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なぜ今、民主導の

「官民連携によるまちづくり」が

必要なのか。
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発想の転換

・少子高齢化・人口減少社会の時代の変化によって、
公共投資、行政サービスの効率化が求められる時代

・つくる時代から使う時代へ、
さらに、「使いこなして」「稼ぐ」時代

→ 従来のような行政主体のまちづくりでは限界。
民の力を最大限活かす（頼る）ことが不可欠。

→ 使える公共空間や空き地・空き家は、
民間にとっては資源・チャンス。

公共は、これまでの「安全」視点 ＋「使う」視点を。
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◎公開空地等の
一体的な管理

◎集会所等の
維持管理

共有物・公物の管理

サービス提供・
コミュニティ形成

地域の情報発信

◎ビル等の資産管理
◎広場、駐車場等の管理

◎公園や河川敷
等の管理

◎道路や緑地
の管理

◎コミュニティセンター等の管理

◎ストリートファニチャ、
緑化施設等の設置・管理

◎地域の美化緑化活動の推進

◎迷惑駐車・駐輪の防止活動

◎屋外広告物の管理

◎空き店舗活用
（テナント誘致等）

◎公的空間の利活用

◎オープンカフェ
◎地域イベント
の開催

・ホームページや広報誌等による情報発信
・地域のプロモートイベントの開催
・地域に関するシンポジウムの開催

◎コミュニティバスの
運営

◎景観形成ルール、
ガイドライン策定

◎建築・景観協定案作成、運用

協定策定・協定に基づく施設の整備・活用

◎都市利便増進協定の策定
◎歩行者経路協定の策定

◎広場の整備、通路の舗装の高質化、
街灯や街路樹の整備、駐輪場等の整備

官民連携まちづくりの広がり
地域全体の計画コーディネート地域活性化・景観向上

地域の活性化・景観向上
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組織

有能な人材の活用、ものごとを早く決めることのできる組織

魅力的なデザイン

官民一体の空間デザイン、人にとって心地よい空間づくり、

空き地、空き床の上手な活用

プロモーションに強い

発信力（SNS等）、ロゴづくり、テナント誘致、市民や来街者

へのアプローチ

着実な財政運営（徹底したコスト管理）

収入から逆算して、どれだけ支出できるか考える

官民連携まちづくりの強み
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エリアからはじめる都市再生

• リノベーションまちづくり（例：北九州市、和歌山市･･）
空いている床を見つけ、稼げるコンテンツ（人・産業・規模・手法）
から考える
小さく産んで大きく育てることでエリアの再生を目指す
初期投資が少なくてすむ、時間がかからない

• プレイスメイキング（人のための空間）
今、空いている土地を活用（公開空地、道路、公園、水辺など）
まちを車から人の手に、人の活動の場に
まちに滞在することを楽しめるように

• エリアマネジメント
民間がエリアの運営に関わり、エリアの価値を高める
環境や防災等の安全・安心への意識の高まり

公有地（官）／私有地（民）にかかわらず、
場を「使いこなす」まちづくりの時代へ

最近注目されている民間主導のまちづくりのキーワード
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リノベーションまちづくり

遊休不動産のリノベーションを連鎖的に展開し、建物の再生に留まらないエリア

の再生を目指す取組み
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Case Case Case

産業と雇用を創出する

連鎖的な不動産再生

不動産の再生を通じて質の高い雇用を創出

し、産業とコミュニティを再生することを

目標とした「小倉家守構想」のもと、小倉

魚町のコンパクトなエリアで事業開始から

5年で、15件以上の不動産再生と400人以

上の雇用創出を実現。

北九州市小倉魚町
株式会社北九州家守舎他

公と民との連携による

地域らしい空間資源の活用

リノベーションの担い手である家守会社が

次々と誕生。これを後押しする和歌山市と

ともに、公民連携でエリア全体のリノベー

ションまちづくりを進めている。公共空間

の利活用も同時に進められているのが特徴

となっている。

和歌山市中心部
株式会社紀州まちづくり舎

＋株式会社ワカヤマヤモリ舎他

補助金に頼らない

大型空きビルの再生

花巻駅前エリア・上町
株式会社花巻家守舎＋上町家守舎

閉店した百貨店を再生するためのトリガー

として、花巻市民のシンボルである「マル

カンビル大食堂」を復活。クラウドファン

ディングも活用して地域の力を結集し、

民間による大型空きビルの再生を実現し

ている。

『民間主導でまちを活かす エリアからはじまる都市再生』（国土交通省都市局まちづくり推進課発行）より



プレイスメイキング ～まちに広がる多様な空間活用～

市民、企業、ＮＰＯなど、多様な民間主体が公共主体と連携・協働することによ

り、都市空間の魅力向上や活性化をはかる取組み
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再開発事業にあわせ、道路空間を再編して

広場を整備。まちづくり会社を中心に市民

組織がこれをサポートしながら運営を行い、

子どもから高齢者まで、幅広い市民が集ま

る場となっている。

堂島川を眼下に望む

河川敷の川床店舗群

民間事業者や市民団体の手によって運営さ

れ、任意団体として全国で初めて、河川敷

の包括的占用者としての許可を受け、一年

を通じた営業を行っている。

北浜テラス
北浜水辺協議会

住民もカフェも

運営に参加する公園

公園の全面改修にあわせて地域貢献に高い

意欲をもつカフェ運営事業者を選定。地域

の住民やカフェ事業者らと豊島区で組織を

構成し、新しいスタイルで公園の運営を

行っている。

南池袋公園
南池袋公園をよくする会

超・高稼働率の

全天候型市民広場

グランドプラザ
まちづくりとやま株式会社

Case Case Case

『民間主導でまちを活かす エリアからはじまる都市再生』（国土交通省都市局まちづくり推進課発行）より



エリアマネジメント

エリアの課題解決をエリアの価値向上へとつなげる、クリエイティブな都市を

目指す都市再生の取組み

札幌駅前通地下歩行空間の整備時に、道路

空間の一部を条例で広場として位置づけ、

まちづくり会社が管理運営と収益事業を実

施している。一般へも有料で貸出を行って

いるほか、壁面などを活用して広告事業を

行っており、収益の一部は地域のまちづく

り活動の財源として還元している。

質の高い都市空間形成と

多様なソフト事業の展開

多様なエリアマネジメント団体が互いに連

携・補完し、「新しい価値」「魅力と賑わ

い」の創造に向けた取組みが行われている。

丸の内仲通りは国家戦略道路占用事業を適

用区域に指定され、 「人が中心」の空間へ

と道路空間の再配分が行われている。

大手町・丸の内・有楽町
大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会＋

NPO 法人 大丸有エリアマネジメント協会

新たな仕組みによる

都市空間のマネジメント

都市再生特別措置法と国家戦略特区の枠組み

により、公共空間を一体的に活用した賑わい

づくりや、地域の回遊性の向上に向けた交通

サービス事業、まちの賑わいを創出するイベ

ント・プロモーション事業など、地区全体の

持続的な発展に向けた取組みを行っている。

グランフロント大阪
一般社団法人グランフロント大阪TMO

賑わいと財源を生みだす

地下歩行空間の広場化

札幌駅前通地下歩行広場（チ・カ・ホ）

札幌駅前通まちづくり株式会社

Case Case Case
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『官民連携まちづくり』３つのキーワード

それぞれの地域らしい空間資源の使い方で地域の課題解決を図り、まちに多様な

アクティビティが広がるまちづくりが進んでいます。

地域独自の課題を

発見し解決する
1

公民にかかわらず、
まちの空間資源を
つかいこなす

2
人間中心の視点で
居心地よい環境を
つくる

3

経済、社会、歴史、文化など様々な

要素を読み解きながら、地域の課題

を発見し、それぞれのエリアにあわ

せて解決

公共空間、空きビルや空き家、空地

等の遊休化・余剰化している空間資

源を積極的に発掘し、地域と時代の

ニーズに対応したコンテンツ（機

能）へと転換、再生、活用

人がつどい、様々なアクティビティ

がうまれるように作り手ではなく使

い手の視点で、人間の身体感覚に

あった居心地よい環境を形成

キーワード キーワード キーワード
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『官民連携まちづくり』見えはじめた効果

