まちはどう変わるか」､国土交通省は2004年度から、車中心の道路行政を
見直し､住民の快適な生活空間を優先する道づくりの一環として実験を始めました。
ヨーロッパを始め、世界各国の都市でモールを中心としたまちづくりはごく自然に行われていますが、わが国
では急激なモータリゼーションに道路整備が追いつかず、文化や社会制度の違いもありますが、このようなライ
フラインの整備は20〜30年ほど立ち遅れています。
少なくとも道路の狭い商店街やまちなかは、通過交通を抑制し､車中心型から人間優先型への転換が必要に
なっています。
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次へお進みください

2-11 空き店舗を活性化の「芽」として考える
◆ 場所に応じた空き店舗の活用策を考える
中心市街地の重要な機能を担う商店街の魅力回復のために、空き店舗を活性
化の「芽」として再利用する。

・商店街として必要
な業種の補完店舗
として活用（最寄商
店街における生鮮
３品店の充実など）

支援システムの
構築

・アトリエ、ＳＯＨＯ、
簡易オフィス、イン
ターネット関連のコ
ミュニティビジネス
基地としての活用

・手作り品の製造
販売店などに活用
（滋賀県長浜市の
プラチナプラザなど
はこの実践例）

生活中心街
としての必要
機能の補完
による利便性
の向上

・街なか集会所、多
目的スタジオ（ルー
ム）、会議、交流広
場、習いもの教室な
どへの転換利用

・お休み処、お年寄
りサロン、観光案
内所、トイレなどの
まちなか交流拠点
としての活用
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家主や地主
との交渉

・チャレンジショップ、
季節限定の産直店
舗、リサイクルショッ
プなどの多目的利
用

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

中心市街地の活性
化を考える上で、商店
街の空き店舗対策は、
避けて通ることのでき
ない大きな課題です。
空き店舗は今後も増
える傾向にありますか
ら、放っておけば取り
返しのつかない結果を
招きます。
そうなりますと、他の
いかなる対策を講じて
も生活拠点としての役
割が果たせず、活性
化は不可能ということ
になります。
したがって、家主との
困難な交渉があります
が、街元気リーダーな
どの有志が総力を挙
げて取り組む必要が
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〜

第３章 「事業計画」の作成手順、作成のポイント

学習目標

学習時間
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ここで言う「事業計画」とは、「特定民間中心市街地活性
化事業計画」を言います。民間事業者が認定基本計画に
基づき、事業化するために作成する実施計画です。この
計画が認定されると、国や都道府県の補助金や各種支
援が受けられます。専門家との協働などを含め､その手
順と作成のポイントを習得します。
20分

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

3-1 「事業計画」作成までの流れ
◆ 「事業計画」の位置づけ
「特定民間中心市街地活性化事業計画」は、それぞれの民間事業者がハー
ド、ソフト事業をスケジュールに基づき、事業化するための計画である。この「事
業計画」は、主務大臣への認定申請用として決められたフォームで作成する。
そこで、中小小売商業高度化事業を例に、計画づくりから認定までの流れを
紹介する。
※「特定民間中心市街地活性化事業」とは、中小小売商業高度化事業、特定
商業施設等整備事業及び特定事業であって民間事業者が行うものを言う（認
定基本計画に記載されたものに限る）。

認定基本計画
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
市町村経由

中心市街地活性化協議会へ協議

主務大臣に事業計画認定を申請
認定されると「認定特定民間中心市街地活性
化事業計画」となり、中小小売商業高度化事業
として高度化融資、補助金の対象に
Ⓒ2008 経済産業省 , All Rights Reserved

商店街振興組合等

中心市街地活性化法
の適用を受けてさまざま
な事業を実施する場合
は、必ず左図の手順で
作業を行い、所定の手
続きを行う必要がありま
す。
また、「協議会」及び
「事業者」の組織が存在
しないと、補助金を受け
ることができません。
このような活性化事業
は、どのようなもので
あっても事業資金を必
要としますが、全額借入
金で賄うと当然ながら、
事業採算が合いません
から、このような国、都
道府県の補助や支援を
受けて、実効性のある
事業を展開し、地域、都
市、まちを活性化させる
ことになります。

