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「大都市等の魅力ある繁華街の再生のための

連絡調整会議」を開催 
NO.9 2005.11.8 

平成 17 年 10 月 4 日、都内にて、繁華街を抱える地元自治体・警察、国の関係者約 40 名が

出席し、「大都市等の魅力ある繁華街の再生のための連絡調整会議」が開催された。会議にお

いては、国による各地区の繁華街再生に向けた取組への支援内容についての説明が行われる

とともに、各地区の関係者から今後の展開について真剣なコメントが表明されるなど、活発

な情報交換・意見交換等が行われた。今回のレポートでは、会議の模様について紹介したい。

 

「大都市等の魅力ある繁華街の再生

のための連絡調整会議」の開催につ

いて 
平成 17 年 10 月４日、都内にて、繁華街

を抱える地元自治体・警察、国の関係者が

出席して「大都市等の魅力ある繁華街の再

生のための連絡調整会議」が開催された。

  

 本会議は、平成 17 年 6 月 28 日の犯罪対策

閣僚会議・都市再生本部合同会議における下

記の２つの決定を踏まえ、繁華街再生に向け

た取組の具体化を図る観点から開催したもの

である。 

 

（犯罪対策閣僚会議・都市再生本部合同会議

における２つの決定） 

 犯罪対策閣僚会議 都市再生本部 

名

称 

「安全・安心なまち

づくり全国展開プ

ラン」 

第 9 次都市再生プロ

ジェクト「防犯対策

等とまちづくりの連

携協働による都市の

安全・安心の再構築」

概

要 

官民連携した安全で

安心なまちづくりの

全国展開に向け、当

面重点的に推進すべ

き施策を取りまとめ

たプラン 

都市の安全・安心を

再構築する観点か

ら、大都市等の魅力

ある繁華街の再生等

を進めるプロジェク

ト  

 

※平成 17 年６月 28 日に開催された「犯罪対策

閣僚会議（第５回）・都市再生本部（第 14 回）

合同会議」の詳細については都市再生レポー

ト No.6 をご覧下さい。 

http://www.toshisaisei.go.jp/06report/p

df/06.pdf 

  

具体的な開催の狙いとするところは、以下

の２つである。 

 

１点目は、「安全・安心なまちづくり全国展

開プラン」及び第 9 次都市再生プロジェクト

「防犯対策等とまちづくりの連携協働による

都市の安全・安心の再構築」の趣旨・意義に

ついての関係者間での意識・理解の共有であ

る。 

２点目は、地域の抱える実情や課題につい

ての関係者の情報交換・意見交換を通じた、

地域における繁華街再生に向けた自発的取組

の後押しである。 

 

会議には、関係者として、第 9 次都市再生

プロジェクトのモデル地区である全国 11 地

区の地元自治体（11 市・区、８都道府県）及

び都道府県警察（８都道府県警）に加え、関

係省庁、主催者である都市再生本部事務局と

警察庁から、約 40 名が出席した。 

 

（出席メンバー） 

市区町村 札幌市、東京都新宿区・港区・渋谷

区・豊島区、横浜市、名古屋市、京

都市、大阪市、広島市、福岡市 

都道府県 北海道、東京都、神奈川県、愛知県、

京都府、大阪府、広島県、福岡県 

都道府県警

察 

北海道警察、警視庁、神奈川県警察、

愛知県警察、京都府警察、大阪府警

察、広島県警察、福岡県警察 

関係省庁 

 

総務省、法務省、文部科学省、厚生

労働省、経済産業省、国土交通省 

関係機関 日本政策投資銀行 

事務局 

 

内閣官房都市再生本部事務局、 

警察庁 



都市再生 REPORT NO.９ 

 

Secretariat of the Urban Renaissance Headquarters, Cabinet Secretariat 
 

大都市等の魅力ある繁華街の再生の

ための取組みについて 
 会議においては、関係省庁等の施策説明

や地元自治体、警察、国による意見交換等

が行われた。出席者から、繁華街再生に向

けた真剣なコメントが次々と述べられた。

 
会議の冒頭、都市再生本部事務局次長から、

「繁華街を再生させるためには、防犯対策と

様々なまちづくりの取組を密接に関連づけ、

相乗効果を発揮しながら推進することが必要

である。」との挨拶を行った。 

出席者は、真摯な表情で聞き入り、うなず

く者も多かった。 

 
（写真１ 冒頭に行われた都市再生本部事務

局次長挨拶の様子） 

 

 
続いて、警察庁及び都市再生本部事務局か

ら、「安全・安心なまちづくり全国展開プラン」

及び第 9 次都市再生プロジェクト「防犯対策

等とまちづくりの連携協働による都市の安

全・安心の再構築」の説明が行われた。 
防犯対策とまちづくりの連携協働を通じた

繁華街の需給構造の転換の重要性が説かれ、

両者が車の両輪であることについて、関係者

間での意識・理解の共有が図られた。 
総務省、国土交通省等の関係省庁や日本政

策投資銀行からは、繁華街の再生に向けた支

援措置・事業の説明が行われた。今後、各地

域での取組に対し、こうした支援措置等を通

じて積極的に支援していくとのことである。 
 
 