新たな事業と雇用を生み出す経済の活性化、来街者やまちでの滞在時間の増加、

資産価値の維持・向上など、様々な効果が表れ始めています。

新たな事業や

雇用の創出
来街者や滞在時間の増加 資産価値の維持・向上

遊休不動産などエリアのストック

（資源）を活用した賑わいの再生

都市型産業の育成

クリエイティブな活動に取組む起

業家を育む環境づくり

公共と民間の空間が一体となった、

居心地の良い都市空間の形成

エリアの特性を活かしたコンテン

ツ（機能）の集積形成

まちなかでのアクティビティを創

造するきっかけづくり

美しい街並みや安全・安心で快適

な質の高い環境の形成

ハード整備の段階から、事業後、

その効果を高めるソフトの導入

住民を含む多様な主体による継続

的な取組み

効果 効果 効果

北九州市では、445人の雇用を新たに創出 日南市の中心市街地（商業地エリア）では、

歩行者・自転車通行量が大幅に増加
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『民間主導でまちを活かす エリアからはじまる都市再生』（国土交通省都市局まちづくり推進課発行）より

姫路駅前周辺の
商業地地価公示価格

１２０万円/㎡（Ｈ３０）
→１５０万円/㎡（Ｈ３１）

変動率：２５％上昇
地方圏商業地で全国７位

姫路駅周辺では、駅前広場や歩道などが

整備され利便性が向上し、姫路城を中心

とした観光による賑わいの高まりをあい

まって、店舗・ホテル等の需要が強い。



官民連携まちづくりに関する法制度の状況
年度 都市再生特別措置法等のまちづくり関連の法令・通知等 道路・河川関係の法令・通知等

活 動 団 体 の 推 進 活 動 の 円 滑 化 の た め の 規 制 緩 和 ・ 協 定 等

H16 河川空間のオープン化の社会実験開始
※占用主体は公的主体に限定

H17
道路占用許可の運用の弾力化① : 地方公共団体及
び地域住民・団体等が一体となって取り組む路上イベントに伴うオー
プンカフェの設置が認められる

H18 道路占用許可の運用の弾力化② : 放置自転車対策

として道路管理者が設置する自転車駐車器具の占用が認められる

H19

都市再生整備推進法人：市町村が地域のまちづ
くりを担う法人としてNPO等を指定する制度

市町村都市再生整備協議会：都市再生整備
計画の協議を行うため、市町村が設置する法定協議会

H20
道路占用許可の運用の弾力化③:「地域における公共

的な取組み」の費用の確保を目的とした、既存物件に添加する広
告物等の占用が認められる

H21
都市再生(整備)歩行者経路協定：歩行者デッキ等の公共空間につ
き地権者等による適切な整備管理を推進するための協定

H23

都市再生整備推進法人の指定対象にまちづくり会
社（ただし、市町村が３％以上出資している法人
に限る）を追加

道路占用許可の特例：都市再生整備計画の区域内にて特例道路占
用区域の指定を受けることで、余地要件の適用を除外

都市利便増進協定：広場等の整備や管理につき、地域住民やまちづくり
団体等の取組やノウハウを反映するための協定

河川敷地占用許可：河川空間のオープン化を正式導
入 ※民間主体も占用主体として認められる（河川敷地
占用許可準則）

H26
都市再生推進法人・市町村都市再生協議
会：立地適正化計画に関する制度改正、名称変更

道路占用許可の特例（中心市街地活性化法）

国家戦略道路占用事業 (国家戦略特別区域法)

H28
まちづくり会社が都市再生推進法人の指定を
受ける場合の市町村出資要件を撤廃

都市公園占用許可の特例：都市再生整備計画の公表後2年以内に
同計画に基づく占用許可の申請があった場合には、技術的基準に適合する限
りその占用を許可する制度

低未利用土地利用促進協定：低未利用の土地、建築物の有効かつ
適切な利用に資する施設の整備及び管理に関する協定

河川空間のオープン化に係る民間事業者の占用許
可期間を「3年以内」から「10年以内」に延長（河川
敷地占用許可準則）

H29
都市緑地法等の改正：民間事業者による市民緑地の整備を促す制度
の創設、緑の担い手として民間主体を指定する制度の拡充等

H30
低未利用土地権利設定等促進計画・コモンズ協定
（都市のスポンジ化対策）

都市基盤や公有地等の民間の
収益活動等への開放の本格化
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まちの利便性を高める施設の整備等を円滑に進めるための制度

公共空間をオープンに活用する規制緩和制度

歩行者経路を整備、継続的に管理するための制度

官民連携まちづくり制度
について記載可能

市町村が策定する都市再生整備計画に記載することにより、以下の制度を活用したまちづくりが可能。

低未利用土地を有効かつ適切に整備・管理するための制度

都市再生整備計画

交付金を用いて整備したい
公共公益施設について記載

道路管理者が指定した区域で、道路上に広告板・オー
プンカフェ等を設置する際に「道路外に余地が無いこ
と」が要件から除外。

河川管理者が指定した河川敷地内にオープンカフェ等
を設置することが可能（河川敷地占用許可準則）。

都市公園
占用許可の特例

整備計画公表後２年以内に占用の許可の申請があった
場合には、公園管理者の同意を得て、賑わいの創出に
寄与する施設を設置することが可能。

都市利便増進協定 土地所有者等の間（都市再生推進法人も参加可能）で、施設の
設置・管理の方法や費用分担を定める協定。

土地所有者等の間で、歩行者経路の整備・管理の方法を定める
協定。

都市再生整備
歩行者経路協定

土地所有者にかわり低未利用の土地を有効かつ適切に利用する
ために必要な施設の整備・管理の方法を定める協定。

低未利用土地
利用促進協定

公共空間内に整備・管理し
たい施設（広告板・オープ
ンカフェ等）について記載

都市利便増進施設（広場・
駐輪場・並木・ベンチ等）
の整備・管理について記載

歩行者経路の整備・管理に
ついて記載

居住者等利用施設（緑地、
広場、集会所等）について
記載

H23～

H16～

H28～

H23～

H21～

H28～

河川敷地
占用許可の特例

道路
占用許可の特例

公共空間・民地を有効活用して、にぎわい
創出を促す協定制度

※所有者が変わっても、協定の効力は引き継がれる（承継効）

※交付対象事業の記載がなく
ても、都市再生整備計画の
策定は可能
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都市再生整備計画を活用した、官民連携まちづくりのプラットフォーム



グランフロント大阪ＴＭＯ

・ＪＲ大阪駅の北側に関西の都市再生をリードする新しい拠点が平成25年４月26日に開業。

・ゆとりとうるおいのある都市空間の形成を図るため、官民連携による一体的でより質の高い公共空間整備を実施。

・「一般社団法人グランフロント大阪ＴＭＯ」が将来にわたって地区全体の一体的なエリアマネジメントを実施予定。

大 阪 市

収
益
の
還
元

公
的
空
間
の
開
放

道路占用許可の特例適用概要図

道路占用許可の特例適用地区

うめきた先行地区都市再生整備計画

・広告板･バナー広告、食事施設周辺の日常清掃

・違反簡易広告物の撤去の実施

・放置自転車等啓発指導員制度による違法駐輪抑制

への取組み（駐輪場案内等）

・食事施設利用者による違法駐輪抑制への取り組み

・多数の来客が見込まれる場合の行列の整序等・夜間

常設する場合は、管理・保全のために夜間巡回警備

まちづくりへの還元

・都市再生整備計画へ位置付け
・占用許可 等

・占用料
・道路維持管理等の負担軽減

・広告板・バナー広告等の設置

・オープンカフェ設置・運営

広告板・バナー広告 食事施設

道路占用許可の特例 －大阪うめきた先行開発地区－事 例

14



【参考】道路占用許可の特例制度の比較

名称 都市再生特別措置法 国家戦略特別区域法 中心市街地活性化法

条文（政令） 第62条（政令第16条） 第17条第１項（政令第19条） 第９条第４項（政令第５条）

制度施行年 平成23年 平成26年 平成26年

制度の目的 都市の再生に貢献
産業の国際競争力の強化及び
経済活動の拠点の形成に寄与

中心市街地の活性化に寄与

位置づける
計画

都市再生整備計画
(市町村が策定)

