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「全国都市再生」の取組と成果 
～日ロ友好最先端都市わっかない～ 

NO.14 2006.9.8 
 

 北海道稚内市は、中心市街地の衰退や空洞化等の課題に対して、観光振興を通じたまちづ

くりを進めてきたが、この稚内市を含む全国の都市再生の取組を後押しすべく、都市再生本

部は「全国都市再生のための緊急措置～稚内から石垣まで～」を決定した。これを受けて、

稚内市では、臨港地区と中央地区の連携を強化し、行政と市民が共有すべき市街地の将来像

を描くため、稚内市、有識者及び地元関係者で構成される「稚内市都市再生推進委員会」を

設置し、市民と連携したまちづくりの取組を進めている。 

都市再生本部では、「稚内から石垣まで」というキャッチフレーズのもと、全国都市再生を

進めているが、今回は、日本の最北端で「都市観光の推進」をテーマにまちづくりを進めて

いる稚内市の取組について紹介したい。 
 
日本最北の街 わっかない 
稚内市は、北海道の最北端に位置し、東

はオホーツク海、西は日本海に面し、古く

から沖合底引漁業を中心とした水産の街と

して発展してきた。 
しかしながら、漁業活動や水産加工業の

衰退に伴い、稚内市の人口は昭和 50 年の５

万５千人をピークに穏やかな減少を続け、

現在は４万２千人となっている。 

こうした状況に対して、稚内市では、日

本最北の美しい自然と豊かな海の幸、宗谷

海峡を挟んでわずか 43 キロ先にサハリン

を望むことのできる国境の街であるという

地の利を活かし、「都市観光の推進」をテー

マにして、地域の活性化に取り組んでいる。 
 
（写真１ 左：宗谷岬、右：ノシャップ岬） 

 
 
（写真２ 稚内市の風力発電導入の取組み） 

 

１．まちづくりの課題 
 

稚内市の中心部に位置する「臨港地区」

と「中央地区」における魅力と賑わいが

失われつつある。 
 

①みなとの魅力の低下と賑わいの喪失 

稚内港を中心とする臨港地区は、かつて

旧樺太への玄関口と北海道北部開発の拠点

として港湾整備が進められ、その後、道北

部における物流の拠点、北方漁業の基地、

利尻・礼文島への離島観光のための連絡港

として、重要な役割を担ってきた。 

しかしながら、現在、漁業活動や水産加

工業の衰退に伴い、みなとの魅力と賑わい

が失われつつある。 

そのため、稚内市では、みなとの魅力と

賑わいを取り戻すとともに、今後の国際化

や交流拠点の拡大に対応し、「観光の街」と

して稚内市の魅力を高めるため、臨港地区

の再生を重要な課題の一つとして位置づけ

た。 
 

②中心市街地の活力の低下 

 臨港地区に隣接する稚内駅を中心とした
中央地区は、稚内市の中心地として発展し、

中心市街地として市民生活を支えてきた。 
しかしながら、大型店舗の郊外進出、建

物の老朽化による住環境の悪化、モータリ

ゼーションへの対応の遅れ等によって、南

地区への人口流出が進み、中心市街地の空

洞化が進行したため、かつての賑わいを失

っている。また、利尻・礼文サロベツ国立
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公園や宗谷地域への観光客は、年間約 30

万人（平成 17 年度）にも上るが、中心市街

地に足を運んでいないのが現状である。 
そのため、稚内市では、既存ストックを

有効活用し、誰もが暮らしやすく、エネル

ギー消費と環境負荷の小さい、コンパクト

なまちづくりを推進することが重要である

と考え、都市機能の集約、まちなか居住の

促進等により、中心市街地の活性化を進め

ることとした。 
 

（写真３ 稚内市中心部の様子） 

 
 

２．これまでのまちづくりの展開 
 ～稚内市市街地総合再生プロジェクト～ 

 