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 事業化戦略の検討
◆ 実施プログラムの決定
基本計画で定めたハード、ソフト事業を、どのような手順と戦略で実施するか、
実効性を高めるプログラムを検討し、優先すべき事業の選定と行政を含む関係
者全員の合意を形成する。

実効性のある事業化戦略の検討

庁内合意
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ハード・
ソフト事業

行政調整により、都
市計画関連事業や
モール化事業など、
活性化の原動力とな
る交通体系全般につ
いて検討し、優先事
業を決定

一体整備

行政が行う事業

事業者が行う事業
協議会で協議、合意

中心市街地活性化
協議会を中心に、わ
がまちの活性化に最
も重要、かつ実効性
のあるものを選択、
優先事業を中心にス
ケジュールを検討し、
事業化に移行する。

活性化まちづくり事業
は、極めて高度な戦略
性が求められます。
少ない投資で最大限
の効果を生むためには、
官民が一体になって絶
対に必要不可欠な事業
とわがまちの未来を決
める個性的な事業とを
組合せ、どのように展
開すれば「活性化効
果」が生まれるかを検
討し、プログラム化する
必要があります。
今日までの展開を見
てますと、戦略性に乏し
く、やり易い事業から着
手するといった感が否
めませんでした。した
がって、活性化効果を
高めるためには、しっ
かり協議し決定する必
要があります。

次へお進みください

3-3 優先事業の決定と事業企画の検討

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

◆ 実施事業の具体的な内容を研究する
まず、どの場所で実施事業を展開するか、位置を特定し、専門家の協力を得て
事業コンセプトを研究し、住民ニーズやライフサイクルの関連を見極め、「集客のし
かけ」として最も効果的な事業プランを作成する。その上で関係者間の基本合意
を進める。

事業者やタウンマネージャー等が中心となり、
行政、都道府県、所轄の経済産業局と事前相談

補助金以外の事業費
の調達方法について、
制度融資（高度化資
金）の活用について関
係機関との事前相談、
事業支援を要請する
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必要な専門家
を導入し協働

地主、家主
など権利者
がいる場合
はその交渉
など

どの補助メニューを活
用して事業化を進める
か、専門家、行政等と
相談しその方針を概定
申請書式にしたがって
協議、調整のうえ申請
準備を行う

このような事業のほと
んどは何らか補助金を
活用して行われます。
したがって、どのよう
な補助メニューを活用
し、どの程度の実効性
ある事業展開が可能か、
また、事業概要につい
ても関係当局と事前相
談、あるいは指導を得
ながら進めることが重
要です。
この段階では専門家
の導入なしに進めるこ
とは事実上困難ですか
ら、このような事業に精
通した専門家を選定す
るか、国のタウンマネー
ジャー派遣制度を活用
するなどにより、事業の
枠組みを固めることが
重要です。

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

3-4 「事業計画」の記載内容
◆ 「事業計画」では何を決めるのか

事業計画は、基本計画に記載されているハード、ソフト事業を実施するための計
画である。
当該事業が補助金を期待し、不足分を制度融資（高度化融資）などを受けて実
施する際の長期経営収支が安全な内容か否かが、融資決定や大臣認定の重要
な判断材料になる。
したがって事業計画は、専門家等の協力を得て、しっかりと策定する必要がある。

※添付書類
①定款、登記事項証明書
②事業計画の工程表、内容を説明した書類
③最近２期間の営業報告書又は事業報告書、
貸借対照表、損益計算書

専門家の協力を得て作成

事業計画の記載内容

①事業の種類（中小小売商業高度化事業（７事
業）、特定商業施設整備事業（２事業）、特定事業
（４事業））
②事業者の概要
③事業の目標
④事業の内容
⑤事業の実施時期
⑥事業に必要な資金の額及びその調達方法

