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第１５回都市再生本部を開催 
 

 「大学と地域の連携協働による都市再生の推進」   

 「渋谷駅周辺地域」を都市再生緊急整備地域へ   

  NO.12 2005.2.８ 
 

平成 17 年 12 月 6 日、総理大臣官邸で第 15 回都市再生本部が開催され、「大学と地域の連

携協働による都市再生の推進」が 20 番目の都市再生プロジェクトとして決定された。また、

64 番目の都市再生緊急整備地域として「渋谷駅周辺地域」の都市再生緊急整備地域(案)と地

域整備方針(案)が了承された。 

 

平成 17 年 12 月 6 日、本部長（小泉内閣

総理大臣）、副本部長（安倍内閣官房長官、

北側国土交通大臣）を初めとする各本部員

が出席し、第 15 回都市再生本部が総理大臣

官邸にて閣議終了後の 10 時 20 分頃から開

催された。 

（写真１ 都市再生本部会合の様子） 

 
 

はじめに、東北公益文科大学の小松隆二

学長と、関西学院大学の定藤繁樹教授から、

それぞれ地域と連携して進めているまちづ

くりへの取組を紹介いただき、これら 2 校

に代表されるまちと大学の創意工夫による

取組を更に全国的に展開するため、「大学と

地域の連携協働による都市再生の推進」を

都市再生プロジェクトとして決定した。 

また、交通結節点と周辺市街地の一体的

な再生を進め、駅周辺の大規模な再編整備

を契機とした民間投資の促進等を図るため、

「渋谷駅周辺地域」の都市再生緊急整備地

域(案)と地域整備方針(案)の説明があり了

承された。 

さらに、稚内から石垣まで、地域の資源・

特性を活かした全国都市再生の進展状況等

について報告が行われた。 

１．大学と地域の連携協働による

都市再生の推進 

（都市再生プロジェクト決定） 

地域にとって大学は、単に教育・研究の

みの場ではなく、多くの若者を含む学生・

教員が継続的に集まる活力と賑わいの源泉

である。また、多様な国々からの研究者・

留学生と地域との活発な交流は、地域の活

性化のみならず国際相互理解の増進にも寄

与する。更に、団塊の世代が今後定年をむ

かえる中で、意欲と豊かな経験を有する

人々が社会貢献を始めるための社会人教育

の拠点ともなりうる。 

少子高齢化など大学と地域を取り巻く環

境変化が進むなかで、 
①大学がその多様な存在意義を活かし、地

域のニーズを捉えた教育・研究や地域と

の交流等を行い、個性・特色ある教育・

研究活動に活かすと共に、地域にその成

果を還元し、まちの活性化と再生に結び

つけ、 
②他方、地域が実践的教育や研究者・学生

の活動の場の提供などの支援を行うこと

により、大学の個性と特色がより豊かに

なり競争力の強化に繋がるなど、 
競争力の強化を目指す「大学」と自律・発

展を目指す「地域」の連携が、双方のより

よい発展に繋がっていくという好循環を形

成することが期待できる。 

 「全国都市再生モデル調査」においても、

このような連携協働について多数の提案が

出されている。今回の都市再生本部の開催

に先立ち、このモデル調査に採択された地

域をはじめとして、先導的な取組を行って
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いる 8つの地域で平成 17年 10 月～11月に

かけて「大学と地域が連携したまちづくり

ワークショップ」を開催した。各ワークシ

ョップでは、大学関係者、地方公共団体、

商店街、ＮＰＯなどのまちづくり関係者、

まちづくりの専門家が一堂に会し、取組の

紹介や将来へ向けての課題の把握、今後の

展望についての意見交換を行った。 

 

 

（図１ 大学と地域の連携による好循環の形成) 

 

（図２ 大学と地域の連携協働による都市再生の事例） 

 

 このワークショップを踏まえ、今回 20

番目のプロジェクトとして決定された都市

再生プロジェクト「大学と地域の連携協働

による都市再生の推進」は、地域にとって

大学をまちづくりの重要なパートナーと位

置付け、多面的な連携協働により、地域に

おける人材の育成と創意工夫によるまちづ

くりの取組による都市再生の推進を図るこ

とを目的としている。 

都市再生本部では、決定に先立ち、ワー

クショップを開催した 8 地域のうち 2 地域

から代表者に出席いただき、事例紹介をし

ていただいた。 

まず、東北公益文科大学の小松隆二学長

から、公益をキーワードに、地域とともに

実践的な活動を進めている取組が報告され

た。この大学では、学内に市民が自然に出

入りし、自由に図書館・食堂を利用できる

垣根のないキャンパスづくりを行っている。

また、大学では、空き店舗を利用したまち

なかキャンパスを開設し、大学の研究教育

活動の発表・展示やワークショップを行っ
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ている。更に、この大学と地域との繋がり