稚内市の中心部に位置する「臨港地区」と

「中央地区」における魅力と賑わいを取り

戻すため、それぞれの地区で再開発事業が

始まった。 
 

①臨港地区の取組 
 稚内市では、まず臨港地区を中心に再開

発事業に着手した。 
臨港地区の再開発事業として、(1)稚内マ

リンタウンプロジェクト、(2)稚内シーグラ

ンド計画（第１副港再開発計画）が進めら

れている。 
(1)マリンタウンプロジェクトは、平成３

年度にスタートした事業である。 

第１期事業では、平成３年度から平成７

年度までの間、「港湾文化交流施設」（ホテ

ル複合施設）、「港湾厚生施設」（温水プール）

の建設及び臨港緑地の整備を行った。平成

７年度からは、第２期事業として、中央埠

頭地区の埋め立てや岸壁の整備を行ってお

り、平成 22 年度の完成を目指している。 

なお、現在は、国内航路（利尻・礼文間）

と国際航路（コルサコフ間※Ｐ４の図２を参照）

のフェリーターミナル機能を中央埠頭に集

約し、効率的な運航を行うことを検討して

いる。 

 
（写真４ 国際フェリーターミナル完成パー

ス） 

 

(2)稚内シーグランド計画は、平成 14 年

３月に地域住民で構成される「わっかない

産業クラスター研究会」が中心となって提

案されたもので、かつての浜の賑わいを再

生することを目的とした、第１副港地区の

再開発の提案である。稚内・宗谷における

地産地消にこだわった市（イチ）の形成等

を目指し、「フィッシャーマンズワーフ」的

な施設の建設に取り組んでいる。 
現在は、平成 19 年４月のグランドオープ

ンに向けて、施設建設工事に着手している。

なお、施設内にある石造り倉庫を活用した

「北のガラス館」は、本年５月に先行して

オープンしており、市民や観光客の新たな

観光スポットとして注目されている。 
 
（写真５ 第一副港複合施設（仮称）完成パー

ス） 

 
②中央地区の取組 
一方、中央地区の再開発事業として、稚

内市は、平成 14 年３月に「稚内市中心市街

地活性化計画」の策定に着手し、平成 17

臨港地区 

中央地区 

南地区 

稚内駅 

北防波堤ドーム 
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年２月に公表した。「稚内市中心市街地活性

化計画」では、稚内市の都市、産業、生活、

都市活動について、商業等の活性化の視点

から見直しを行い、中心市街地の賑わいを

取り戻し、稚内市の顔として中心市街地の

再生を果たすべく、駅舎、駅前広場、交流

施設等を一体的に整備する構想が盛り込ま

れている。 
臨港地区と中央地区の再生に向けてそれ

ぞれ策定された、これら３つの事業につい

ては、「稚内市市街地総合再生プロジェク

ト」と呼ばれている。 
 

（図１ 稚内市市街地総合再生プロジェクト） 

 
 
 
３．臨港地区と中央地区を統合した

まちづくりの展開 
 

稚内市は、平成 14 年度から、市民と行政

が共有すべき市街地の将来像を定めるビ

ジョンの策定に着手した。港と街の事業

を連携させ、臨港地区（みなと）と中央

地区（マチ）の連携によるまちづくりを

目指している。都市再生本部は、こうし

た全国の取組に注目し、「全国都市再生の

ための緊急措置」を決定するとともに、

全国都市再生に関する首長・有識者懇談

会を開催し、この稚内市を含む全国の都

市再生の取組を後押しすることとした。

 

