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1.都市再生の新たな展開

都市再生本部では、魅力ある都市の再生のた

めに、地域の知恵や民間のやる気を活かし、意

欲あふれる全国のまちづくりを進めている。具

体的には、①民間のノウハウや資金を活用した

都市開発投資の促進、②稚内から石垣まで全国

の都市における「地域が自ら考え自ら行動す

る」取組に対する支援、③都市再生本部におい

て決定した「都市再生プロジェクト」の推進な

どの取組を通じて、環境対策、安全・安心の再

構築、大学と地域の連携など、様々な都市再生

の取組が全国で幅広く、力強く展開し、着実に

その成果をあげている。

5年間のこうした取組を通じて、様々な知恵

の実現を柔軟に支援することと同時に、知恵を

出し、これを実現する担い手自体の力を高める

ことに政策の光を当てることが肝要であるとい

うことが浮き彫りになった。このため、7月の

都市再生本部では、やる気を持った都市再生の

担い手を支援していくこと自体を都市再生の重

要な政策課題として、本部決定したところであ

る。

本稿では、これらの施策について、その進捗

状況と今後の展開について紹介することにした

い。

（詳しくは都市再生本部のホームページを参

照。http://www.toshisaisei.go.jp/）

2.民間都市開発投資の促進

（1） 概要

都市の再生を図ることは我が国の重要な課

題の一つであり、政府一体となって、都市再生

を強力に推進するため、内閣に都市再生本部を

設置するとともに、民間事業者の力と知恵を最

大限に都市再生のフィールドで発揮してもらう

ための様々な支援を行うことを主な目的に、都

市再生特別措置法が制定された。

この法律によって、都市再生特別地区の都市

計画決定による土地利用規制の緩和、都市計画

の提案、事業認可等の手続期間の短縮等の都市

計画上の特例や、国土交通大臣の認定を受けた

民間プロジェクトに対する金融・税制支援等の

特別な措置を受けることが可能となった。全国

の都市再生緊急整備地域では、当初約 12兆円と

見込んだ投資規模のうち、着手済プロジェクト

への民間投資見込みが約 6兆円となっている。

（2） 都市再生特別措置法の運用状況

現在、全国 64の都市再生緊急整備地域では、

金融支援や税制の優遇措置を受けることができ

る民間都市再生事業計画の認定が 24件、容積率

の緩和などの特例措置が認められる都市再生特

別地区が 21地区指定されている。

例えば、東京六本木地区においては、税制

の特例制度の適用に加え、環境アセスメント条
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例の手続を簡略化し、これに並行して埋蔵文化