を象徴する事柄として、大学 OB のみならず

一般市民も参加する後援会組織がつくられ

ていること、加えて、地域からセミナーハ

ウスが寄贈されていることが紹介された。 

（写真２ サテライトキャンパスの開設） 

 
続いて、関西学院大学の定藤繁樹教授か

ら、平成 15 年度の全国都市再生モデル調査

をきっかけとして始まった、関西学院大学、

甲子園大学、宝塚造形芸術大学の３つの大

学の連携による、新たな都市の魅力の創造

への取組の報告が行われた。この地域では、

大学が空き店舗を利用して、まちづくり、

フィールドワーク等の拠点となる地域連携

センターを開設している。また、大学・市

民・商店街が連携してオープンカフェの社

会実験に取り組んでいる。これらに関する

大学の取組方針として、学生自身が足を運

んで調査し、学生のアイデアを活かして都

市のビジョンを提言し、更に自分たちが提

言したビジョンを、地域や行政と一緒にな

って必ず実行しようということが実践して

行われている。 

（写真３ オープンカフェ社会実験） 

 

都市再生本部事務局からは、スポーツ、

農業、バリアフリー等の様々な分野の大学

の研究成果を地域に活かしている事例、ま

ちなかを実践的な教育の場として研究室兼

アンテナショップを設けている事例、清掃

や介助など学生が地域活動に参加している

事例、地域が外国人留学生と交流を深めて

いる事例などの紹介を行った。 

（写真４ 学生による地域から文化発信） 

  
今回決定した都市再生プロジェクトには、

大学と地域の連携に関し、次の 5 つの視点

を盛り込んでいる。 

①大学と地域との連携の強化によるまちづ

くりの取組の推進 

②実践的な社会人教育の推進や社会活動へ

の参加促進 

③留学生・外国人研究者等のための環境整

備や市民とのふれあい・交流促進 

④市民に開かれた大学、連続した緑地の確

保などまちづくりと調和した大学キャン

パスの形成 

⑤大学と地域との連携を促進するための体

制整備 

今後、こうした取り組みを行う大学・地

域のネットワークづくり、関係省庁等の連

絡協議体制の整備等を進め、取組を全国に

展開していく考えである。 

 

２．都市再生緊急整備地域の指定 

（渋谷駅周辺地域） 

今回の都市再生本部会合で、都市再生緊

急整備地域(案)及び地域整備方針(案)が了

承された「渋谷駅周辺地域」は、渋谷駅を

中心とした約 139ha のエリアを定めたもの

東北公益文科大学

関西学院大学

山口県立大学



都市再生 REPORT NO.12 

 

Secretariat of the Urban Renaissance Headquarters, Cabinet Secretariat 

4 

であり、全国で 64 番目、東京都内で 8 番目

の地域指定である。 

渋谷駅は、鉄道乗降客数 230 万人（全国

3 位）、バス乗降客数 10 万人（全国 2 位）

の日本有数のターミナルであるが、東側に

宮益坂、西側に道玄坂と、およそ 20m 近い

高低差のある地形の底にあたるところにあ

り、また、駅の構造が複雑で、各交通機関

相互の乗換は便利とは言えず、幹線道路が

集中するため駅周辺の交通も輻輳している。

また、バリアフリー化が十分でなく、駅か

ら周辺市街地との回遊性・連続性に欠けて

いる等、駅の周辺地域は様々な課題を抱え

ている。 

現在、地下鉄 13 号線と東急東横線の相互

乗り入れ工事が行われているが、これに併

せて、駅の施設改良や駅前広場の再編、地

下の歩行者通路の整備等を行うことにより、

渋谷駅周辺の課題の解消と、交通結節点と

しての機能強化が図られようとしている。 

また、周辺に立地する建物は昭和 40 年代

以前に建てられたものも多く、今後、老朽

化に伴い、順次建替えが生じることが想定

され民間の都市開発へ向けた機運も高い。 

 
（図３ 都市再生緊急整備地域案） 

そこで、当該地域を都市再生緊急整備地

域に指定することにより、駅及び周辺の公

共空間の大規模な再編整備を契機とした民

間投資を促進し、民間の力を活かして、音

楽・演劇・映像・ファッション等の多様な

生活文化の創造・発信・交流の拠点の形成

を図ろうとするものである。 

加えて、地域整備方針(案)には、一昨年

12 月の「都市再生事業を通じた地球温暖化

対策・ヒートアイランド対策の展開」、昨年

6 月の「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」の都

市再生プロジェクト決定に対応し、緑化や

保水性舗装などの環境装備の充実、安心し

て楽しめる繁華街への再生の 2 点が新たに

盛り込まれたところである。あわせて、札

幌をはじめ 11 地域の地域整備方針につい

ても、この 2 点について追加変更がなされ

た。 

本部会合で了承された案については、パ

ブリックコメントを経て、昨年 12 月 22 日

に閣議決定され、同月 28 日に都市再生緊急

整備地域として指定された。 
 

３．報告事項 

(1)稚内から石垣まで、地域の資源・特性

を活かした全国都市再生の進展 

 本部会合では、決定・了承事項の後、稚

内から石垣までの、地域の資源・特性を活

かした全国都市再生の進展状況について報

告が行われた。 

主な事例としては、広島市では、「水の都

ひろしま」の実現に向けた賑わいづくりの

一環として、昨年度末までの 3 店に加え、

昨年更に河川沿い空間を活用した民営のオ

ープンカフェ出展者を公募、10 月から牡蠣

料理店など 4 店が新たに開設し、週末など

川沿いが賑わいを見せている。 

（写真５ 河川沿い空間を活かした民営の 

オープンカフェ） 
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また、下関市では、全国都市再生モデル