①都市再生ビジョンの策定に着手 
稚内市では、臨港地区と中央地区がＪＲ

で分断されており、上述のように再開発事

業がそれぞれ別個に展開されることになっ

た。 
そのため、秩序あるまちづくりを目指し

て、分断された臨港地区と中央地区を一体

的に整備するとともに、両地区の連携の強

化に向けて市民の協力を得る必要性が高ま

った。こうして、稚内市では、平成 14 年度

から、臨港地区と中央地区の一体的整備と、

行政と市民が共有すべき市街地の将来像を

描くことを目的にして、都市再生ビジョン

の策定に着手した。 
その際、稚内市のまちづくりの取組を後

押ししたのが、「全国都市再生のための緊急

措置～稚内から石垣まで～」の都市再生本

部決定である。 
 

②全国都市再生のための緊急措置 

～稚内から石垣まで～ 
 政府は、この稚内市を含む全国のまちづ

くりの取組に注目し、平成 14 年４月に「全

国都市再生のための緊急措置～稚内から石

垣まで～」を都市再生本部決定した。 
これは、「全国」の都市における「身の回

り」の生活の質の向上と「地域経済・社会」

の活性化を図ることを目的とし、政府がそ

れぞれの都市の事情に応じた特色あるまち

づくりを支援するというものである。 
全国都市再生のための緊急措置では、都

市再生の推進に当たって浮き彫りになった

課題について、各地から様々な提案を行っ

てもらった。 
全国からの提案については、いくつかの

横断的共通テーマに整理し、都市再生本部

が中心となって、制度運用面の調整や、関

連施設の重点整備、規制改革等、必要な制

度改善を通じて支援を行うことを決めた。 
都市再生本部では、横断的共通テーマの

１つとして、「都市観光の推進」をテーマに

設定し、稚内市を沖縄県石垣市等とともに

海を拠点とした都市観光推進のモデルケー

スとして位置づけ、稚内市の取組を後押し

することとした。 
都市観光の取組については、具体的な取

組を進めるため、国の出先機関や、有識者、

地元関係者が参画する「地域別検討委員会」

臨港地区 中央地区 

第１副港 

北防波堤ドーム 

稚内駅 
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の１つとして、「稚内市都市再生推進委員

会」を設置し、稚内市に事務局を設けてい

る。 
 

③日ロ友好最先端都市わっかない 
 

 
（小泉内閣総理大臣の自筆で市内の中心部に掲げら

れている） 
 
 折しも、平成 14 年 12 月には、首相官邸

において稚内市横田市長をはじめとする５

人の市長の方々と小泉内閣総理大臣との懇

談が実現した。 
 
（写真６ 全国都市再生に関する首長・有識者

懇談会の様子） 

 
 

小泉内閣総理大臣は、稚内市における都

市再生の取組を評価するとともに、昭和 47

年のネベリスク市との友好都市締結から始

まる稚内市とサハリンとの交流に注目して、

稚内市を「日ロ友好最先端都市」と命名し

た。 
小泉総理の命名の背景には、稚内市が進

めてきたサハリンとの交流がある。平成７

年にはサハリンのコルサコフ港との定期航

路が 50 年ぶりに再開し、平成 14 年度に５

千人弱であった乗客数は、平成 17 年度には

６千人を超えている（約 25％増加）。また、

平成 14 年度に約１千５百トンであった、水

産物、機械類等を中心とする輸出入貨物量

については、平成 17 年度には７千トンを越

えている（約 470％増加）。 

平成 15 年には、２度にわたる国際交流特

区の認定（５月２日認定、11 月 28 日追加

認定）を受け、①税関の執務時間外の常駐

時間を平日（午前８時 30 分～）午後５時か

ら午後７時まで延長、②税関の臨時開庁手

数料の半減及び③ビザ発給手続の簡素化

（発給処理日数が４週間から１週間程度に

短縮）の規制緩和が認められた。これは、

稚内市にとって、大きな前進であった。（現

在は、規制の特例措置の全国展開によって、

平成 18 年７月３日付で発展的に解消され

ている。） 
 

（図２ 身近なまちサハリン） 

 
 
４．まちづくりの一層の展開 
 

全国都市再生のための緊急措置に基づく

「都市観光の推進」のテーマ設定と、小

泉内閣総理大臣による「日ロ友好最先端

都市わっかない」の命名は、稚内市の都

市再生の取組を大きく前進させることに

なった。 
 

①稚内市都市再生推進委員会の発足と稚内

市都市再生ビジョンの策定 
稚内市は、平成 15 年３月に、行政、有識

者、地元関係者等で構成される「稚内市都

市再生推進委員会」を設置し、都市観光の

推進に向けた市街地の活性化方策等の検討

を具体的に始めた。 
また、既に検討に着手していた、上述の

「稚内市都市再生ビジョン」については、

「稚内市都市再生推進委員会」の場で策定

を進め、その基本的テーマを「日ロ友好最

先端都市の形成」とし、臨港地区と中央地

区の双方を視野に入れた「都市観光」の推

進に向け、市街地整備、活性化方策、推進

方法等についての方針を加えた。また、こ

れまでの都市再生に向けた取組を都市観光

の視点から再構築した。 
こうして、「稚内市都市再生ビジョン」は、

平成 16 年３月に完成し、公表された。 
 
 
 
 

稚内市

コルサコフ

ユジノサハリ
ンスク
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②平成 16 年度全国都市再生モデル調査 