国家戦略特別区域計画
（内閣総理大臣が認定）

中心市街地活性化基本計画
（内閣総理大臣が認定）

対象施設

1 広告塔又は看板で良好な景観
の形成又は風致の維持に寄与す
るもの

2 食事施設、購買施設その他こ
れらに類する施設で道路の通行
者又は利用者の利便の増進に資
するもの

3 自転車駐車器具で自転車を賃
貸する事業の用に供するもの

1 広告塔又は看板で良好な景観の形成又
は風致の維持に寄与するもの

2 標識又はベンチ、街灯その他これらに
類する工作物で道路の通行者又は利用者
の利便の増進に資するもの

3 食事施設、購買施設その他これらに類
する施設で道路の通行者又は利用者の利
便の増進に資するもの

4 自転車駐車器具で自転車を賃貸する事
業の用に供するもの

5 次に掲げるもので、競技会、集会、展示
会、博覧会その他これらに類する催し(国際
的な経済活動に関連する相当数の居住者、
来訪者又は滞在者の参加が見込まれるもの
に限る)のため設けられ、かつ、道路の通行
者又は利用者の利便の増進に資するもの

ア 広告塔、ベンチ、街灯その他これら
に類する工作物

イ 露店、商品置場その他これらに類す
る施設

ウ 看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ

1 広告塔又は看板で良好な景観
の形成又は風致の維持に寄与す
るもの

2 食事施設、購買施設その他こ
れらに類する施設で道路の通行
者又は利用者の利便の増進に資
するもの

3 自転車駐車器具で自転車を賃
貸する事業の用に供するもの
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都市・地域再生等利用区域
において占用許可が可能な
施設（準則第22第3項）

7

19
26

32
39

47
57

68

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

 特例を活用する区域、占用施設、占用主体について地域の合意が図られていること。
 「地域の合意」を図るにあたっては、協議会によること、地元市町村の同意があるこ

と以外にも、河川管理者と協議の上「都市再生整備計画」に河川敷地の利用について
定めることでも「地域の合意」とすることが可能（H23.3.8河川局長通知）

 通常の占用許可でも満たすべき各種基準に該当すること。
（治水上及び利水上の支障がないこと等）

 都市・地域の再生及び河川敷地の適正な利用に資すること。

特例が適用される一定の要件

○ 河川敷地の占用主体は原則として公共性・公益性を有する者であるが、河川敷地をにぎ
わいのある水辺空間として積極的に活用したいという要望の高まりを受け、平成２３年度に
準則を改正し、一定の要件を満たす場合、営業活動を行う事業者等による河川敷地の利用
を可能としたもの。

○ 平成２８年には、民間事業者等が安定的な営業活動を行えるよう、準則を改正し、民間事業者
等による占用許可期間を「３年以内」から「１０年以内」へと延長した。（平成２８年６月２日施行）

河川敷地占用許可準則の概要

河川空間利用のイメージ

オープンカフェ 日よけ

突き出し看板

イベント用器材
（照明等）

広告板

切符売場
（船着き場箇所のみ）

観光船

河
川
区
域

民
間
建
物

河川空間のオープン化の事例

民間事業者等が河川敷地にオープンカフェや
バーベキュー場等を設置することが可能に。

バーベキュー広場（埼玉県・都幾川）オープンカフェ（広島市・京橋川）

※〔正式名称〕 都市及び地域の再生等のために利用する施設に係る占用の特例
〔通称〕 河川空間のオープン化の特例

河川空間のオープン化の特例
活用実績数（累計）

一 広場、
二 イベント施設、
三 遊歩道、
四 船着場、
五 （略）、
六 前各号に掲げる施設と一体をな

す飲食店、売店、オープンカ
フェ、広告板、広告柱、照明・
音響施設、キャンプ場、バーベ
キュー場、切符売場、案内所、
船舶修理場等、

七～十 （略）、
十一 その他都市及び地域の再生等

のために利用する施設

河川敷地占用許可準則の特例について 【都市再生整備計画関係】
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▶官民連携による良好な公園空間の創出
・居住者、来訪者等が訪れる施設相互のアクセス性が向上し、都市の魅力や居住環境が向上。
・観光サービスの充実により当該地域への来訪者が増加、回遊性が向上し、地域の経済活動が活発化。

都市再生整備計画の区域内において、都市公園でのサイクルポートや観光案内所等の占用を可能と
することにより、都市の利便性を向上させるとともに、民間まちづくり団体の活動の活発化を促
し、地域のにぎわい創出に寄与していくための規制緩和制度。

都市再生整備計画の区域内 制度活用イメージ

観光案内所

都市公園の占用許可の特例 都市再生特別措置法第62条の２

サイクルポート

公園管理者と協議し、同意を得る

占用許可の特例

都市再生整備計画への記載

・都市再生整備計画が公表された後２年以内に上記施設の
占用許可の申請があった場合には、技術的基準に適合する

限り占用を許可

・都市公園に設ける「居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に
寄与する施設」（サイクルポート・観光案内所等）の整備に

関する事項を記載

17



市町村が都市再生整備計画※に記載することにより、都市再生推進法人等は、土地所有者等との役割分担
の下で、公共空間や民有地の占用・維持管理等を行うことができる｡【都市再生特別措置法】

※ 都市再生整備計画：市町村が作成する公共公益施設の整備等に関する計画をいい、規制緩和制度や協定の活用にあたり必要となる。

オープンカフェ
<道路占用許可＋都市利便増進協定>

オープンカフェ
<河川敷地占用許可>

サイクルポート
<都市公園占用許可>

広告板・食事施設
<道路占用許可＋都市利便増進協定>

地下歩道
<都市再生歩行者経路協定>

【公共空間規制緩和制度の活用】
道路、河川敷地、都市公園の占用許可の特例を
活用し、広告板、オープンカフェ等を設置

ミスト装置（条例広場内）
<都市利便増進協定>

【都市利便増進協定の締結】
都市利便増進協定等を活用し、広場、並木、
ベンチ、歩行者経路等を管理・運営

1

7

16

27 28
32

38

0

10

20

30

40

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

道路占用許可の特例制度活用実績（累計）

※H30.12末時点

2 3
5 6 7

10

14
16

0

5

10

15

20

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

都市利便増進協定等の締結実績（累計）

※H30.12末時点

都市再生推進法人等による公共空間等の活用手段
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都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法第１１８条に基づき、地域のまちづくりを担う
法人として、市町村が指定するもの。（平成19年度～）

都市再生推進法人

都市再生整備
計画の提案

国
・
民
都
機
構
等

指定

市 町 村

官民連携まちづくりの担い手～都市再生推進法人～

団体の信用度・認知度の向上

法に基づく指定を受けること
による公平性・透明性の担保

地域の土地所有者（民間又は行政）

土地の譲渡⇒税制優遇
法に基づく協定制度等の活用

（都市利便増進協定等）

補助・
税制特例等
による支援

★指定された団体は、まちづくり活動のコーディネーターや推進主体としての役割を期待

市町村都市再生協議会

民間まちづくり団体
（株式会社、社団・財団法人、

NPO法人等）

協議会を組織
・参画可能

19



0 400km

 都市再生推進法人の指定状況 （全50団体・平成30年12月末時点）
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まちづくり
会社

社団・財団

NPO

※番号は指定順

7.まちづくり福井㈱

（和歌山市内）
29.NPO法人 砂山バンマツリ
30.NPO法人 愛福会
31.㈱紀州まちづくり舎
32.㈱sasquatch
33.(一社)みんとしょ
34.㈱真田堀家守舎
35.㈱ワカヤマヤモリ舎
36.㈱宿坊クリエイティブ
37.ユタカ交通㈱

15 .(一社)グランフロント大阪TMO

38.㈱まちづくり大津

25.桜井まちづくり㈱

11.草津まちづくり㈱

17.えきまち長浜㈱

26.柳ヶ瀬を楽しいまちにする㈱

39. 栄ミナミまちづくり㈱

46 . ㈱こうし未来研究所

50. 多治見まちづくり㈱45. 高蔵寺まちづくり㈱

1.札幌大通まちづくり㈱

21.田名部まちづくり㈱

2. ㈱まちづくりとやま

41.㈱キャッセン大船渡

49. (公財)前橋市まちづくり公社

16.㈱まちづくり東海

22.(一社)荒井タウンマネジメント

10.牛久都市開発㈱

6.㈱まちづくり川越

（さいたま市内）
24.(一社)美園タウンマネジメント
27.(一社)ｱｰﾊﾞﾝﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ大宮

