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「全国都市再生」の取組みと成果 
～全国都市再生モデル調査から～ 

NO. 4  2005.4.28 
 

 都市再生本部が平成 15 年度から開始した「全国都市再生モデル調査」。平成 15 年度・16

年度ともに、短期間の募集にも関わらず、多数の応募があった。 

今回のレポートでは、平成 15 年度と 16 年度に調査を実施したものの中から、特に先導的

と思われる取組みをいくつかピックアップして簡単に紹介をしたい。 

なお、平成 17 年度のモデル調査については、現在募集中である（5月 13 日応募締切）。 
 
「全国都市再生モデル調査」とは？ 
都市再生本部（本部長：内閣総理大臣）

において決定された「全国都市再生のため

の緊急措置～稚内から石垣まで～」（平成

14 年 4 月 8 日）の一環として、全国各地で

展開される「先導的な都市再生活動」を、

国が「全国都市再生モデル調査」として支

援するため、対象となる都市再生活動の提

案を募集するものである。 
応募された提案については、相当数の調

査対象を選定し、都市再生プロジェクト推

進調査費（国費）を活用した調査として、

各地で活動を展開し、その成果をとりまと

める。 
 
「全国都市再生モデル調査」の取組

みと成果 
 全国都市再生モデル調査は、平成 15 年度
に 171 件、平成 16 年度に 162 件、合計 333

件実施された。 
 行政だけではなく、NPO、民間企業等行政

以外からも多くの提案があった（約 4 割）

ことや、東京圏・大阪圏以外からの提案が

約 4 割を占めたことから、全国各地に都市

再生の取組みが浸透しつつあることがうか

がえる。 

 モデル調査は、地域の創意工夫や提案を

引き出すことを主眼に置いている。モデル

調査による試行錯誤段階の実験的な取組み

や呼び水としての機運醸成・合意形成を契

機にして、更なる取組みが各地でなされて

いる。 
 例えば、平成 15 年度と平成 16 年度に実

施されたモデル調査のうち、4 分の１（89

件）はまちづくり交付金を活用した具体的

なプロジェクトに本格展開している。16 年

度と 17 年度に新規採択されたものは、95

地区・総事業費 2,448 億円にも上る。また、

まちづくり交付金事業以外にも続々とプロ

ジェクトが始動している。各地での取組み

が、地域の賑わいの創出、観光客の増加や

地域への転入、民間投資の誘発につながる

等、様々な成果が得られている。 
 
具体例 
○北見市 駅と病院を核にした都市構造の

再編に着手 

北見市では、大型商業店舗の撤退や、ホ

テルの廃業、北見大学の校地移転等で中心

市街の機能が低下していたが、モデル調査

を契機にして、拠点性を高めるための都市

再生の取組みが始動している。 
 

 
 
市役所を郊外に転出させるのではなく、

駅に移転して行政サービス機能を集積する

とともに、隣接病院の増設による高度医療

拠点化の環境整備を行い、中心部の拠点性

を回復する取組みを進めている。この取組

みは、商店街や TMO、大型商業店側から評

価を受けている。今後は、まちづくり交付

金や合併特例債を活用した事業を本格展開

する予定である。 
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○滝川市 難病児支援を核としたまちづく

り 

現在、日本では約 20 万人の子供たちが小

児ガン等の難病を患っていると言われてい

る。国内には難病児を受け入れることので

きる自然体験施設は極めて少なく、自然を

十分に感じることなく闘病生活を送らざる

を得ないのが実態である。このような状況

の中、難病児支援という既存の行政体系で

は捉えることのできない分野を核にまちづ

くりに取組んでいるのが滝川市である。モ

デル調査では、難病児が楽しく安心して利

用できる自然体験施設を、既存ストックを

活用しながら整備することを検討するとと

もに、家族やボランティア等も含めた交流

人口の増加、公園をはじめとする近隣の自

然環境の活用等幅広い視点でまちづくりに

取組んでいる。 
 

 
 

○福島市 中心街に「こども・教育」とい

う新たな光を投射 

福島市では、中心市街地の空き店舗を活

用し、小学生が社会や経済の仕組みを学ぶ

ための架空の街を整備した。実地に即した

プログラムが高い教育効果を生むことから、

教育部局の連携というこれまでにない取組

みに展開している。また、行政のみならず、

地元企業、大学、NPO 等地域の多様な主体

の参画を経て、沈滞した中心商業地に新た

な光が当たり注目を集めている。この取組

みは各主体の中心市街地への関心を高め、

大学の新キャンパスの立地等中心市街地の

機能再集積に向けた動きが加速する等、間

接的な効果も多く見られる。 

 
※16年度は 18回開催し、24校、1,500名の小学生が参加 
 
○川越市 酒蔵跡地の活用方策検討 

 川越中心市街地には多くの歴史的建築物

が残っている。歴史的建築物の中で市が購

入し活用方策が決まっていない鏡山酒造跡

地をモデルとし、周辺との連携と機能分担

を考えながら、中心市街地における既存ス

トックの活用方策を市民参加で検討した。

民間・行政・大学の新しい関係の構築を図

り、都市再生のシステムづくりに取組んで

いる。鏡山酒造跡地に親しむことを通して、

まち・歴史・鏡山を知り・共に考え、人的

ネットワークづくり・地元住民の共通認識

を育む等の仕組みづくりを目指している。

平成 16 年 12 月には酒造跡地活用に係る地

域再生認定を受け、まちづくり交付金を活

用する等、具体的な事業が展開している。 
 

 
 

○金沢市 戦略的な「まちなか居住」の実

現方策の追求 

金沢市では、全国各地の地方都市と同じ

く、中心市街地の空洞化が大きな問題にな

っていた。金沢市はモデル調査を契機にし

て、オフィスビルの住宅転用の実現性・実

効性を検証し、ビルオーナー等に明らかに

するとともに、その有効性を高めるため、
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居住の場としての都心の魅力づくりのため

