
平成17年度全国都市再生モデル調査 選定案件から ①
～ 国際交流と連携したまちづくり～ ～健康増進をテーマとするまちづくり ～

○藤井寺 遣唐留学生の墓誌発見を契機とする中国との交流○藤井寺 遣唐留学生の墓誌発見を契機とする中国との交流

•昨年１０月、西安で、藤井寺出身といわれる遣唐
留学生・井真成（いのまなり・７３４年没）の墓誌
（「日本」の国号使用の 古の例）を発見。愛・地球
博の中国館等での展示後、現在国内巡回展示中

•市民等を中心とする研究会が、中国の博物館に
「里帰り」を要請、中国のテレビ局が藤井寺を取材
するなど、民間交流に展開

・藤井寺市が市民等と連携し、歴史的資源を活か
した都市観光、児童生徒への学習機会の創出等を
調査検討

・火力発電所の廃棄物の
リサイクルの技術交流や
特産物の経済交流
・２年後の世界遺産登録を
目指している石見銀山の
海外へのＰＲ
・本年１０月に友好都市提
携の予定

井真成の墓誌

たたら製鉄炉

○与那国 地理的特性を活かした防災・医療面等の国際交流○与那国 地理的特性を活かした防災・医療面等の国際交流

○出雲地域 「製鉄の伝来」をテーマとした日中韓の民間交流○出雲地域 「製鉄の伝来」をテーマとした日中韓の民間交流

・スギ花粉ゼロという立地を
活かし、イムノリゾート(免疫
避暑地)という考え方による
新たな滞在保養地づくりに
着手

廃校を利用した
健康センター

仙台フィンランド健康福祉セ
ンタープロジェクト

フィンランドオウル大
フィンランド企業

・大学と国内・フィンランド
の産学連携で高齢者向け
の乗り物であるトライクを
世界で初めて実用化し、
健康増進にも活用

東北大、宮城大、東北福祉大

仙台青葉
国際的な産学連携

○仙台・鳴子 国際産学連携による健康増進プログラム○仙台・鳴子 国際産学連携による健康増進プログラム

○上士幌 花粉症患者等の健康回復と癒しの滞在保養地づくり○上士幌 花粉症患者等の健康回復と癒しの滞在保養地づくり

・本年４月ソウル特別市江北区と姉妹
都市交流協定を締結
・立山主要施設への外国人観光者数
H16は４万６千人超 （H15より倍増、

特に台湾、韓国が増加）
・富山医科薬科大、富山県国際伝統
医学センターが療養とヒーリング観光
のプログラムを開発 立山杉：巨樹巨木による

ヒーリング療法

立山黒部アルペンルート

・姉妹都市である対岸、台湾・花蓮市と
の直接的な運航の実現を目指し、国際
観光の振興、防災や医療の国際的な相
互支援などを推進

・鳴子温泉の鉱泉に注目
し、国際的な産学連携で
創薬、温泉を活かした医
療福祉サービス、健康増
進器具の開発を推進

与那国島

西表島

台湾

石垣島

空路

航路

・現在は台湾との直接往来はないが、戦
後直行航路があった頃、人口1万2千人
以上（現在1,700人余）

北海道大学の遺伝子
病制御研究所、札幌
国際大学と連携

上士幌町の観光資源

○立山 大学と連携し、海外から集客する巨木森林ヒーリング観光○立山 大学と連携し、海外から集客する巨木森林ヒーリング観光

鉄嶺

麗水

順天
出雲

仙台青葉

東鳴子温泉

仙台から
鳴子へ展開



平成17年度全国都市再生モデル調査 選定提案から ②
～ 大学が核となるまちづくりの展開 ～

○ 岩見沢（北海道教育大）
大学再編を契機とし、新たに設置される教
員養成分野に限定しない芸術・スポーツ専
門校と、まち全体が関わりを持ち、協働する
新たな学園都市づくり