財調査を迅速に実施することなどにより、スケ

ジュールの短縮（24ヶ月→ 11ヶ月）が図られ、

投資家の投資意欲を促進した。また、都市再生事

業を契機として、開発事業者が町内会・商店街

と一体となり、まちの安全・安心やにぎわいづ

くりに取り組むなど、地域の魅力の向上に努め

ている。これにより、地域全体の価値が向上し、

これがまたプロジェクト価値を上げるという好

循環が生まれ、経済効果にとどまらず、将来に

わたるまちづくりの効果が次第に顕在化してく

ることが期待できる。こうした地域効果や、プ

ロジェクトと周辺地区との好循環の実現に向け

て、関係する都市再生緊急整備地域の地域整備

方針に、これまでの個別都市開発事業や公共施

設に関することに加え、事業相互の連携、事業

と周辺の連携、ソフトとハードの連携などによ

る地域の価値の向上を目指すことを追加するよ

うな動きも出てきている。

一方、都市再生緊急整備地域に関する特例

のうち、優良な民間都市再生事業の計画を国土

交通大臣が認定する仕組みが、平成 19年 3月

末で申請期限を迎えるところであるが、全体と

して民間都市開発投資が着実に進展しているも

のの、様々な事情から着手に至っていないもの

もある。民間都市開発に対する支援の継続に向

け、国土交通省において、改正法案の提出を予

定しているところである。
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3.全国都市再生の推進

（1） 概要

「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月都市再生本部決定）

は、地方都市も含めた「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ている。都

市再生本部の「全国都市再生モデル調査」や国

土交通省の「まちづくり交付金」等を活用して、

それぞれの都市の実情に応じた特色ある取組が

進んでいる。

（2） 全国都市再生モデル調査

平成 15年度から毎年度、地域の知恵とチャレ

ンジに対する画期的な支援策として、テーマや

実施主体の限定をせず、各省庁の所管の枠にと

らわれないまちづくりの提案を募集している。

これは、国費 10億円を活用し、全国の参考とな

るような取組を国が支援しようというもので、

実践的活動、実験的手法や、多様な担い手との

連携・協働を重視して選定している。平成 15年

度から 18年度までに、2338件の提案から、648

件を選定している。（15年度：171件、16年度：

162件、17年度：156件、18年度：159件）

本調査では、行政だけでなく、NPO法人など、

行政以外からの提案が多く見られることや、東

京圏・大阪圏以外の地域からの提案が多数であ

ることなどの状況から、全国各地で都市再生の

取組が浸透しつつあることが感じられる。本調

査が契機となって、行政、企業、NPO、大学等、

多様な担い手の連携・協働によるまちづくりが

進展し、単なる一過性の調査に終わらない、継

続的な活動・事業の担い手の広がりに発展する

ものや、後述の「まちづくり交付金」による事

業への展開、地域再生計画や構造改革特区の認

定、観光施策との連携に至ったものも多い。（平

成 15年度から 17年度までに実施した調査のう

ち、まちづくり交付金で事業化され本格的展開
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したものが約 3 割。地域再生計画・構造改革特

区の認定と連動したものが約 1 割。観光施策と

連携したものが約 4 割。）

平成 18 年度の募集では 542 件の提案があり、

調査を実施しているところであるが、その特徴

としては、住民の意識を地域に向けるととも

に、都市再生に係る様々な担い手を巻き込む・

拡げる・連携するなど、推進力・持続力を高め

る視点が積極的に盛り込まれている点が挙げら

れる。今後、各地で多様なまちづくりの担い手

が連携して、様々な活動が展開されることを期

待したい。

●岩手県花巻市：花巻市たて坂通り街なか再生

検討調査（平成 15 年度全国都市再生モデル調

査）

〈たて坂通り街なか再生事業推進協議会提案〉

中心市街地への人口定着を目指し、地元商店

主や住民が出資し有限会社を設立。モデル調査

により策定した事業計画案を踏まえ、中心市街

地に高齢者向け複合施設を整備。

●千葉県鎌ヶ谷市：少子高齢化社会を見据え

た駅周辺必要機能調査及び施設整備手法の

検討（平成 16 年度全国都市再生モデル調査） 

〈NPO 法人 KAO の会提案〉

駅前管理を委託されたNPOが、新旧住民を含

む様々な主体を結びつける地域全体のコーディ

ネーターへ発展。駅前広場でのイベントの実

施、地域のニーズ調査で明らかになった保育園

の誘致など、地域と一体となった活動を展開。

（3） 都市再生特別措置法に基づく支援

都市再生特別措置法の一部改正により、平成

16 年度に創設された「まちづくり交付金」は、

市町村が作成した都市再生整備計画に基づき実

施される事業の費用に充当するために交付され

る交付金であり、都市再生整備事業計画に位置

づけられたまちづくりに必要な幅広い施設等を

その対象にしている。本制度は、地方の自主性の

尊重と、使い勝手の向上を図るという視点に加

え、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活

かした地域主導の個性あふれるまちづくりを進

める観点から、次のような特徴を有している。

①地方の自主・裁量性の高い制度

・道路、公園、下水道等の基幹事業に加え、市

町村の提案に基づく事業も支援対象とすると

ともに、支援対象の選択を自由とし、地方の

自由度の高い形でのまちづくりを実現する。

・計画に位置づけられた施設には、交付金を自

由に充てることができる。

②事前の具体的目標設定と事後評価の重視

・市町村は、住民等の活動を含む総合的な取組

で達成すべき目標と指標を設定する。国は、
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その達成に相応しいか計画自体を評価し、採