（柏市内）
12.(一社)柏の葉ｱｰﾊﾞﾝﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ
13.(一財)柏市まちづくり公社
14.(一財)柏市みどりの基金

（東京23区内）
8. (一社)大丸有まちづくり協議会
9. 秋葉原タウンマネジメント㈱
18. (一社)新宿副都心ｴﾘｱ環境改善委員会
19. (一社)有楽町駅周辺まちづくり協議会
20. (一社)日比谷エリアマネジメント
23. ㈱ジェイ・スピリット
28. (一社)新虎通りエリアマネジメント
42. (一社)渋谷駅前エリアマネジメント
48. (一社)竹芝エリアマネジメント

（飯田市内）
3. ㈱飯田まちづくりカンパニー
4. NPO法人 南信州おひさま進歩
5. NPO法人 飯田応援ネットイデア40. (一社)TCCM

43.(一社)草薙カルテッド

47.㈱まちみとラボ

44.川口都市開発㈱
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オープンカフェ等の都市利便施設の
札幌大通まちづくり(株)による日常
管理等を定めた都市利便増進協定を
締結

協定締結者：
北海道開発局、
札幌大通まちづくり(株)(都市再生
推進法人)
協定締結日：平成25年４月10日
都市利便増進施設：
食事施設、広告板、ベンチ等
日常管理に関する事項：
札幌大通まちづくり(株)が日常の
管理業務、都市利便増進施設を活
用したイベント等を実施

札幌市大通地区における例【社会実験(H20～)を経てオープンカフェを恒久設置(H25.8～)】

都市利便増進協定

事 例

都市再生推進法人第１号である「札幌大通まちづくり株式会社」は、札幌市の大通地区で

社会実験を行いつつ、平成25年８月12日よりオープンカフェ・広告板事業を実施し、オー

プンカフェ等の収入を道路維持管理、地域イベント等のまちづくりに還元している。

道路占用許可の特例

都 市 再 生 推 進 法 人

札幌大通地区のエリマネ（札幌大通まちづくり（株））
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選定事業者　（-は未決定）

1 勝山公園 北九州市 20.1 飲食・物販等の便益施設 公募対象公園施設周辺外構 / 有 クリーンズ（コメダ珈琲）

公園名 公園管理者
公園面積(ha)
※は公園の一部

公募対象公園施設
特定公園施設

　/　整備費の公共負担

日比谷アメニス・都市計画研究所・株木建設・

NTT都市開発ビルサービス

3 久屋大通公園 名古屋市 5.4※ 飲食・売店等の収益施設
テレビ塔等を除く公園（北エリア・テレビ塔エリア）

全体 / 有
三井不動産、大成建設、日建設計、岩間造園

2 造幣局跡地防災公園 豊島区 1.7 便益施設、休養施設、遊戯施設 公募対象公園施設周辺外構 / 無

積水ハウス

5 天神中央公園 福岡県 3.1 便益施設 休養施設 / 無
西日本鉄道、yHa architects、松本組、西鉄ビル

マネージメント、日比谷花壇

4 平成記念公園 岐阜県 107.7 宿泊施設 公募対象公園施設周辺外構 / 無

ゼロイチキュウ合同会社

7 榴岡公園 仙台市 11.3 飲食施設（便益施設）等 公募対象公園施設周辺外構 / 有 オールスパイス、環研、秋葉造園

6 木伏緑地 盛岡市 0.4 限定無し 公衆用トイレ / 有

積水ハウス

9 新宿中央公園 新宿区 8.8 限定無し 限定無し / 無 新都市ライフホールディングス

8 漁川河川緑地 恵庭市 8.6※ 宿泊施設 公募対象公園施設周辺外構 / 無

-

11 加治屋まちの杜公園 鹿児島市 1.4 飲食、物販施設（便益施設）、駐車場
公募対象公園施設周辺の園路・広場・植栽等

/ 無
-

10 別府公園 別府市 27.3 便益施設 駐車場、芝生広場 / 無

-

13 敷島公園 群馬県 17.8 飲食施設（便益施設） 休養施設 / 無 -

12 国営明石海峡公園淡路地区 近畿地方整備局 1.1※ 便益施設、休養施設、遊戯施設等
民活エリア内の賑わいの創出等貢献する施設

/ 無

パシフィックネットワーク

15 大宮交通公園 京都市 1.8※
店舗・飲食等の賑わい創出に資する

施設、ゴーカートに替わる乗り物等

管理事務所、園路・広場、トイレ等の再整備/

有（撤去費等）
-

14 横浜動物の森公園 横浜市 3.3※ 遊戯施設等
散策等を楽しむための施設、利用者の利便性

等が向上する施設/ 有

-

17 本町公園 和歌山市 1.4 売店、飲食店等 広場 / 無 紀州まちづくり舎

16 国営木曽三川公園 中部地方整備局 1.0※ 賑わい創出に資する便益施設 公募対象公園施設と同一建物内のトイレ/ 無

山内土木

19 大津駅前公園 大津市 0.15 便益施設等 トイレ、休憩スペース等 / 有（トイレ） -

18 おおみなと臨海公園 むつ市 13.8 便益施設等
新体育館とウェルネスパークをつなぐ園路・広

場等/ 有

-22 金田一近隣公園 二戸市 1.7 温浴・宿泊施設等
プール改修、建屋整備（トイレ、機械室、倉庫）

駐車場・広場整備 / 有

-

21 中央公園 盛岡市 28.6 飲食店等
広場（別途、占用物件としての保育所設置） /

無
-

20 鉄輪地獄地帯公園 別府市 7.4※
「１日中過ごせる公園の実現」に寄与

するキャンプ体験施設等の収益施設
駐車場、便所、エントランススペース等 / 有

Park-PFIの活用実績
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官民連携まちづくりへの財政支援制度

支援制度 制度の概要

民間まちづくり活動促進
・普及啓発事業

（社会実験・実証事業等）

民間の担い手が主体となって行う、協定に基づく施設の整備・活用や、まちの
賑わい・交流等に資する先進的な社会実験等に対する支援制度

民間まちづくり活動促進
・普及啓発事業
（普及啓発事業）

先進団体が持つまちづくり活動のノウハウを他団体に水平展開し、都市の課題
解決に向けた継続性のある活動を実践する人材育成に対する支援制度

都市環境維持・改善事業資金
（エリアマネジメント融資）

エリアマネジメントを目的とする事業を行う都市再生推進法人又はまちづくり
法人に対し、地方公共団体を通じて無利子貸付を行う融資制度

まちづくりファンド

地域の資金等を活用し、当該地域内の一定の区域の価値向上に資する民間事業
者によるリノベーションその他のまちづくり事業を支援するため、民間まちづ
くり事業への出資、融資又は助成を行うまちづくりファンドに対して民都機構
が出資又は資金拠出による支援を行う制度

都市安全確保促進事業
都市再生緊急整備地域及び主要駅周辺地域等の滞在者等の安全の確保と都市機
能の継続を図るため、官民連携による一体的・計画的なソフト・ハード両面の
対策を支援する制度。

国際競争力強化・シティセールス
支援事業

特定都市再生緊急整備地域に外国企業等を呼び込むため、国際的ビジネス環境
等改善に資する都市機能の向上､シティセールスに係るソフト・ハード両面の
対策及び国際競争力強化施設整備を支援する制度。

土地等を譲渡した場合の税制特例
都市再生整備計画や立地適正化計画に基づき、地方公共団体や一定の都市再生
推進法人が実施する事業などのために土地等を譲渡した場合の譲渡人に対する
税制特例（軽減税率、1500万円特別控除）
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民間まちづくり活動促進・普及啓発事業

■先進団体が持つ継続的なまちづくり活動のノウハウなどを他団体に水平
展開する普及啓発事業

ⅰ）都市の課題解決をテーマとし、多様なまちづくり関係者を巻き込んだワーク
ショップを開催するなど、まちづくりの現場における現実の課題解決に向けた
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・運営