このような「事業計
画」は、補助を受ける
ために策定します。仮
に民間金融機関から
借り入れする場合でも、
同様のものは必要に
なります。
この「事業計画」は１
事業ごとに策定し、認
定申請をしなければな
りませんが、国あるい
は都道府県には単独
の助成制度も設けら
れていますから、事業
の内容に応じた制度
の上手な活用がポイ
ントになります。
このような申請作業
は全て市町村を経由
して行われます。

（以上の内容を整え、市町村を経由して国に申請書を提出する。）
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次へお進みください

3-5 実施事業の概要プランと事業収支の検討

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

◆ 実施事業の概要をまとめシミュレーションする

●導入施設の概定
施設を構成する各機能の
配置、概要プランの作成

●各施設の面積
施設の全体面積、機能別
面積表を作成

●レンタル面積の算出
借入金の返済、ＴＭＯの
運営費に必要な収益施設
面積を算出
Ⓒ2008 経済産業省 , All Rights Reserved

第 一 次 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン

いかなるハード、ソフト事業であれ、どのような事業内容にするか、どれだけの
投資がかかるか、とくに補助金以外の借入金の返済など、事業にかかわる「事
業収支シミュレーション」の検討が重要になる。そのための前提条件を固める。

●事業費の算出
実施事業にかかわる全事業
費の内訳を作成

●資金調達計画
補助金、建設協力金、借入
金などの調達見込みを作成

●レンタル賃料の仮設定
市場価格等を調査し、テナ
ント誘致に支障のない価格
を設定

このような事業の大半は、
補助金と借入金によって
賄われますが、基本的に
は事業者等が中心になっ
て行われる投資事業です
から、最も重要になるのが
借入金の返済原資と組織
運営費の捻出になります。
いわゆる事業収支計画
や組織の長期経営収支で
す。
最終的には、これらの収
支バランスがとれ、低価格
のレンタルで優良テナント
を導入、または事業者自
身が自営し、長期にわたっ
て安定経営が見込めない
と、補助金も借入金も執行
されませんから、しっかり
とした事業計画を作成す
ることが大切です。

次へお進みください

3-6 高度化融資（制度融資）を活用するケース
◆ 事業者等が自己負担する事業費の調達
活性化事業を進める際の事業費は、「補助金」と「事業者負担」によって賄わ
れる。つまり、補助金以外の資金を何らかの方法で調達する必要がある。方法
としては①中心市街地活性化法に基づく制度融資としての高度化融資の活用、
②民間金融機関、の２種類が考えられる。

中小企業基盤整備機構の高度化融資の活用

商店街整備等
支援事業（例）

高度化融資を活用す
る場合の手続き

・高度化融資の特典

事業者が商業活性
化施設と併せて商業
店舗を整備する事業
計画を認定申請し、
大臣認定を得たもの
について、補助金を
除いた額の80％を無
利子で貸付けるもの

事業計画の大臣認
定申請をする前に都
道府県に借入申込
みを行う。
その上で、
①事前指導
②診断申込
③診断・指導
を受ける

・貸付割合80％
・金利：無利子
・据置期間：３年以内
・償還期限：20年以内
（据置期間を含む）
・事業計画全般に対
し診断、指導が受けら
れる
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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

高度化融資は、単に資
金を貸付けるのみなら
ず、事業計画の内容を
きめ細かに診断し、事業
の適正化、長期経営収
支に関する改善点など
を指摘して、リスクの低
減に努めてくれます。
活性化事業のように長
期安定経営が求められ、
融資金の20年償還が前
提となる事業の場合は、
あらゆる角度から専門
家の厳しい目が必要に
なります。
このような指導を得た
事業計画は大臣認定や
審査委員会の認定が得
られ易くなるというメリッ
トも考えられます。

次へお進みください

3-7 テナントミックスと収益、非収益事業の展開

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

◆ 商業系テナントの導入とサービス機能の充実
空き店舗対策であれ複合機能の新規施設計画であれ、いずれもテナントの導入な
どにより業種補完を行って、利便性を向上させ活性化を達成しようとするもの。新し
い業態やチャレンジショップなどのインキュベート機能も含め、収益、非収益の両面
をミックスし、郊外店にない魅力を創出することが重要である。