択する。

・計画に定められた指標の達成状況等を事後的

に評価し、公表する。

このように、事業執行にあたって、市町村の

自主性・裁量性を大幅に拡大しており、施設整

備・面整備等のハード事業からソフト事業まで

幅広い支援が可能であり、総合的かつ一体的な

まちづくりを進める上で重要な役割を果たして

いる。平成 16 年度には 1,330 億円、平成 17 年

度には 1,930 億円、平成 18 年度には 2,380 億円

の予算が計上された。（国土交通省）

平成 17 年度には、市町村が行うまちづくり

交付金事業と連携して行われ、都市再生に資す

る優良な民間都市開発事業の立ち上げを支援す

るため、まち再生総合支援事業を創設し（都市

再生特別措置法の一部改正）、官民協働のプロ

ジェクトで認定を受けた民間都市開発事業の施

行に要する費用の一部に対して（財）民間都市

開発推進機構の出資が受けられることになっ

た。また、近年、地域住民、企業等の多様な担

い手が、自らの地域のまちづくりのため、資金

を拠出してファンドを組成し、まちづくりを支

援しようとする先駆的な取組が見られ始めてい

るが、このような地域の高い社会貢献意識に基

づく資金を、同機構による資金拠出を呼び水と

して十分に確保し、まちづくりへ誘導すること

ができるよう、住民参加型まちづくりファンド

に対して、同機構が支援できるようになった。

このような様々な制度の活用により、地域の

活性化やにぎわいの創出に一定の効果が見られ

ているが、現下の喫緊の課題である地域活性化

を推進し、地域の自立的な発展を促進するため

には、更なる取組の充実・強化が不可欠であり、

地域のまちづくりへの公的支援の拡充等の措置

を講じるため、国土交通省において、改正法案

の提出を予定しているところである。

4. 都市再生プロジェクト

（1） 概要

「都市再生プロジェクト」は、解決を図るべき

様々な「都市の課題」について、関係省庁、地

方公共団体、関係民間主体が参加・連携し、総

力を挙げて取り組む具体的な行動計画であり、

その実現手段は、国直轄事業、まちづくり交付

金及び各種の補助事業、民間都市再生事業と関

連した取組の促進、様々な主体によるソフトな

まちづくり活動、関係者間の連携構築の支援な

ど様々である。

プロジェクトの選定にあたっては、地球温暖

化問題、体感治安の低下など、都市における重

要な政策課題、全国都市再生モデル調査を通じ

て明らかとなった共通的な課題、様々な都市再

生の取組の展開・発展により生まれたプロジェ

クトなどのうちから、総力を挙げて取り組むべ

きものを選定し、都市再生本部において決定し

ている。

これまでに、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、都市の安全・安

心の再構築、大学と地域の連携協働など、21 の

プロジェクトを決定しており、関係主体が様々

な手法・手段を用いて、精力的に課題解決に取

り組んでいる。その中には、決定当初の予定、

あるいは期待以上の展開を見せているものもあ

り、例えば、「大都市圏における都市環境インフ

ラの再生」（平成 13 年 12 月）については、東京

湾等の閉鎖性水域の再生に向け、関係行政機関

が、下水道処理施設の整備・高度化や、海底汚

泥の浚渫・覆砂、浅場造成等の事業に取り組ん

できたところであるが、最近では、小学生など

市民各層がアマモ移植や昆布養殖の実証実験等

に積極的に参画し、水質の浄化を図るなど、担

い手の裾野が拡大している点が注目される。
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（2） 「国家公務員宿舎の移転・再配置を通じた都