ⅱ）ⅰ）と連携しつつ、優れたまちづくり活動の普及啓発

【定額補助】都市再生推進法人､景観協議会､市町村都市再生協議会､地方公共団体、
大学又は民間事業者等（これらを構成員とするJVも含む。）

普及啓発事業

＜オリエンテーション&座学＞
基礎的知識をチーム合同で習得

＜現地スタディ／ワークショップ＞
地元関係者を巻き込んだＷＳ形式
による現地スタディを集中的に行
い、事業実現に向けた実践的なノ
ウハウを習得

まちづくり会社等の民間の担い手が主体となった都市再生特別措置法の都市利便増進協定に基づく施設整備等を含む社
会実験・実証実験等、先進的な民間まちづくり団体が行う普及啓発事業に助成する。これにより、民間まちづくり活動
を広めるとともに、地域活力の向上等を図る。

■都市利便増進協定、歩行者
経路協定、又は低未利用土
地利用促進協定に基づく施
設の整備・活用

・協定に基づく広場、駐輪場、街路樹、
街灯などの整備や通路舗装の高質化 等

社会実験、実証実験等の実施
（広場等の公共空間を活用したイベント、
オープンカフェ等の実施 等）

【直接補助】都市再生推進法人
補助率： 1/2以内(かつ、地方公共団

体負担額以内)

■まちの賑わい・交流の場
の創出や都市施設の活用
等に資する社会実験等

・空き地・空き店舗等の活用促進
・地域の快適性・利便性の維持向上
・地域のＰＲ・広報 等

【直接補助】都市再生推進法人、

景観協議会、

市町村都市再生協議会、

補助率： 1/2以内

（かつ、地方公共団体負担額以内）

【間接補助】民間事業者等

補助率： 1/3以内

（かつ、地方公共団体負担額の1/2以内）

社会実験・実証事業等

オープンカフェ等の施設の整
備等によるまちの賑わい、交
流の場の創出(イメージ)

■地方再生コンパクトシティ
のモデル都市において、都
市再生整備計画に位置づけ
られた官民連携事業

・官民連携組織の立ち上げ
・市場調査、データ分析、基礎的調査
・公共空間等に係る軽微な整備,改修 等

社会実験、実証実験等の実施
（オープンカフェ、コミュニティサイクル等）

【直接補助】民間事業者等（ただし、

地方公共団体の出資等が過半を占めない

団体に限る）

補助率： 1/2以内
(かつ、地方公共団体負担額以内)

※ 地方再生ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾃｨ：都市構造の再構築と地域の稼ぐ力の向上に取組もうとする３２の地方都市をﾓﾃﾞﾙとしてﾊｰﾄﾞ･ｿﾌﾄ両面から3年間支援するもの 24
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民間まちづくり活動促進・普及啓発事業の活用状況（2017～2019年度）

赤枠＝地方再生コンパクトシティの
モデル都市としての取組

黄枠＝通常の社会実験・実証事業等社会実験・実証事業等

平成３０年度
主体：まちづくり福井株式会社 ※
地域：福井市
概要：市との協定に基づき、再開発とﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

等が共存するまちづくりの効果を実証

平成３０年度
主体：(一社) 荒井タウンマネジメント ※
地域：仙台市
概要：広告媒体を用いた社会実験により、広告収益を通じた

広場のマネジメント手法を検証

平成３０年度
主体：栄ミナミまちづくり株式会社 ※
地域：名古屋市
概要：歩車道を活用したパークレットの設置実験を通じ、

収益確保や違法広告物抑制に係る効果を検証

令和元年度
主体：株式会社PAGE ※
地域：福崎町
概要：地方都市におけるコワーキングスペースの整備・

活用を行い、その効果を検証

平成３０年度
主体：NPO法人 岡崎まち育てセンターりた
地域：岡崎市
概要：道路の回遊性を高め、民間による継続的な

利活用に適したｽﾄﾘｰﾄﾃﾞｻﾞｲﾝのﾓﾃﾞﾙを検証

平成３０年度
主体：多治見まちづくり株式会社 ※

NPO法人 Mama's Café

地域：多治見市
概要：空中スイカやミストによる暑さ対策やオープンカフェ

といった賑わい創出の取組を通じて、中心市街地の回
遊環境向上効果を検証

令和元年度
主体：株式会社まちづくり岡崎 ※

株式会社三河家守舎 ※
地域：岡崎市
概要：道路空間と駐車場等民地を一体的に利活用

し、持続性ある事業スキームを検討

令和元年度
主体：多治見まちづくり株式会社 ※

NPO法人 Mama's Café

地域：多治見市
概要：コミュニティサイクル事業やナイトマーケットを実施

し、中心市街地の回遊環境向上効果を検証

令和元年度
主体：中土手町まちづくり推進会議
地域：弘前市
概要：道路空間を活用したまちなかのアート展示や除雪活動

など、冬季のまちなか誘導と周遊性の向上に向けた取
組を通じて持続性あるエリアマネジメント手法を検証

※都市再生推進法人
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民間まちづくり活動促進・普及啓発事業の活用状況（2017～2019年度）

主体： (一社) 日本ﾒｲﾝｽﾄﾘｰﾄｾﾝﾀｰ
地域：京都市,松田町,宮古市,芽室町
概要：長期実践型のワークショップに

より、公共的視点を持った人材、
組織を育成

普及啓発事業

主体：(一社) CS阿波地域再生まちづくり
地域：小松島市
概要：港湾空間を核としたまちづくり

ビジョンの実現に向けたワーク
ショップを実施

主体：桜井まちづくり 株式会社 ※
地域：桜井市
概要：空き家や駅前広場の利活用を検討

するワークショップを開催

主体：株式会社 祥薫company
地域：東村山市
概要：地域の女性や行政職員を対象とし

たﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを通じて、官民連携の
体制づくりを支援

主体：大阪の住まい活性化フォーラム
地域：河内長野市 , 太子町
概要：官民連携型ﾌｫｰﾗﾑによる不動産

ｵｰﾅｰや創業希望者向けの人材育成
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等を開催

主体：栃木県央まちづくり共同企業体
地域：宇都宮市
概要：ﾈｯﾄﾜｰｸ型ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾃｨの実現に向け

たﾜｰｸｼｮｯﾌﾟやﾌｫｰﾗﾑを通じた人材
育成を推進

主体：株式会社 リノベリング
地域：和歌山市,草加市,岡崎市,紫波町 他
概要：官民連携の拡大に向けたﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

の開催のほか、ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝまちづく
りの推進に係るﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟを実施

主体： (一社) ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝまちづくりｾﾝﾀｰ
地域：五島市 , 鹿児島市
概要：地域資源を活用した民間まちづく

り人材の教育プログラムによる
ワークショップを実践

平成３０年度

令和元年度（予定）

主体：NPO法人日本都市計画家協会
地域：笠間市、相模原市、平塚市、大船

渡市、熊本市（予定）
概要：地域主体のまちづくりをテーマと

した講座、ガイドラインの作成、
シンポジウムを開催

主体：新川ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄ共同企業体
地域：八千代市,成田市,佐倉市, 印西市,

酒々井町、栄町
概要：印旛沼流域の自治体職員等と連携

し、親水空間のエリアビジョン作
成に向けたﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等を開催

主体：株式会社 リノベリング
地域：熱海市,大東市,福山市,北九州市
概要：リノベーションまちづくりの先進

自治体における、官民連携の取り
組みを水平展開するワークショッ
プを開催

主体： (一社) 日本ﾒｲﾝｽﾄﾘｰﾄｾﾝﾀｰ
地域：松田町,芽室町,渋谷区,名古屋市,

米沢市
概要：長期実践型のワークショップに

より、公共的視点を持った人材、
組織を育成

主体：NPO法人達人塾ねっと
地域：田原市
概要：減災まちづくりをテーマに、大工

や建築士のため技術講習、地域住
民に向けたﾜｰｸｼｮｯﾌﾟや教材作成
等ﾟを実施

主体：株式会社まちみとラボ ※
地域：水戸市
概要：地域の多様な主体と連携し、空き

店舗の活用と出店希望者の育成・
マッチングに係るワークショップ
を開催

主体：まちそだてデザインサポート
地域：黒石市
概要：ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨとなる空き店舗の再生