○ 岩見沢（北海道教育大）
大学再編を契機とし、新たに設置される教
員養成分野に限定しない芸術・スポーツ専
門校と、まち全体が関わりを持ち、協働する
新たな学園都市づくり

○前原（九州大）
学生、研究者、留学生等の居住、交流、研
究実証フィールドの提供を有機的に展開で
きる新たな「大学門前町」の形成

○前原（九州大）
学生、研究者、留学生等の居住、交流、研
究実証フィールドの提供を有機的に展開で
きる新たな「大学門前町」の形成

○印西（東京電機大）
高齢者や主婦などこれまで光の当たらな
かった階層を含む新規起業や産業再生の
支援体制構築

○印西（東京電機大）
高齢者や主婦などこれまで光の当たらな
かった階層を含む新規起業や産業再生の
支援体制構築

○柏・流山（ 東京大・千葉大）
産学官連携により、
・胎児や子どもを有害な化学物質から守る
生活環境づくり（千葉大）
・移動時の安全性確保、高齢者や外国人
等のための情報提供等に資する新システ
ムの開発・実証（東京大）
・外国人研究者・留学生のニーズと住宅供
給の効率的なマッチングシステム構築（東
京大・千葉大）

○柏・流山（ 東京大・千葉大）
産学官連携により、
・胎児や子どもを有害な化学物質から守る
生活環境づくり（千葉大）
・移動時の安全性確保、高齢者や外国人
等のための情報提供等に資する新システ
ムの開発・実証（東京大）
・外国人研究者・留学生のニーズと住宅供
給の効率的なマッチングシステム構築（東
京大・千葉大）

○秋田（県内13大学連携）
地域の全大学が建築、交通、経済、福祉等
専門分野を持ち寄り、行政との連携体制を整
備し、一丸となって美しいまちづくりを推進

○秋田（県内13大学連携）
地域の全大学が建築、交通、経済、福祉等
専門分野を持ち寄り、行政との連携体制を整
備し、一丸となって美しいまちづくりを推進

○高崎（高崎経済大等）
市内６大学等の連携により、中心市街地にお
けるサテライト教室の設置や学生向け住宅
の供給等のＰＦＩプロジェクト具体化

○高崎（高崎経済大等）
市内６大学等の連携により、中心市街地にお
けるサテライト教室の設置や学生向け住宅
の供給等のＰＦＩプロジェクト具体化

○新宿（早稲田大）
地域の歴史文化を活かし、市街地の賑わい
創出、緑化、起業支援等多面的な協働によ
り、キャンパスと周辺が一体となった再整備

○新宿（早稲田大）
地域の歴史文化を活かし、市街地の賑わい
創出、緑化、起業支援等多面的な協働によ
り、キャンパスと周辺が一体となった再整備

○寝屋川（大阪電通大）
ゲームソフト・ＣＧ分野の先端的大学の有す
る技術を、行政サービスの高度化や地域産
業の振興に実地に活用

○寝屋川（大阪電通大）
ゲームソフト・ＣＧ分野の先端的大学の有す
る技術を、行政サービスの高度化や地域産
業の振興に実地に活用

○青森（ 弘前大）
郊外からまちなかへの円滑な住
み替え促進システムの構築

○青森（ 弘前大）
郊外からまちなかへの円滑な住
み替え促進システムの構築

○舞鶴（立命館大）
地元企業の優れた水環境技術等
の北東アジア地域とのビジネスマッ
チングと交流拡大

○舞鶴（立命館大）
地元企業の優れた水環境技術等
の北東アジア地域とのビジネスマッ
チングと交流拡大

○朝来・養父（神戸大）
近代の鉱山産業の歴史的価値あ
る遺構の再生・活用を通じた市街
地の活性化

○朝来・養父（神戸大）
近代の鉱山産業の歴史的価値あ
る遺構の再生・活用を通じた市街
地の活性化

○松江（島根大）
大学と警察、行政、住民等が連携
した、生活動線における時間別・場
所別のきめ細かい防犯情報システ
ム開発等

○松江（島根大）
大学と警察、行政、住民等が連携
した、生活動線における時間別・場
所別のきめ細かい防犯情報システ
ム開発等

○徳島（徳島大）
子育て中主婦を中心に活動するＮ
ＰＯを軸に、ユニバーサルデザイン
を目指し、阿波踊りという大規模な
広域からの集客イベントを活用した
市民・利用者の意見の集約、合意
形成、調整等