美しい「マチ」～「みなと」空間による

「日ロ友好最先端都市」の形成 

 稚内市は、「稚内市都市再生ビジョン」の

サブテーマを「海に開かれた交流による都

市観光の推進」とし、臨港地区（みなと）

と中央地区（マチ）の連携を強化し、海に

接し港を持つ市街地独自の魅力あるまちづ

くりを目指すこととした。 
具体的には、稚内駅を中心にして、臨港

地区と中央地区を一体的に整備し、街から

港にかけての美しい空間づくりを行うこと

で、港や駅を利用する人を中心市街地に回

遊させて街全体を活性化させる取組を進め

ようとしている。 
 

（図３ 美しい「マチ」～「みなと」空間イメ

ージ） 

 
  
まず、都市再生の取組の方向性を示した

「稚内市都市再生ビジョン」を実現すべく、

具体的な市街地整備の考え方を「稚内市市

街地総合再生計画」としてまとめた。 
この中では、稚内駅周辺を拠点に、今後

整備が予定されている国内国際フェリータ

ーミナル等と連携したハード面の整備計画

を定めている。特に、臨港地区（みなと）

と中央地区（マチ）の連携を重要な課題と

しており、稚内駅とその周辺整備事業を核

にして、稚内駅及び周辺施設の整備の方向

性について検討している。 
 
 
 
 

（写真７ 現在の稚内駅周辺と港の様子） 

 
 
「稚内市市街地総合再生計画」に基づき、

より具体的なまちづくりを進めるにあたっ

て、市民との連携を生み出したのが「全国

都市再生モデル調査」であった。 
「全国都市再生モデル調査」とは、都市

再生に向けた先導的な取組の提案を全国の

地方公共団体、ＮＰＯ等から募集し、国費

10 億円を活用して、全国の参考となるよう

な取組を国として支援しようというもので

ある。 

まず、稚内市では、平成 16 年度全国都市

再生モデル調査を活用して、駅周辺整備に

おける交流施設の空間と利用に関する聞き

取り調査を行った。具体的には、今後の駅

周辺整備にあたって、魅力ある都市拠点機

能を創出することを目的に、現在開催され

ている市民活動の実態と、その活動の際に

利用している空間の実情等を把握すべく、

商店街の地元事業者、ＴＭＯ、観光協会関

係者等に対して幅広くヒアリングを行った。 
この調査によって、まちなかの拠点機能

のニーズとして、例えば、用事がなくても

足を運びたくなる空間や、子どもの安全を

考慮された楽しく遊べる場所等が求められ

ていること等が把握できた。まちづくりに

対する市民の意見を集約するとともに、稚

内駅に併設する予定の交流施設や稚内の情

報発信のあり方を具体的に描くことができ

たのは大変有意義であったのではないだろ

うか。 
 
（図４ 新しい駅舎・交流施設のイメージ） 

 

港と街がＪＲで分断 

稚内駅 
北ふ頭 

中央ふ頭 

駅前広場 

さいはて広場（仮） 

マチとみなとを駅を中心に

つなげます 

北防波堤ドーム 

全日空ホテル 

臨港道路 

安全で行き来しやすい交差点にします 

 ＪＲ、バス、自家用車の交通機能

を一緒にして使いやすくします 

 
北防波堤ドームへの眺望を

自慢の風景にします 

海と水辺に親しめる空間にします 

新駅舎 

交流施設 

駅前通り 

アーケード街 
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また、まちなかの景観形成のために、商

店街の店主や稚内の歴史に詳しい研究家等

に参加してもらい、ワークショップを開催

した。コンピューターグラフィックを使っ

た美しい街並みのあり方を議論するなど、

空間デザインの形成方針等を策定した。 
このような議論を通じて、市民のまちづ

くりの意識を高め、稚内市の将来像につい

て行政と市民が共通認識を持つことができ

るようになったと思われる。 
一方、上述の通り、「稚内市市街地総合再

生計画」では、稚内駅とその周辺整備事業

を核にして、稚内駅及び周辺施設の整備の

方向性について検討しているが、冬季の風

雪が非常に強いというこの地域特有の事情

から、今後、事業を進めるにあたっては、

風雪の影響を受けにくい施設の配置と形状

を選択する必要性があった。 
このような課題に対して、全国都市再生

モデル調査を活用して、寒冷積雪強風の気

候風土に対応した美しい「マチ」から「み

なと」の空間づくりを行うべく、稚内駅及

び周辺施設の配置と形状のパターンを 300

分の１のスケールで再現し、北海道特有の

乾いた雪の性状と相似する活性白土を用い

て風雪シミュレーション実験を行った。 
 

（写真８ 風雪シミュレーション実験の様子） 

 