計画をｼｬﾚｯﾄﾜｰｸｼｮｯﾌﾟにより検
討し、まちそだてに関わる人材の
育成を実施

主体： (一社) 県央まちづくり協議会
地域：宇都宮市
概要：LRT沿線地区の一部地区を中心と

して、まちづくりﾘｰﾀﾞｰを発掘する
ためのｾﾐﾅｰやﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、情報共
有のためのﾌｫｰﾗﾑを実施

主体：株式会社 PAGE ※
地域：福崎町
概要：生産者等を対象としたﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、

創業希望者によるﾃｽﾄｷｯﾁﾝやﾏﾙ
ｼｪ等による人材発掘・育成

※都市再生推進法人 26



民都機構の金融支援

市町村が定める「都市再生整備計画」等の区域等において行われる国
土交通大臣の認定を受けた民間都市開発事業に対して、出資等により
支援を行います。

出 資
1. まち再生出資業務

事業の施行に要する費用の一部を負担して不動産を取得し、当該不動
産を共同事業者に長期割賦弁済条件で譲渡することで、長期安定的な
貸付と同様の効果の支援を行います。

「都市再生緊急整備地域」等の区域において行われる国土交通大臣の
認定を受けた民間都市開発事業に対して、貸付又は社債の取得により
支援を行います。

長期安定的な
融資型支援

3. 共同型都市再構築業務

2. メザニン支援業務

クラウドファンディングを活用した民間によるまちづくり事業に助成を
行うまちづくりファンドに対して、資金拠出により支援を行います。

フ ァ ン ド
支 援

（クラウドファンディング活用型）

4. まちづくりファンド支援業務
（マネジメント型）

地域金融機関と連携してまちづくりファンドを立ち上げ、民間による
まちづくり事業に対して、出資等により支援を行います。
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民間都市開発事業
（大臣認定事業）

ＳＰＣ

廃校となった旧鹿屋市立菅原小学校の建物

を活用し、宿泊等施設を整備

ホテル等の3施設について、

耐震改修を含むリニューアル

公益施設（図書館、子育て支援施設）と

民間施設（農産物産直等）の合築

ユクサおおすみ海の学校
(鹿児島県鹿屋市)

東京第一ホテル鶴岡他改修事業
(山形県鶴岡市)

ON THE ROOF
(佐賀県佐賀市)

オガールプラザ
(岩手県紫波町)

中心市街地の空きビルをリノベーションし、

カフェ、シェアオフィス等として再生

国
補助金 出資

民都機構

借入土地
建物

支援対象
（自己資本）

【支援スキーム図】

①まち再生出資

【支援事例】

☞上記以外の事例も含む、まち再生出資の支援事例はこちら http://www.minto.or.jp/archives/results_02.html

○ 市町村が定める都市再生整備計画の区域等において行われる優良な民間都市開発事業に対し、民都機構が出資を行うこと

により、事業の立上げを支援。

○ 事業の自己資金が充実し、事業全体のリスクが縮減されることにより、民間金融機関からの融資等の呼び水となる。

平成31年度予算要求において、
・面積要件緩和の対象事業にインキュベーション施設を追加
・支援限度額にインキュベーション施設の整備費を加算
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“ONOMICHI U2”
県営上屋2号

再生事業
[広島県]

オガールプラザ

[岩手県]

東桜町地区
第一種市街地再
開発事業

[広島県]

仙台うみの杜
水族館
[宮城県]

山代温泉山下家

[石川県]

日本平ホテル

[静岡県]

氷見市
“ひみ番屋街・

総湯”
[富山県]

天文館シネマ
パラダイス
[鹿児島県]

九州重粒子線が
ん治療センター
（ｻｶﾞﾊｲﾏｯﾄ）

[佐賀県]

神戸
低侵襲がん
医療センター

[兵庫県]

東京
スカイツリー

[東京都]

魚津
商工会議所ビル

[富山県]

業 務 （事務所）

医 療 宿 泊

熊本城
桜の馬場
“城彩苑”

[熊本県]

商 業

(

市
街
地
再
開
発
事
業)

保

留

床

取

得

法

人

飯田市橋南第二
地区第一種市街
地再開発事業

[長野県]

若草町地区第一
種市街地再開発
事業

[広島県]

仙台ファーストタワー

[宮城県]

観 光

牧志・安里地区
第一種市街地
再開発事業

[沖縄県]

中野
セントラル
パーク

[東京都]

宮崎駅西口
拠点施設整備事
業（KITEN）

[宮崎県]

※説明のために簡略化しており、各施設が必ずしも当該用途だけを含むものではありません。詳しくは民都機構ホームページをご覧下さい。

まち再生出資の特徴１：幅広い建物用途に対して支援

松山市
“お城下
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ2番町”

[愛媛県]

（民都機構資料に一部加筆・修正）
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小規模出資事例 大規模出資事例

中野ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ
[東京都]

若草町地区
第一種市街地再開発事業

[広島県]

東京スカイツリー
[東京都]

50億円

30億円

25百万円

15百万円

タンガテーブルプロジェク
ト

[福岡県]

飯田市橋南第二地区
第一種市街地再開発事業

[長野県]

松山市“お城下ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ2番町”
[愛媛県]

百代リニューアル計画
[青森県]

出資額

出資額

出資額

出資額

まち再生出資の特徴２：幅広い出資額に対応

（民都機構資料に一部加筆・修正）
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○マネジメント型まちづくりファンド（平成29年度創設）

地域金融機関

まちづくり
ファンド

民間まちづくり事業

LLP
（有限責任事業組合）

等

連携

出資

出資等

出資

ハンズオン支援
（事業計画の策定支援等）

空き店舗、遊休施設等
をリノベーション等に
より整備し、運営。

民都機構

一定のエリアをマネジメントしつつ、当該地域の課題解決に資する、リノベーション等の民間まちづくり事業を連鎖的に

進めるため、民都機構と地域金融機関が連携してファンドを立ち上げ、当該事業に対して出資・融資により支援。

ぬまづまちづくりファンド
少年自然の家を自然体験型
宿泊施設に（沼津市）

老舗和風旅館をゲストハウスに
（豊岡市城崎町）

大正時代の古民家を
和風定食屋に（台東区）

谷根千まちづくりファンド

城崎まちづくりファンド

シティ信金PLUS事業
大阪まちづくりファンド

※民都機構資料を基に作成

②まちづくりファンド

【支援スキーム図】 【活用イメージ】

【支援事例】
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◆官民連携まちづくりポータルサイト
http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000047.html

（国土交通省ウェブサイト：ホーム>>政策・仕事>>都市>>都市再生>>官民連携関連施策）

・都市再生特別措置法に基づく制度の活用手引き（マニュアル等）
・官民連携のまちづくりを支える制度一覧
・まちづくりの事例検索 等

「官民連携まちづくりポータルサイト」について
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実務担当者がまちづくりの現場でより実践的に
使えるよう、都市再生特別措置法等に基づく各種
制度の内容やメリット、活用プロセス、運用実
績・運用事例などを具体的に解説した手引き
（平成31年3月更新・公表）

【目 次】
○ 総論
○ 都市再生整備計画
○ 都市再生推進法人
○ 市町村都市再生協議会
○ 道路、河川、都市公園占用許可の特例
○ 都市利便増進協定、

都市再生(整備)歩行者経路協定、
低未利用土地利用促進協定

○ 関連制度等：

「民間まちづくり活動の財源確保に向けた枠組みの工夫
に関するガイドライン」、

「都市のスポンジ化対策」に関する記載等を追加

○ 運用実績・運用事例：各種制度の活用実績を追加

（平成30年12月末時点に更新）

「官民連携まちづくりの進め方」について
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市町村による民間まちづくり活動促進の取組みの例

まち再生出資

公民連携の公共施設整備
（岩手県紫波町）

まちづくりファンド

少年自然の家を自然体験
型宿泊施設に（沼津市）

老舗和風旅館をゲストハウスに
（豊岡市城崎町）

まちづくりファンド民間まちづくり活動促進・普及啓発事業

リノベーションスクール（北九州市） 低未利用地を広場に

国 民間まちづくり活動の担い手
都道

府県

都市再生推進法人
の指定

民間主催イベント・セミナーの

後援・共催等

・ リノベーションスクール開催

公共空間等の利活用
に資する各種制度の活用

・ 道路占用許可の特例
・ 都市利便増進協定
・ Park-PFI
・ コモンズ協定

国・都道府県主催の

セミナー・研修等に職員が参加

✔ 活動情報の共有
✔ 関係者間の

連携・交流
✔ 職員の育成

先進的活動の

普及促進
活動団体の

組成と認知
活動の

場の提供
活動立ち上げ・持続の

財政・金融支援

民間団体からの

各種相談一括受付

・ 道路・公園・
建築部局, 保健所等
への申請手続

国等による財政・金融支援等

の活用促進

・民間まちづくり活動促進の補助
・民都機構の金融支援
(まち再生出資､メザニン支援､
公共公益施設の再編等への金融支援)