テナントミックス型施設

収益を見込む施設

集客力の増大策と
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まち機能の充実

・生鮮市場、スーパー
などのまとまった店舗
・一般専門店
・飲食系店舗
・オープンカフェ
・銀行、郵便、サービス
・理・美容、クリーニング
・クリニック など

一体化

収益性の低い施設

・チャレンジショップ
・文化、福祉行政施設
・習いもの教室
・児童、託児、子育て
支援型施設
・イベント広場（使用料）
・お年寄りサロン、集会
施設

どのような活性化
事業であれ、補助金
を活用して行うもの
である限り、地域住
民の生活に資する
収益施設と、収益性
の低いコミュニティ施
設の両面の充実が
求められます。
収益性の低い、あ
るいは非収益施設
であっても、要は生
活者や観光来街者
の利便性が高まり、
集客力の向上に寄
与するものであれば､
全体の活性化には
不可欠のものとして
考え、事業計画に折
り込んで成立性の検
討を行う必要があり
ます。

次へお進みください

3-8 テナント（賃借人）の導入と入居条件の整備

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

◆ 優良テナントの導入による収益性の確保
これらの活性化事業は、行政等が行う公共事業と違って、補助金は活用するもの
の基本的には1/2〜1/3の自己負担が伴う事業である。その分をどのような型であ
れ融資を受ける場合は、その返済や組織の運営費等の収益の確保が絶対条件と
なる。
したがって、融資を受ける診断段階までに優良テナントの概定をする必要がある。

優良テナントの導入（テナントミックス）

事業収支シミュレーショ
ンにおいて
①貸店舗事業の家賃
②入居保証金の額
③共益費などの額
④その他管理費など
を確定し、長期経営の成
立性を確認
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家主と
なる
事業者等

専門家の
導入によ
るテナン
トリーシン
グの展開

・テナント入居条件の設定
（非収益施設を含め、
市場価格より安く設定）
・テナント参加の募集
新聞広告、インターネット
等による方法も活用

・工事区分等の明確化
テナント負担工事の区分

活性化事業は､国、
都道府県や市町村の
手厚い支援が制度化
された有利な事業シス
テムです。
一方､まちの運営管
理や収益事業の展開
といったショッピングセ
ンタｰと同様の経営手
法が求められる厳しい
側面もあります。
したがって、多くの民
間経営経験者や消費
者サイドの有志の参
加を求め、このような
テナント問題をクリ
アーする以外に方法
はないと思われます。
専門的なことは専門
家を活用し、より実践
的な体制で活性化事
業の推進を図ることが
重要です。

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

3-9 実施体制の確立
◆ 「活性化まちづくり」は関係者全員の総力戦で成功させる

協議会及び事業者は、諸外国の例を見るまでもなく、空洞化し、活力を失った中
心街、商店街を再生し、同時に自立した地域経済と個性豊かな都市に再生して、地
域住民が住むことに誇りを感じることのできるまちを創る大きな役割を担っている。
したがって、形だけの協議会であったり、組織体制や人材の乏しい事業者では、
本来の使命を果たすことは困難である。

補助金、融資の確定

事業フレームの確定

・建築工事等の入札
業者の決定、契約
・工事着工、内装工事
発注調整、スケジュ
ール管理
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・建築設計、入札準備
・テナント内装調整
・本工事との調整
・工事監理

専門家の参加

事業実施体制

すべての事業実施条件の確定・実施へ

国や都道府県の支
援が強化されても、
現実に事業者等に事
業実施やその後の管
理運営能力がなけれ
ば、まちは甦りません。
本格的な事業計画
に基づくまちづくりの
実践は、協議会及び
事業者を中心に関係
者、地域住民、行政
などの強力なパート
ナーシップのもとに、
総力戦で立ち向かう
以外に方法はありま
せん。
是非､多くの有志が、
「街元気リーダー」が
自らのまちの再生に
立ち上がり、力になっ
て頂くことを期待した
いと思います。

次へお進みください