 
 
この風洞実験の結果、局所的な雪の吹き

だまりを防ぎ、吹き払い効果を高める施設

の配置と形状について把握することができ

た。「冬になると吹きだまりが非常に多く発

生する。経験的には分かっていたがそれを

形状に現したことで、施設の配置や形状を

検討するのに大きな意義があった。」と稚内

市でもモデル調査の成果を高く評価してい

る。実験の成果は、以下に示す「風雪に強

い地区環境づくりガイドライン」に結実し

た。ＪＲでは、この検討結果を活かして、

駅舎の設計に着手している。 
 

 
※「雁行型」：建物の形の一つで、各住戸を少しずつ前後にずら

して配置する形。雁が隊列を組んで空を飛ぶときの形に似てい

るために、この名称がついた。 

「ファザード」：建築物の正面のこと。 

アトリウムやＴＭＯ機能

では積極的な市民活動や

日露交流活動を展開

あたたかみと恵みを併せ

持つレンガ素材と明るさ

を持つガラス素材の組み

合わせの例 

駅前広場 

（奥手に駐車場） 
一体的なオープン 

スペース 

交流施設 民間商業施設 

商業関連団体 

会議室 ＴＭＯ 

観光関連等の

団体事務所 

店舗等 

観光・物産 

センター 
店舗 バスセンター

ツアーデスク 

「風雪に強い地区環境づくりガイドライン」
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５．都市再生の担い手 
 

稚内市による積極的なまちづくりの取組

は、市民を巻き込み、様々なまちづくり

の担い手（地元商店街、大学、ＮＰＯ、

市民団体等）の活動と、その連携を生み

出した。 
 

①市民レベルでのまちづくり 

「全国都市再生のための緊急措置」に基

づく「都市観光の推進」のテーマ設定と、

稚内市都市再生推進委員会による都市再生

ビジョンの検討の動きは、全国的にも注目

されることになり、市民のまちづくりへの

意欲を高め、市民が自らの知恵を活かして

様々な取組を積極的に進めることとなった。 
例えば、中心市街地における商店街振興

組合では、中心市街地の活性化に向けた

様々な取組を実施している。 
平成 15 年からは、商店街の空店舗を活用

した半値市や即売会の実施、無料お買い物

バスの運行、フリーマーケットや各種イベ

ントを開催し、中心市街地を盛り上げてい

る。 
こうしたイベントについて、商店街振興

組合の方からは、「市民に積極的に協力して

もらうことが大事。負担と感じるようにな

ってしまっては、まちづくりは進まない。」、

「中心市街地の活性化のためには、単純に

店舗を誘致したりするのではなく、人が集

まるような魅力づくりをする必要がある。」

というコメントが寄せられている。ハード

の再開発事業に並行して、各種イベント等

を通じたソフト面での取組が進んでいる背

景には、このような市民の方々の意識があ

る。 
 

（写真９ 稚内ＴＭＯとネベリスク通り） 

 
 
平成 15 年４月には、商工会議所と商店街

振興組合が中心になって、稚内ＴＭＯ準備

室（注）を開設し、観光客をターゲットにし

た貸し自転車事業、商店街のアーケードを

花いっぱいに飾る「花いっぱい活動」、中心

市街地にアイス・スノーキャンドルを飾る

「稚内ゆきあかり」等のイベントを実施し、

市民参加によるまちづくりを展開してきた。 

このような取組は、市民のまちづくりへ

の意欲を継続させるのに大きく貢献した。

現在、事務局の中には、市民の憩いのスペ

ースを用意している。事務局の方の話では、

「この広いスペースを利用して市民の皆さ

んからいろいろなアイデアを頂きたい。一

緒にイベントを考えたりすることで中心市

街地を楽しめるようにしたい。」ということ

である。 
 
（注）ＴＭＯ：Town Management Organization の略。「中心市街地

における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に

関する法律（略称：中心市街地活性化法）」に規定する認定構想

推進事業者。中心市街地における商業集積を一体として捉え、業

種構成、店舗配置、商業基盤施設整備及びソフト事業を総合的に

推進し、中心市街地における商業集積の一体的かつ計画的な整備

を企画・調整・実施する機関。稚内ＴＭＯは、平成 17 年５月に

同法に基づく認定を受けている。 

 