市再生の推進」（H18.7.4 都市再生プロジェク

ト決定）

平成 17 年 11 月末の経済財政諮問会議におい

て、政府資産・債務改革の基本的な方針が示さ

れ、早急に検討すべき課題の一つとして、「国有

財産の有効活用・民間活用の促進」が掲げられ

た。

これを受けて、同年 12 月、財務省に「国家

公務員宿舎の移転・跡地利用に関する有識者会

合」（後に「国有財産の有効活用に関する検討・

フォローアップ有識者会議」に改組。）が設置さ

れ、東京 23 区内に点在する国家公務員宿舎につ

いて、移転・再配置に関する計画を策定し、こ

れに関わる土地の有効活用のあり方を含めた基

本計画について検討し、報告書の取りまとめが

行われた。報告書においては、国民の社会厚生

の向上に寄与する観点からの効果的な活用方策

を検討し、まちづくりの観点も踏まえ、有効に

活用できるよう、国・地方公共団体が緊密な連

携を図って推進できる体制の整備が重要である

とされている。

都市再生本部においては、こうした経緯や動

向を踏まえ、平成 18 年 7 月 4 日、第 11 次都市

再生プロジェクト「国家公務員宿舎の移転・再

配置を通じた都市再生の推進」として、東京都

区部における国家公務員宿舎の移転・再配置の

機会を捉えた利活用とともに、国や地方公共団

体等による必要な協議・調整を行う体制を整備

することを決定した。具体的な内容は次のとお

りである。

①　国家公務員宿舎のうち、移転後の跡地の位

置・規模等からみて、必要な都市機能の集積、

幹線道路網の整備、密集市街地の整備改善、

防災公園の整備、環境保全といった都市の諸

課題の解決に資する利活用等が可能なものに

ついては、移転の機をとらえて積極的に活用

する。

また、その敷地が不整形あるいは接道条件不

十分なもの等については、移転の機をとらえて

周辺の敷地との一体化による整序を図ること等

により、地域の価値の向上のため有効に活用す

る。

②　必要な国家公務員宿舎を確保するため集約

的に再整備するに当たっては、建設・維持管

理等について民間の資金やノウハウ等を活用

する PFI 手法を積極的に導入する。

③　これら移転・再配置を契機とした都市再生

を効果的に進めるため、国や関係地方公共団

体等による連携方法について早急に検討する

とともに、これら主体が必要な協議・調整を

行う体制を整備する。

これを受けて、平成 18 年 8 月、国家公務員宿

舎の移転・再配置を契機とした都市再生を効果

的に進めるため、関係機関による連絡調整の場

として、内閣官房都市再生本部事務局（議長）、

財務省、東京都、宿舎の所在する 20 区（千代田

区、中央区、港区、新宿区、文京区、江東区、

品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、

中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬

区、足立区、葛飾区、江戸川区）、国土交通省

（オブザーバー）を構成員とする「国家公務員宿

舎の移転・再配置を通じた都市再生の推進に関

する連絡調整会議」（以下「連絡調整会議」とい

う。）を設置した。

今後、連絡調整会議では、①地方公共団体の

上位計画や地区周辺におけるまちづくりに対す

る機運、あるいは、地方公共団体や地元の意向

などの個別地区に係る関連情報について情報共

有を行い、関係当事者間の協議状況等を踏まえ

ながら、利活用方策のとりまとめを行なうとと

もに、②「国有財産の有効活用に関する検討・

フォローアップ有識者会議」における、移転・

再配置等のモニタリング状況を踏まえながら、

必要な連絡調整を行っていく。
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（3） 「密集市街地の緊急整備」（H13.12.4 都市再

生プロジェクト決定）

地震時に大きな被害が想定される危険な密

集市街地（全国で約 25000ha、東京・大阪で各々

約 6000ha）については、特に大火の可能性が高

い危険な市街地（全国で約 8000ha、東京・大阪

で各々約 2000ha）を対象に重点整備し、今後 10

年間（～ 23 年）で最低限の安全性（不燃領域率

※ 40％以上）を確保することを都市再生本部決

定（平成 13 年 12 月）している。

これを受けて、平成 15 年に密集法（密集市街

地における防災街区の整備の促進に関する法律

（平成 9 年 5 月 9 日法律第 49 号））を改正するな

どの取組を進めた結果、重点密集市街地 8000ha

のうち、約 3 割が解消（平成 17 年度末）された。

しかしながら、平成 23 年度までに 8000ha をす

べて解消するためには、更なる取組による加速

化が必要であり、平成 18 年 7 月に政府・与党 財

政・経済一体改革会議で決定された経済成長戦

略大綱でも、密集市街地の緊急整備として、「道

路等の基盤整備を推進しつつ、建築に係る規制

の緩和を併せて行う密集市街地のリノベーショ

ンを戦略的に推進する。」とされた。これを踏ま

え、密集市街地において建替えを促進するため

の建築規制の緩和、危険な建築物の除却、再開

発等についての制度整備を進めるため、国土交

通省において、改正法案の提出を予定している

ところである。

※不燃領域率：市街地面積に占める、耐火建築物等敷

地、一定規模以上の空地・道路等の面積の割合。おお

むね 40％を超えると地震時に市街地大火となる確率が

大きく低減する。

5.「都市再生の担い手について」 

　 （H18.7.4 都市再生本部決定）

全国では、自治会・町内会、NPO、大学、商

店街、ボランティア、企業・企業コミュニティ
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など、意欲のあるまちづくりの担い手が活動し