○徳島（徳島大）
子育て中主婦を中心に活動するＮ
ＰＯを軸に、ユニバーサルデザイン
を目指し、阿波踊りという大規模な
広域からの集客イベントを活用した
市民・利用者の意見の集約、合意
形成、調整等

○小田原（東海大）
商店街・市民組織・大学学生等が双方向に
交流できるサテライト教室設置を試行し、メ
インストリートの現実的かつ段階的改善プロ
グラム策定

○小田原（東海大）
商店街・市民組織・大学学生等が双方向に
交流できるサテライト教室設置を試行し、メ
インストリートの現実的かつ段階的改善プロ
グラム策定

○ 大学のキャンパスその他研究教育の場を、まちづくりの課題に対応
するための大学と地域のさまざまな協働の拠点と位置付け、活動を展
開する取組

○ その他、大学人の地域
に対する共同プロジェクト
の提案等、大学の専門的
知見を実地に活用し、都
市や地域の課題に積極的
に関わろうとする取組



平成17年度全国都市再生モデル調査 選定提案から ③
～ 安全・安心まちづくりに向けた多様な取組 ～

○繁華街における安全・安心
の再構築を、都市の特性を
踏まえ、民と官の連携により
推進する取組

○住民等を主体とする多様な連携により、安全・安心まちづくりを
推進する取組

○戸田
民間交番等防犯・防災活動拠点の整備
や移動支援設備の集約拠点の充実、危
険情報の周知等

○戸田
民間交番等防犯・防災活動拠点の整備
や移動支援設備の集約拠点の充実、危
険情報の周知等

○多摩
高齢化の進行するニュータウンにおい
て、防犯地図作成、常時営業する民間
企業との連携による緊急時輸送・生活
支援体制の構築等

○多摩
高齢化の進行するニュータウンにおい
て、防犯地図作成、常時営業する民間
企業との連携による緊急時輸送・生活
支援体制の構築等

○東京（秋葉原）
先端的研究を行う大学と関連産業、行
政が連携し、万引き防止、外国人安全
確保等に資する防犯・防災ｼｽﾃﾑを実証

○東京（東京駅周辺）
国際的ビジネス街において、民間企業
等による地域版業務継続計画の策定、
来街者への被災時の避難情報・防犯発
生箇所情報の多言語提供を展開

○東京（秋葉原）
先端的研究を行う大学と関連産業、行
政が連携し、万引き防止、外国人安全
確保等に資する防犯・防災ｼｽﾃﾑを実証

○東京（東京駅周辺）
国際的ビジネス街において、民間企業
等による地域版業務継続計画の策定、
来街者への被災時の避難情報・防犯発
生箇所情報の多言語提供を展開

○大津
多様な主体の連携による「まちの保安官」
による巡回等防犯対策の充実、これら活
動を支援する保険、ＩＴシステムを開発

○大津
多様な主体の連携による「まちの保安官」
による巡回等防犯対策の充実、これら活
動を支援する保険、ＩＴシステムを開発

○大阪
産学官の連携により、ＩＴ技術を活用した
児童生徒の登下校時の安全確保システ
ムを開発、それを支える連絡体制を構築

○大阪
産学官の連携により、ＩＴ技術を活用した
児童生徒の登下校時の安全確保システ
ムを開発、それを支える連絡体制を構築

○松江
大学と警察、行政、住民等が連携し、生
活動線における時間別・場所別のきめ細
かい防犯情報システムの開発等

○松江
大学と警察、行政、住民等が連携し、生
活動線における時間別・場所別のきめ細
かい防犯情報システムの開発等

○北九州
都市中心部における企業従業員、単身赴
任者、地域住民等が防災に関する共通認
識を醸成するための諸活動、防災拠点施
設の整備の検討、地域リーダーの育成等

○北九州
都市中心部における企業従業員、単身赴
任者、地域住民等が防災に関する共通認
識を醸成するための諸活動、防災拠点施
設の整備の検討、地域リーダーの育成等

○宮崎等
新興住宅地等で、高齢者や身障者等情報
弱者に対する防犯・防災情報の的確な伝
達経路や、民間主体による防犯・防災・福
祉にまたがる民間交番等活動拠点を整備

○宮崎等
新興住宅地等で、高齢者や身障者等情報
弱者に対する防犯・防災情報の的確な伝
達経路や、民間主体による防犯・防災・福
祉にまたがる民間交番等活動拠点を整備