（写真 10 「稚内ゆきあかり」の様子） 

 
 
（写真 11 「花いっぱい活動」による植栽） 

 
 

 

②平成 17 年度全国都市再生モデル調査 

「日ロ友好最先端都市」にふさわしい国際

交流活力による、にぎわい-文化-最北情景

創出調査 

 このような様々なまちづくりの取組は、

まちづくりの担い手の連携につながった。 

 具体的には、稚内ＴＭＯ、稚内北星大学、

地元商店街、観光関連団体、市民団体、Ｎ

ＰＯが連携して協議会を立ち上げ、平成 17

年度全国都市再生モデル調査を活用して、

「日ロ友好最先端都市の形成」をテーマに
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駅前広場等の空間デザインの検討や、日ロ

友好ワークショップ・日ロ交流イベント等、

ソフトとハードの両面から日ロ交流文化の

創出を目指した実験・検討を行った。 

 協議会は、新たに整備される施設を有効

に活用するためには、地域住民、特に学生

等の若い人たちがまちづくりに参加するこ

とが重要であると考え、稚内北星大学やＮ

ＰＯ法人「映像コミュニティームーブユー」

の全面的な協力のもと、多くの学生の積極

的な参加や、ＮＰＯによる映像提供を受け、

交流イベント等を実施した。 

 今後は、全国都市再生モデル調査で芽生

えた担い手の連携を活かして、地元大学を

はじめ、地域住民や地元商店街、企業等が、

まちづくり（ソフト活動）を実践するため

の体制づくりを進めることとしている。 
 

なお、平成 18 年７月に開催された都市再

生本部では、都市再生の担い手について重

点的に取り上げ、様々な担い手の力を高め

るとともに、担い手の相互の連携や担い手

支援機関との連携の強化をすすめることを

本部決定した。また、平成 18 年の通常国会

で中心市街地活性化法の改正案（注）が成立

し、今後、「選択と集中」の観点から意欲あ

る中心市街地の活性化の取組を支援するこ

ととしている。稚内の都市再生の取組の中

では、担い手の多様な活動や連携が生まれ

ており、今後の稚内の取組に期待したい。 
 

（注）正式名称は、「中心市街地における市街地の整備改善及び

商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する

等の法律」（平成 18 年法律第 54 号） 
 

（写真 12 日ロ友好会館の様子） 

 
 

（写真 13 サハリン館でのイベント活動） 

 
 

おわりに 
 稚内市では、従来から独自に進めてきた

都市再生の自発的な取組と、全国都市再生

を推進する国の動きがうまく合致したこと

で、都市再生の一層の進展が図られた。 
また、行政と市民の連携による「稚内市

都市再生ビジョン」の策定や、地元商店街

やＴＭＯ等の積極的な活動は、まちづくり

に対する市民の意欲を刺激し、担い手の裾

野の拡大につながっている。このような動

きは、これまでにまちづくりに取り組んで

きた担い手の自信につながり、まちづくり

の意欲が一層高まるという好循環が生み出

される。 
現在は、臨港地区（みなと）と中央地区

（マチ）の連携によるまちづくりを目指し

て、ＪＲ稚内駅再開発事業における交流施

設の整備、街路事業による駅前広場の整備、

臨港地区における駐車場の整備等について

検討を進めており、ＪＲ北海道をはじめと

する関係機関等との協議、用地測量、物件

調査に着手している。平成 19 年度以降は、

事業認可を経て、順次工事の着手を予定し

ており、平成 22 年４月のグランドオープン

を目指している。今後、現在進行中の事業

も併せて、構想の具体化に向けてより一層

の展開が期待される。 

いま、稚内市の顔である「マチ」から「み

なと」への空間が生まれ変わろうとしてい

る。 

 
（写真はイメージ） 

※首相官邸ホームページ 

「構造改革フラッシュ～全国都市再生～」 

（稚内市の都市再生の取組を動画で見ることができ

ます。） 

http://www.kantei.go.jp/jp/kouzoukaikaku/flash/ 
 
※稚内市役所のホームページ 

http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/ 
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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：岸・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。
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～」 
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～」 
No.12「第 15 回都市再生本部を開催」 
No.13「大阪圏における生活支援ロボット産

業拠点の形成」 
 
○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/goiken
.html 
 

 