ている。

例えば、神戸の真野地区では、昭和 40 年代

の公害問題の深刻化に対して、住民自らが立ち

上がり、公害防止・住環境改善運動に取り組ん

だことがきっかけとなって、地域問題全般に対

応するまちづくり活動に発展している。早くも

昭和 50 年代初めから、独居老人の増加に対応し

て、カンパを募って購入した介護用浴槽で入浴

サービスを独自に提供したり、地域の緑化のた

めに、工場跡地に公園を誘致するなど、様々な

取組を進めている。こうした活動は 30 年以上

も継続し、阪神淡路大震災では、発災 3 日後に

地域独自の災害対策本部を立ち上げて対応し、

震災後のまちづくりでも、震災復興で共同住宅

を建てる際に、住宅内でコミュニティを作るた

め、食堂等を共同化したコレクティブ住宅を建

設するなど、地域で生じる様々な課題に対して

対応する力が、地域に強く根付いていることが

感じられる。

東京の大手町・丸の内・有楽町地区では、企

業と地域コミュニティーが、まちづくりの理念

を共有し、理念に沿った開発、賑わいの創出、

災害時に備えた避難訓練等の継続的取組を展開

し、エリアの価値の向上に努めている。昭和 63

年に、地権者 88 社が再開発計画推進協議会を設

立し、丸の内地区の再構築に向けた検討を開始

したが、その後、都・区と連携して地域の将来

像、まちづくりのルール、手法等を定めたまち

づくりガイドラインを策定するに至り、統一し

た理念の下でまちづくりを進めている。また、

ソフト面も含めた活動を展開するため、平成 14

年にエリアマネジメント協会を設立し、イベン

トの開催等を通じて、まち全体の活力や地域へ

の愛着を高めることができるよう、様々な取組

を行っている。最近では、再開発協議会を核に、

OB や学生を巻き込んで NPO を組織したり、周

辺からの要望に応えて協議会エリアの拡大を検

討するなど、担い手の裾野が広がりつつある。

NPO、協議会、企業、地元のコミュニティなど、

多様な主体がエリアマネジメントに参加するこ

とが、地域の多面的な魅力を引き出すことにつ

ながっていると考えられる。

また、大学の取組に目を向けると、例えば、愛

知県瀬戸市の銀座通り商店街では、学生の協力

に後押しされて商店街が空き店舗の活用に乗り

出し、その意欲的な取組を見て、瀬戸市が後か

ら補助制度を創設するなど、学生の意欲が地域

活性化の大きなエネルギーを生み出している。

このように、全国では、大学と地域が連携して

様々な活動を展開しており、図に示すとおり、

大学と自治体との連携協定の締結数を見ると、

近年、文字通り急増しているが、これは、大学

と地域の連携が進んでいるという意義はもとよ

り、公の領域の担い手が多様化していることの

顕著な現れと捉えるべきものと考えている。

一方、各地の担い手の多くからは、資金、人

材等の支援、取組に必要な情報交換等が求めら

れている。また、こうした個々の担い手にノウハ

ウを提供したり、アドバイスをしたりする担い

手支援機関の役割も高まっている。例えば、資

金の問題を見ると、「どの担い手を支援してよい

か分からない」、「株主への説明責任もあり、世

間の認知度の高い団体を選ぶ傾向」があり、各

地の様々な担い手にこうした社会貢献資金が行

き届かないといった問題もある。

こうしたことに対し、担い手のネットワーク
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を作ることで知恵とやる気を共有する取組や、