○鹿児島
多様な主体の連携により、防空壕等潜在
的な事故の危険も含む危険情報の地図
等への集約・情報提供や、防犯・防災活
動の人材育成を実施

○鹿児島
多様な主体の連携により、防空壕等潜在
的な事故の危険も含む危険情報の地図
等への集約・情報提供や、防犯・防災活
動の人材育成を実施

○京都（木屋町）
違法看板、路上放置自転車等への対応
と、情趣ある高瀬川周辺の景観形成をあ
わせて展開

○京都（木屋町）
違法看板、路上放置自転車等への対応
と、情趣ある高瀬川周辺の景観形成をあ
わせて展開

○大阪（ミナミ）
違法駐車・放置自転車への対応、駐車・
駐輪場の新設、道路の防犯環境性能の
向上等の対策による、観光客も安心して
訪れることができるまちづくり

○大阪（ミナミ）
違法駐車・放置自転車への対応、駐車・
駐輪場の新設、道路の防犯環境性能の
向上等の対策による、観光客も安心して
訪れることができるまちづくり

○広島（流川・薬研堀）
道路・公園等の死角の除去、内外からの
観光客への防犯情報の提供等

○広島（流川・薬研堀）
道路・公園等の死角の除去、内外からの
観光客への防犯情報の提供等

○福岡（中洲等）、北九州、
久留米

安全・安心なまちづくりについての広域
的連携及びガラス落下防止対策への取
組を併せて実施

○福岡（中洲等）、北九州、
久留米

安全・安心なまちづくりについての広域
的連携及びガラス落下防止対策への取
組を併せて実施



平成17年度全国都市再生モデル調査 選定提案から ④
～ 地方都市の中心市街地の活力再生に向けた取組（例） ～

○塩沢
空き店舗等既存遊休施設の活
用等を通じ、スキー観光で賑わ
う地区と、既成市街地をあわせ
て活性化

○塩沢
空き店舗等既存遊休施設の活
用等を通じ、スキー観光で賑わ
う地区と、既成市街地をあわせ
て活性化

○大館
中心市街地において、民間活
力を活用した公営住宅の建替
えと、大型空き店舗の福祉施
設等としての活用を一体的に
展開

○大館
中心市街地において、民間活
力を活用した公営住宅の建替
えと、大型空き店舗の福祉施
設等としての活用を一体的に
展開

○佐伯
中心市街地における大規模店
舗跡地の利用方針について、
当初から市民が参加しつつ策
定、試行的な活用

○佐伯
中心市街地における大規模店
舗跡地の利用方針について、
当初から市民が参加しつつ策
定、試行的な活用

○周南
中心市街地における居住促進
のため、駅周辺の空地、空家
等既存ストックを有効活用した
住宅供給

○周南
中心市街地における居住促進
のため、駅周辺の空地、空家
等既存ストックを有効活用した
住宅供給

○岐阜
中心市街地における居住促進
と環境整備のため、規制誘導
措置の適用等の条件整備

○岐阜
中心市街地における居住促進
と環境整備のため、規制誘導
措置の適用等の条件整備

○久留米
中心市街地における高齢者の
まちなか居住環境整備のため、
既存ストック活用

○久留米
中心市街地における高齢者の
まちなか居住環境整備のため、
既存ストック活用

○加賀
歴史的な建築物等の残る中心
市街地において、町家を多様
に活用した居住促進

○加賀
歴史的な建築物等の残る中心