に様々な施策を展開している。 
 

 
 
金沢市は、金沢市中心市街地活性化基本

計画を策定するとともに、まちづくり交付

金を活用する等、具体的な事業を積極的に

推進している。 
 

○下諏訪町 匠やものづくりの伝統ネット

ワークの活用 

下諏訪町では、商店街の活性化にあたっ

て、商業関係者以外の者が参加することで、

戦略の策定から取組みの推進まで全工程に

わたって新風が吹き込まれた。具体的には、

商店街の活性化のために、大型店と同様の

商品を充実させて勝負するのではなく、地

元に根付いた匠やものづくりの文化をコン

セプトに商品の差別化を図った。また、商

店街のおかみさん会等の既存のネットワー

クを再活性化させたことで、空き店舗への

入居希望情報の取り込み、貸し手の説得に

大きな成果を上げ、工房の誘致につながっ

た。 

 

 
 
○神戸市 傾斜地の住宅団地の高齢化等に

応じた公共交通整備 

神戸市東灘区には、生活において諸問題

（高齢化、狭小道路）をかかえる地域があ

る。これらの地域の利便性の向上のために、

15 年度のモデル調査では、各種アンケー

ト・ヒアリングによる分析を行い、「くるく

るバス（愛称）」を 40 日間運行した。その

結果、延べ 15,000 人強の利用者を得ること

ができ、潜在的なニーズが顕在化した。こ

のような社会実験を経て、平成 17 年１月か

ら、路線バスの運行を本格的に開始した。 
 

 
 
○松山市 「坂の上の雲」のまちづくりの

具体展開 

愛媛県松山市では、司馬遼太郎氏の代表

作『坂の上の雲』をテーマに街全体を屋根

のない博物館と捉えた「フィールド・ミュ

ージアム」として整備することを進めてい

る。モデル調査では、分かりやすい公共交

通・観光資源の案内標識を若者中心に考案

し、実地に検証する等、市民参加の意識を

啓発した。また、「松山市観て歩いて暮らせ

るまちづくり交通特区」として、地域参加

型のまちづくり計画に基づく交通規制を実

施する等、各種の取組みを進めている。さ

らに、まちづくり交付金の活用により商店

街の再生事業に着手する等、様々な事業を

展開している。 
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坊ちゃん列車       道後温泉 

 

○熊本市 寂れた繊維問屋街をそのまま若

者の起業の場に 

熊本市の河原町では、地元の市民活動グ

ループが中心となって、寂れた繊維問屋街

を若者のまちに再活性化する取組みを行っ

ている。全国から注目される調査との枠組

が与えられたことで、中心市街地の大型空

店舗の所有者の理解を得ることができた。

安価な起業スペースの需要を掘り起こし、

旧店舗経営者とも共存しつつ、若い起業家

が刺激しあう場として再生することに成功

している。 

 
※空き店舗を活用し、約 20店舗が新規に出店 
 

おわりに 
 今回のレポートでは、過去のモデル調査

に基づく取組みや成果をごく簡単に紹介し

たが、この他にもモデル調査が契機となっ

たまちづくりの取組みや成果がたくさん存

在する。今回紹介した事例も含めて、今後

の「都市再生レポート」の中で、各地での

まちづくりの取組みと成果をより詳細に紹

介していきたい。また、このような様々な

取組みについては、当事務局のホームペー

ジにも掲載しているので、参考にしてい

ただきたい。
http://www.kantei.go.jp/jp/toshi/05suisin/index
.html  
 平成 17 年度モデル調査の応募期限は 5

月 13 日となっている。例年どおり、地域が

「自ら考え自ら行動する」という趣旨に基

づき、テーマの限定はせず、地域の創意工

夫と意欲あふれる提案を幅広く募集してい

る。これまでの取組みとは一味違った、個

性ある提案を期待しているので、奮ってご

応募していただきたい。なお、具体的テー

マについて、今後都市再生プロジェクト等

として総合的に推進する分野として、以下

の項目を想定しているところである。これ

らのテーマに限定して採用するわけではな

いが、これらの分野への積極的な提案を求

めているので、参考にしていただきたい。      
○中心市街地の廃校や遊休施設の再生 

○面的複合的な地球温暖化対策・ヒート 

アイランド対策への展開 

○民間活力の活用と防犯･防災･福祉等の

連携によるトータルな安全安心まちづ

くり 

○大学･研究機関とまち･住民･産業との

包括的交流連携や国際姉妹都市･姉妹

大学交流等への展開 

○少子高齢化に対応した｢まちなか居住｣

の推進とコンパクトな都市構造の構築

のための総合的対応 
 

内閣官房都市再生本部事務局 
〒100-0014 千代田区永田町 1丁目 11-39 

永田町合同庁舎 3階 
Tel:03-5510-2151 Fax:03-3591-0022 

お問合せ先：柳瀬 

 

○本レポートは、都市再生本部ホームペー

ジにおいても掲載しています。（4月 1日
より）http://www.kantei.go.jp/jp/toshi/ 
これまでの都市再生レポートも掲載して

いますのでご覧ください。 
No.１「魅かれ合うまちとアート～「全国都

市再生モデル調査」の結果から～」 
No.２「名古屋堀川の再生～規制緩和＋市民

の熱意で水辺都市再生へ～」 
○次号以降の都市再生レポートの配信を希

望される方は下記ホームページにて、必

要事項を記入の上、送信してください 
○また、都市再生レポートについて、幅広

く皆様からのご意見をお待ちしていま

す。 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tosisaisei/goik
en.html 