一方、地元の出席者からは、地区の取組の

現況や、各地区が抱える課題・悩み等につい

て紹介が行われ、例えば、 
・ 繁華街の中の空き地を児童遊園地に指定

し、一定の性風俗店の新規進出を抑制（東

京都渋谷区）  
・ 繁華街周辺の河川にプロムナード・ボー

ト乗り場を整備し、これらを活用した新

たな賑わいづくりを検討中（横浜市） 
・ 風俗無料案内所を規制する全国初の条例

案が府議会に提出され、審議中（大阪市） 
（注．同条例案は 10 月 21 日に可決され、

18 年 2 月施行予定） 
・ 繁華街周辺の廃校に商業・文化施設の建

設を検討中（福岡市） 
などについて話がなされた。 
 
各地区相互間では、活発な意見交換・情報

交換が行われ、中でも、先駆的な取組が行わ

れている新宿歌舞伎町の取組に関心が寄せら

れた。これに応え、東京都新宿区からは、繁

華街再生の中心的担い手となる市民の自発的

な取組を促すために、行政が地域の実情に即

したビジョンのたたき台を示すこと、現場の

視点から地域と率直に議論していくことが必

要である等、経験に基づく話がなされた。 
 
このように、各地区において繁華街再生に

向けた気運の高まりが見られる中、今後の展

開が強く期待されるところである。 
 

（写真２ 歌舞伎町を安全・安心な繁華街に

再生するための地元の取組を紹介するフリ

ーペーパー「歌舞伎町るねっさんす」（右側

は会議において参考配布されたもの）
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今後の展開等について 
 会議の最後に、今後の取組の方向性につい

て議論が行われ、繁華街再生に向け、各地区

が自発的取組を進めていくことなど、下記の

３つの事項が確認された。 
 
（３つの取組の方向性） 

 
当面の対応としては、モデル地区関係者に

よる随時の情報交換や、各地区における取組

の進捗状況等の都市再生本部ＨＰへの掲載を

行っていくこととした。これにより、関係者

間の情報共有と全国の繁華街関係者に向けた

情報発信が図られる。 

    
（写真３ 民と官の関係者が熱心に意見交換

する連絡調整会議の模様） 

 
 
 

おわりに 
魅力ある繁華街を再生させるためには、防

犯対策とまちづくりの取組みの連携、民と官

の連携、情報共有による関係地区相互の連携、

の３つの連携が重要であり、基本である。 
今回の会議を通じて、全国の安全で安心し

て楽しめるまちづくりに取り組む関係者が一

堂に会し、各地域の抱える実情や課題につい

て、率直に情報交換や意見交換を行うことが

できたことは非常に有意義であった。 
今回参加された地元自治体からも、今後、

他の地域の取組みを参考にしつつ、民と官が

一体となった防犯対策等とまちづくりの連携

協働に向け、更に取り組んでいきたいとの力

強いコメントがあった。 
 

今回の会議は、安全で安心なまちづくりへ

の一歩を踏み出したものであり、これを出発

点にして、モデル地区を始め全国の繁華街で、

地域の自発的かつ積極的な取組が進展するこ

とが期待される。 

都市再生本部事務局としても、関係省庁と

連携しつつ、様々な形で地域の自発的取組を

支援してまいりたい。 

 

※当日の配布資料等はこちらからご覧下さい。 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tosisa

isei/kanren/051005/kaigi.html 

 

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：多田、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.toshisaisei.go.jp/ 
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～」 
No.３「琵琶湖・淀川の再生」 
No.４「「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～」 

○ 今後、各モデル地区においては、今回

集まった関係者が連携協働しながら、民

と官が一体となった組織体制の整備な

どの取組を、地域の自発的取組として進

めていくこと 
○ 今後、今回の出席者を含めた関係者が

集まり、各モデル地区相互の情報交換・

意見交換を行うための場を設けていく

こと 
○ 中期的な課題として、全国の主要繁華

街においても、繁華街再生に向けた取組

みの進展を図るため、モデル地区と関係

省庁等が緊密な連携を図り、モデル地区

の取組状況やノウハウ等を他の地区に

紹介し、活かしていくこと 
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No.５「都市再生事業を通じた地球温暖化・
ヒートアイランド対策の展開（第１

回） 
No.６「第 14 回都市再生本部を開催～防犯対

策等とまちづくりの連携協働による

都市の安全・安心の再構築～」 
No.７「歴史的たたずまいを継承した街並

み・まちづくり」 

No.８「都市再生事業を通じた地球温暖化・
ヒートアイランド対策の展開（第２

回） 
○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 

 