・民間まちづくり活動財源の集約・再分配
・SIBのまちづくりへの活用
・URによるノウハウ・技術力等の提供

活動の

円滑化支援

34



都市経営戦略・官民連携まちづくりの都市行政研修（国土交通大学校）

国土交通大学校では、地方公共団体等の行政職員を対象に、リノベーションまちづくりやエリアマネジメントなど、ストック
時代に対応した戦略的な都市経営と官民連携型まちづくりを修得するため、民間実践者や専門家、行政職員等からの
各地の取組事例を学ぶ座学講義や実践演習を行う都市行政研修を開催。

※今年度の募集は１０月１０日に締め切りました

令和元年度の研修概要
【日 程】令和元年11月25日～12月6日（12日間）
【研修生】約60名の行政職員を予定（都市・住宅・道路・河川・商工・企画等の部局から参加）
【場 所】国土交通大学校（東京都小平市）

②ゼミナール
行政アプローチとしての官
民連携まちづくり構想と施策
提案の班別討議・全体発表を
実施。

※課題地：町田市

研修内容

①座学（R1内容）

アーツ千代田3331

民間まちづくり活動の実践者

(株)アフタヌーンソサエティ
代表取締役 清水 義次

(株)ワークヴィジョンズ
代表取締役 西村 浩

(株)ENdesign 代表取締役 宮本 恭嗣

(株)サルトコラボレイティヴ
代表 加藤 寛之

(一社)エリア・イノベーション・
アライアンス 代表理事 木下 斉

(有)ハートビートプラン
代表取締役 泉 英明

(株)nest 代表取締役 青木 純

(株)ブルースタジオ専務取締役
クリエイティブディレクター 大島 芳彦

オガールプラザ(株) 代表取締役 岡崎 正信

Open A 代表取締役・
東京R不動産 ディレクター 馬場 正尊

クルミドコーヒー店主
（(株)フェスティナレンテ） 影山 知明

民間まちづくり活動を知る学識者

(一財)まちの魅力づくり研究室理事
・東京大学名誉教授 堀 繁

筑波大学
芸術系環境デザイン領域 准教授 渡 和由

首都大学東京
都市環境科学研究科 准教授 饗庭 伸

東京大学大学院
工学系研究科 教授 松村 秀一

横浜国立大学 名誉教授 小林 重敬

東海大学 文学部
広報メディア学科 教授 河井 孝仁

民間まちづくり活動を支える自治体職員等
せんだいリノベーション

まちづくり実行委員会委員長
(元 仙台市都市整備局長)

小島 博仁

和歌山市 都市建設局
都市計画部 都市再生課

リノベーション推進専門員
榎本 和弘

岩手県紫波町 公民連携室長 鎌田 千市

町田市未来づくり研究所 （調整中）

主な講師

南池袋公園内カフェ

＜官民連携まちづくりの現場講義（H30内容）＞
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➢せんだいリノベーションまちづくり実行委員会、家守会社、都市再生推進法人等がまちづくりの一環として実施する事業・
イベント等が支援の対象
➢H30は、まちづくり担当組織のエリア別再編に伴い、ワンストップ窓口を分割

⇒都心まちづくり課、地下鉄沿線まちづくり課(概ね駅から１km)、市街地整備課

まちづくり活動へのワンストップサービスの事例 ～仙台市～

民間主導で実施するリノベーションまちづくり、エリアマネジメントの取組に対して、ワンストップ
の受付・相談窓口を設置してバックアップ。

行政の役割は民間主導のまちづくりのための
環境づくりを積極的に行うこと

《発想の転換》

※せんだいリノベーションまちづくり実行委員会とは・・・
・仙台市との公民連携により、パブリックマインドを持ち自立する民間団体の
育成と後方支援を実施。
・不動産・ビジネスオーナーだけでなく、公務員や学生も参画。

《従来》

H28 都市整備局（当時の市街地整備調整課） に複数の行政部署との間を繋ぐワンストップ窓口を設置
（従来の事務分掌の枠組みで可能な最大限の支援を実施）

複数にまたがる関係部署との個別協議に時間を要する
公園管理者、道路管理者、区役所衛生課（食品営業許可）、消防署、交通管理者（県警）など

肴町公園定禅寺通

【企画段階での支援】
・民間の提案に対して注意点等をアドバイス
・管理者等へ事前相談
・イベント等の後援名義使用承認

【許可段階での支援】
・企画書の事前チェック
・管理者等への事前協議や申請
時に同席

【その他の支援】
・民間による公共空間の利活用や維持
管理に係る都市再生整備計画の検討
・関連法規等に関する事前相談支援
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◎企業のオープンイノベーションやスタートアップの拡大、女性・高齢者等の活躍など、都市経済・社会におけ
る「多様性」の進展を踏まえ、これらの集積・交流を通じた「イノベーション」の創出など、本格的な人口減
少社会を迎える我が国における「都市再生」のあり方を検討。

◎産学官のメンバーで構成され、平成31年2月から全8回の議論を踏まえ、6月26日に取りまとめ。

「都市の多様性とイノベーションの創出に関する懇談会」について

第１回（２月19日）：総論
第２回（３月５日）：都市の競争力・特性×まち
梅澤高明 ＡＴカーニー 日本法人会長
島原万丈 （株）LIFULL LIFULL ＨOME’S総研所長
七尾克久 三井不動産（株）日本橋街づくり推進部長
第３回（３月12日）：女性や高齢者等の活躍×まち
市川宏雄 （一財）森記念財団 都市戦略研究所 業務理事
岡本純子 (株)グローコム 代表取締役社長
田中元子 (株)グランドレベル 代表取締役
東浦亮典 東京急行電鉄（株）執行役員
第４回（４月12日）：スタートアップ×まち
入山章栄 早稲田大学大学院 経営管理研究科 教授
重松眞理子 三菱地所株式会社 開発推進部都市計画室長
的野浩一 福岡市住宅都市局 イノベーション課長
第５回（４月19日）：まちをシェア×まち
石澤正芳 株式会社Mellow 代表取締役
三輪律江 横浜市立大学国際総合科学部都市学系 准教授
小泉秀樹 東京大学まちづくり研究室 教授
第６回（５月９日）：中間論点整理（骨子）の議論
第７回（５月30日）：地方都市に係るヒアリング
鵜殿 裕 日本商工会議所 地域振興部主席調査役
中山靖史 （独）都市再生機構 都市再生部事業企画室長
第８回（６月10日）：「中間とりまとめ」（案）の議論

東京大学大学院工学系研究科教授
東北芸術工科大学デザイン工学部
建築・環境デザイン学科教授
千葉大学大学院園芸学研究科准教授
東北大学大学院工学研究科准教授
名古屋大学
未来社会創造機構特任准教授
横浜国立大学大学院
都市イノベーション研究院助教

座 長
座長代理

委 員

：浅見泰司
：馬場正尊

：秋田典子
：姥浦道生
：金森 亮

：三浦詩乃

[オブザーバー]
東京都都市整備局技監
大阪市都市計画局長
名古屋市住宅都市局長
（一社）日本経済団体連合会産業政策本部長
（一社）不動産協会 副理事長専務理事
（独）都市再生機構 都市再生部事業企画室長

［関係省庁］内閣府地方創生推進事務局
国土交通省総合政策局公共交通政策部、

土地・建設産業局、住宅局、鉄道局
［事務局］国土交通省都市局

上野雄一
角田悟史
光安達也
上田正尚
内田要
中山靖史
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人口減少・生産年齢人口の減少