市街地において、町家を多様
に活用した居住促進

○伊万里
地域の伝統的工芸品を活かし
た「表にとびだした美術館」の
実施を通じ、活力の低下した都
市の魅力の再生や観光の振興

○伊万里
地域の伝統的工芸品を活かし
た「表にとびだした美術館」の
実施を通じ、活力の低下した都
市の魅力の再生や観光の振興

○高崎
地域の複数の大学との連携に
より、サテライト教室の設置や
学生向け住宅の供給等

○高崎
地域の複数の大学との連携に
より、サテライト教室の設置や
学生向け住宅の供給等

○高知
中心市街地の再生に向け、
県外地権者との調整等を中
立的な立場で行う手法によ
り、空きﾋﾞﾙ問題を打開

○高知
中心市街地の再生に向け、
県外地権者との調整等を中
立的な立場で行う手法によ
り、空きﾋﾞﾙ問題を打開

○室蘭
地元企業が環境関連の独自技
術等を通じて地域住民と連携
することにより、地域の活性化
を図る

○室蘭
地元企業が環境関連の独自技
術等を通じて地域住民と連携
することにより、地域の活性化
を図る

○沖縄
独自の音楽文化を活かし、公
益施設の有効活用や市民の
参加を通じて、まち全体を芸
術・文化活動の場とすること
で、交流の推進

○沖縄
独自の音楽文化を活かし、公
益施設の有効活用や市民の
参加を通じて、まち全体を芸
術・文化活動の場とすること
で、交流の推進

○佐世保
中心市街地と周辺部斜面地等
との移動手段について、高齢
者や市民等の利用に配慮しつ
つ、新規交通手段の整備や
サービスの充実

○佐世保
中心市街地と周辺部斜面地等
との移動手段について、高齢
者や市民等の利用に配慮しつ
つ、新規交通手段の整備や
サービスの充実

○水沢
事業実施の停滞する既成市街
地において、まちの適正な管理
（マネージメント）方法・体制の
確立

○水沢
事業実施の停滞する既成市街
地において、まちの適正な管理
（マネージメント）方法・体制の
確立

○富山
富山市中心部におい
て、平成２０年４月まで
に、小学校６校が廃校
予定。地域の居住支
援や活性化のための
利活用に向け、市民
参加等により方針の
確立

廃校予定校

統合予定校

○青森
コンパクトなまちを目指し、大学
と連携しつつ、地域内での住み
替えの円滑化等に向けた取り
組みを展開

○青森
コンパクトなまちを目指し、大学
と連携しつつ、地域内での住み
替えの円滑化等に向けた取り
組みを展開

○足利
歴史的建築物等を活かした観
光プログラムの開発等を通じた
市街地内の交流人口の増大等

○足利
歴史的建築物等を活かした観
光プログラムの開発等を通じた
市街地内の交流人口の増大等

○宝塚
再開発ビルの空き床スペース
を活用した地域住民の福祉・
生活サービス等の拠点整備

○宝塚
再開発ビルの空き床スペース
を活用した地域住民の福祉・
生活サービス等の拠点整備

○姫路
中心市街地において、歩行
者・自転車専用ゾーンの設
定や、案内システムの構築

○姫路
中心市街地において、歩行
者・自転車専用ゾーンの設
定や、案内システムの構築

富山駅
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