地域のいくつかの担い手が一緒になって企業等

に活動をアピールし、寄付を集めようとするモ

デル調査の取組等が出てきている。

多様な担い手の力を高め、またその連携を強

化することは、地域で生ずる様々な課題に対応

する底力を高めることにつながる。都市再生本

部では、このような認識のもと、今後の都市再

生の展開にあたって、「都市再生の課題に対応し

て、何を実施していくのか」ということに加え

て、「どのような主体が都市再生の取組を進めて

いくのか」ということに着目するとともに、こ

の担い手の力を高めるために、担い手、担い手

支援機関等の連携強化、まちづくりの主体とし

ての位置づけの明確化、支援の裾野の拡大等を

進めることとした（「都市再生の担い手につい

て」平成 18 年７月４日都市再生本部決定）。そ

のポイントは以下のとおりである。

①　様々なまちづくりの担い手の連携強化

様々な担い手によるまちづくり活動につい

て、そのノウハウ、人材、経験などの情報交換、

意見交換、人材の交流等を通じて、担い手の自

主的･自発的な連携を円滑かつ活発に実施する

ことができる環境整備を行う。具体的には、モ

デル的に、全国都市再生モデル調査の実施主体

等を対象にネットワークを構築し、まちづくり

活動に取り組む団体間相互で情報・意見交換を

行う環境を整備する。また、地方公共団体や社

会貢献を実施している企業、まちづくり活動へ

の支援等を行う機関に対し、ネットワークに参

加している団体の了解を得て、その情報を提供

するとともに、ネットワークへの参加を要請す

る。

②　まちづくりの担い手への支援の拡大・関係

法令における位置づけの明確化

まちづくり活動へ取り組む意欲を持った団

体や、地域の居住環境の維持向上に継続して取

り組もうとする団体等が、地域のまちづくり活

動の担い手として十分に活動できるよう、関係

法令等において、手続や管理・運営への参画に

係る位置づけの明確化等を検討する。また、関

係省庁のまちづくり活動に関する支援に際して

は、知恵とやる気を持った、自治会、町内会な

ど地縁による団体、商店会、商工会、民間非営

利団体（NPO）、大学、開発事業者やその他の

企業など、様々な担い手の活動が促進され、さ

らにそれらの連携が強化されるよう留意する。

併せて、これら担い手のまちづくり活動の拠

点を確保するため、関係行政機関等の支援によ

り、公的住宅、学校、空き店舗等の既存ストッ

クの有効活用を図る。

③　まちづくりの担い手を支援する機関（担い

手支援機関）との連携強化とこれらの機関の

活動促進

まちづくりの担い手を支援している機関と

行政機関との連携を強化するとともに、これら

の機関間においてノウハウ、人材、経験などの

情報交換、人材の交流、意見交換できる場の提

供や、担い手支援機関と社会貢献を行うとする

企業との交流などを行い、｢ 目利き力 ｣ のある

これら機関の活動を促進する。

都市再生本部では、本決定に基づき、全国都

市再生モデル調査実施団体等の任意参加で、担

い手、支援機関、資金提供者などのモデル的ネッ

トワークを立ち上げたところである。現在、既

に実施した交流会に加え、メーリングリストを

活用した意見・情報交換の場づくり等、支援体

制を整備している最中である。また、地域のま

ちづくりの担い手の支援の拡充に向けて、担い

手に関連した法令や予算等の支援措置について

も、関係各省と連携しながら必要な検討を行っ

ているところである。

※担い手ネットワーク問い合わせ先：

toshisaisei@cas.go.jp （担当：青山）
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6. 都市再生の担い手への期待

都市再生については、様々な取組が全国で幅

広く、力強く展開しているが、その成功の鍵と

なるのは、志を持ったまちづくりの担い手の存

在である。昨今、行政依存、地域への無関心、

住民孤立の社会の存在といった課題が指摘され

ながらも、担い手が核となって、活動に多くの

人々を巻き込み、それまで無関係だった活動を

関係づけることなどによって、地域への人々の

関心が高まり、新しい知恵や力が生まれてい

る。全国で芽生えつつある意欲ある担い手のエ

ネルギーがこうした流れをより大きくしていく

ことに期待するとともに、その意欲を絶やすこ

となく、潜在力と可能性が最大限発揮できるよ

う、引き続き、政府一丸となって積極的に後押

ししていきたいと考えている。

（やなせ　たかゆき）

○都市再生本部のホームページ　

http:/ / www.toshisaisei.go.jp/

　都市再生本部事務局では、平成 17 年 3 月よ

り、「都市再生レポート」を発行しています。

本レポートにおいては、都市再生に関する施

策の解説や進捗状況、各種統計、事例の紹介な

どについて、テーマを決めて分かりやすく紹

介しています。都市再生レポートの配信を希

望される方は上記ホームページにて、必要事

項をご記入の上、送信ください。

　また、都市再生に関する取組み等について、

幅広く皆様からのご意見等をお待ちしており

ます。

ht tp:/ / www.kant ei.go.jp/ jp/ singi/ t osisaisei/

goiken.html