イノベーションの鍵を握るのは「ひと」であり、
関係人口・内外の人材を惹きつける「まち」が必要

知識集約型経済の拡大
○ 第4次産業革命やSociety5.0の進
展や第２次から第３次産業への転換

○ エコシステム形成や“クリエイティブ人
材”が重要に

女性や高齢者等の活躍
働き手・働き方の多様化

○ 女性や高齢者等の就業は約50%へ
○ 働き方改革等により、テレワーク、シェ
アオフィス、コワーキングなど増加

ソーシャルキャピタルの低下
○ 世帯数は2023年から減少し、単身世
帯や高齢者世帯が増加

○ 町会・自治会等の地縁組織の加入率
も低下傾向

日本の産業別従業員数

一次産業

二次産業

三次産業

クリエイティブ産業

5%

17%

※クリエイティブ産業は三次産業の一部

%

%

%

%

%

%

%

44%

50%

女性・高齢者（65~69歳）の就業率

39%

44%

単身世帯・高齢者世帯割合の推移

都市経済・社会を巡る背景

○ 生産年齢人口の減少・少子高齢化は全て
の都市が抱える共通の課題

○ バブル崩壊直後から一人当たりGDPは成長
が見られず、世界3位から26位まで下落

○ 東京など、人口増加が続く都市においても、
一人一人の付加価値や生産性を高める必要

都市で活動する人材は多様化し、
経済に加え社会面でも都市の役割が拡大

（出典）QUOD提供データに基づき国土交通省都市局作成 （出典）総務省「労働力調査」に基づき国土交通省都市局作成 （出典）国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」に基づき国土交通省都市局作成



姫路駅北駅前広場 豊島区南池袋公園

整備前

整備後

国内事例（姫路・南池袋）

[まちなか公共空間の修復・改変]車道中心だった駅前空間をトランジットモー
ル化（公共交通のみ通行可）、歩行者空間・芝生化し、民間の様々なイベ
ントの展開やインバウンド増と相まって多様な人材が集う空間へ転換
[民間投資の共鳴]駅周辺におけるホテル、マンション建設が活発化し、駅周
辺の商業地地価は25％上昇（Ｈ３１：全国７位）、商業床面積も増加

[まちなか公共空間の修復・改変]平成28年４月に、利用率の低い公園を再
整備し、芝生やmovable chair、サンクンガーデン、民間カフェ等の設置によ
り、若者から子連家族まで多様な人々が多様な使い方ができる空間へ転換
[民間投資の共鳴]公園周辺に若者向けテナントが出店し、さらに周辺では民
間都市開発事業が旺盛に実施

（出典）姫路市提供資料 （出典）豊島区提供資料

整備前

整備後

（上空からの写真）

（上空からの写真）
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駅前のトランジットモール化と広場創出(兵庫県姫路市)

広場

街路

民間
空地

公園を芝生や民間カフェ設置で再生（東京都豊島区）道路を占用した夜間オープンカフェ（福岡県北九州市）

２つの開発の調整により
一体整備された神社と森(東京都中央区)

1階をガラス張りの店舗にリノベーションし、
アクティビティを可視化
民間敷地の一部を広場化（宮崎県日南市）

１階
（店舗やオフィス等）

公園

１階
（店舗やオフィス等）

街路

「居心地が良く歩きたくなるまちなか」のイメージ

【イメージ例】



都市構造の改変等

○都市構造の改変（通過交通をまちなか外へ誘導するための外周街路整備等）

○都市機能や居住機能の戦略的誘導と地域公共交通ネットワークの形成

○拠点と周辺エリアの有機的連携

○データ基盤の整備（人流・交通流、都市活動等に係るデータプラットフォームの構築等）等

「居心地が良く歩きたくなるまちなか」

※地域特性に応じた取組を、歩ける範囲のエリアで集中的あるいは段階的に推進
※人口規模の大小等を問わず、その特性に応じた手法で実施可能

「居心地が良く歩きたくなるまちなか」形成のイメージ

Walkable
歩きたくなる

居心地が良い、人中心の空間を創ると、
まちに出かけたくなる、歩きたくなる。

Eye level
まちに開かれた１階

歩行者目線の１階部分等に店舗やラボがあり、
ガラス張りで中が見えると、人は歩いて楽しくなる。

Diversity
多様な人の多様な用途、使い方

多様な人々の多様な交流は、
空間の 多様な 用途、 使い方の 共存か ら生ま れる 。

Open
開かれた空間が心地よい

歩道や公園に、芝生やカフェ、椅子があると、
そこに居たくなる、留まりたくなる。
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今後のまちづくりの方向性

「居心地が良く歩きたくなるまちなか」からはじまる都市の再生

官民のパブリック空間（街路、公園、広場、民間空地等）を
ウォーカブルな人中心の空間へ転換・先導し、民間投資と共鳴しながら

「居心地が良く歩きたくなるまちなか」を形成

「まちなか」に、多様な人材・関係人口が
集う、交流する、滞在する

新しいアイディアに基づき
試行錯誤、挑戦を繰り返す

新たな価値創造、地域課題の解決

イノベーションの創出

新たなつながり、コミュニティ、
サードプレイスが形成される

人間中心の豊かな生活
の実現
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まちなかウォーカブル推進プログラム（令和２年度予算概算要求時点版）

～ ウォーカブルなまちなか形成に対する一括支援 ～

まちなかの官民のパブリック空間をエリア一体的に捉え、居心地が良く歩きたくなるまちなかへの修復・改変を一括で推進
○ まちなかリノベーション推進事業等【新規】
・歩行者の目線(アイレベル)に着目し、街路・公園等の既存ストック(公共空間)を最大
限活用した修復・改変を支援

・既存の景観資源を最大限活用し、まちなかの景観を保全・創出する取組を支援

○ 都市再生整備計画事業【拡充】
・水辺空間とまち空間が融合した良好な空間形成を推進するため、居住誘導区域に
隣接する河川や湖沼、海岸沿いの区域における施設整備を支援

○ まちなか公共空間等活用支援事業【新規】
・都市再生推進法人が官民の公共空間を活用して行う多様な活動（デジタルサイネー
ジ広告の設置、デッキ広場の活用等）の支援を検討

○ 市民緑地等整備事業【継続】
・緑地保全・緑化推進法人が設置・管理する認定市民緑地における、植栽やベンチ等
の施設整備を支援

～ 官民連携まちづくり活動への支援 ～

官民関係者（自治体、地権者に加え、就業者、住民等）が幅広く集結した「エリアプラットフォーム・エコシステム」の形成・充実に向けた取組を推進
○ 官民連携まちなか再生推進事業【新規】
・官民の人材が集うコミュニティの活性化、持続可能なまちづくりのため、官民連携によ
るエリアプラットフォームの形成や未来ビジョンの策定等に向けた取組を支援

○ 都市安全確保促進事業【継続】
・都市再生緊急整備地域及び主要駅・中心駅周辺地域の滞在者等の安全確保と
都市機能の継続を図るための官民連携による取組を支援

公共空間の拡大につながる民地の開放・施設の改修等を推進

○ 居心地が良く歩きたくなるまちなか創出のための特例措置の創設
・公共空間の拡大につながる民地の開放及び公共施設との一体性を高めるための施設の改修等について、固定資産税・都市計画税を軽減

地域の多様な主体からの大小様々な形の「志ある資金」の活用等、まちづくりにおける支援供給の仕組みの活用を推進
○ 共同型都市再構築事業【継続】
・長期安定的な資金を提供することで、緑地・広場・デッキ
等の公共施設の整備を伴う事業を支援

○ まち再生出資事業【継続】
・民間事業者による、まちの賑わいや活力を生み出す施設
等の整備を伴う事業を支援

○ まちづくりファンド支援事業【拡充】
・ふるさと納税・クラウドファンディングなどの「志ある資金」の
活用を促進するなど、多様な資金の循環を支援

～ 都市の魅力を高めるオンリーワン都市再生への支援 ～

Society5.0の実現に向けたエリア全体の価値向上につながる取組や、民間の都市再生事業等、エリアの個性を高めるオンリーワン都市再生を推進
○ スマートシティ実証調査【拡充】
・官民一体となったモデルプロジェクトの実施や取組みの横展開に向けたガイドラインの
策定等を通じて、初期段階から実証や実装段階までを支援

○ 都市インフラのスマート化の推進【拡充】
・都市インフラ関係の主要事業において、公共施設等と情報化基盤施設の一体整備
等を支援
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