調査を契機に、国土交通省の「まちづくり

交付金」事業の採択がなされ、景観整備や

ロープウェイの再開実験を展開している。

今年 10 月と 11 月に行ったロープウェイの

再開実験では、水辺の賑わい施設の整備の

進展等を反映し、延べ 20,169 人が利用し、

運休前に比べて 31%増という成果が得られ

ている。 

更に地域の観光資源を活かした例として、

桜川市（旧真壁町）にある江戸期からの商

家の街並みと約 200 棟の土蔵等が残る地区

では、全国都市再生モデル調査において都

市計画道路の見直し、交通ルール、修景の

基準等につき官民連携で検討が行われたが、

その後、蔵を活用したコンサート等のイベ

ント等、まちの活性化に繋がる取組が展開

されてきているとともに、平成 17 年 3 月に

は「歴史的たたずまいを継承したまちづく

り」として地域再生計画の認定を取得して

いる。 

（写真６ 蔵を活用してコンサート等を実施） 

 

 

 

(2)既存ストックの｢活用｣から｢再生｣へ 

  第二の報告事項として、平成 13 年 12 月

の都市再生本部会合において都市再生プロ

ジェクトとして第三次決定された「都市に

おける既存ストックの活用」「密集市街地の

緊急整備」に関し、更なる展開の状況につ

いての報告が行われた。 

  これらに関しては、既に、ビルの機能転

換（コンバージョン）を支援する規制緩和

や、既存住宅の性能表示制度の創設、マン

ション建て替え円滑化のための法制度の整

備、学校の余裕教室・廃校舎等の転用手続

の弾力化、道路におけるオープンカフェ等

の展開、さらには密集市街地での建築規制

や事業制度の充実等が図られ、各地で進展

がみられるところであるが、加えて現在、

関係省庁等では、都市における既存ストッ

クの「活用」にとどまらず、いわば、その

「再生」を強力に進め、プロジェクトの一

層の展開を図る方向で、次のような対応が

進みつつあることを報告した。 

・ 既成市街地の活性化等、地域の課題の解

決に向け、廃校舎・空き店舗等既存スト

ックの多様な再生利用を促進すること。 

 

 

 

・ 旅客施設から目的の建物内まで、利用し

やすい連続した都市のバリアフリー化政

策を発展充実し、関連法を一体化するこ

と。 

・ 計画開発住宅団地について、人口動態、

職住のバランス等に配慮して柔軟に計画

を見直しつつ、住民の高齢化、ストック

の老朽化等、今後都市で想定される諸課

題に先行的に対応すること。 

（写真７ 廃校となった小学校を 

小劇場に再生） 
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・ 住宅資産の流動化を進めるため、高齢者

の持家を借り上げ子育て世帯等に貸し出

す者の空家リスクを軽減し、生活スタイ

ルにあった多様な住替えを支援し、あわ

せて関連ビジネスを振興すること。 

・ 密集市街地において、建築規制の緩和と

事業との連携により地権者の協力を引き

出し、「負の遺産」を戦略的に解消するこ

と。 

・ 改正耐震改修促進法を活用し、特に、緊

急輸送道路沿道の建築物の耐震化を推進

すること。 

（写真８ センターの空き店舗を高齢者向 

け交流施設に再生） 

 

４．おわりに 

 締め括りに本部長である小泉総理は、東

北公益文科大学から配布のあったパンフレ

ットを示しながら、地域と大学の連携の取

組を全国に展開し、それを情報発信するこ

との重要性、また、「わたしの旅 ～日本の

歴史と文化をたずねて～ 2005」のような関

係各省の取組の相互の連携を強化しながら、

稚内から石垣まで、まだ全国に眠っている

資源を活用することの重要性に関して言及

され、更なる都市再生を進めるよう指示を

された。 

 大学は、地域の課題を解決し、地域に暮

らす人々が共に安全・安心で活気ある生活

を送れるようなコミュニティづくりを行う

新たな担い手となる存在である。今後、全

国において、大学と地域の連携がますます

互いを活性化していくことを期待したい。 

 

 

 

 

（写真９ 東北公益文科大学から 

配布のあったパンフレット） 

 

※地域をフィールドにした学生の活動が 

紹介されている。 
 

 

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 1-39 

永田町合同庁舎 3 階 

Tel:03-5510-2151 Fax:03-3591-0022 

Email:toshisaisei@cas.go.jp 

お問合せ先：三戸 

 

○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～」 

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～」 
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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） 

No.９「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.10「中部圏ゴミゼロ型都市推進協議会を

設立」 

No.11「東京・大手町地区の再生～公民連携

による連鎖型再開発への挑戦～」 

○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 
 

 
 


