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タウンマネジメントのススメ

２

　　　　　　　　この資料は、各地の中心市街地活性化に向けた取り組みの促進、中心市街地活性

化協議会（以下、協議会）の活動の活性化に向けて、日々の協議会の活動と地域の民間事業者等の

活性化事業の取り組みの促進等を進める上で参考となるタウンマネジメント（組織として事業を繋

ぐ機能）の活用について紹介するものです。

協議会活動の診断  ～タウンマネジメントの取り組みのポイント～

はじめに

●協議会活動の診断
　協議会活動を進めていく上で課題・問題点となっていることは何ですか？

　以下のような症状がでていませんか？

●何を目指せば良いのか、わからない。将来イメージがもてない。

　　　　 　ポイント１
●どこから手をつけていいのか、見当がつかない。手掛かりがない。

　　　　 　ポイント１　　ポイント２　　ポイント３
●関係者を幅広く集めて会議をしているものの、合意形成に至らない。

　　　　　　　　ポイント１　　ポイント２　　ポイント３
●様子見の人ばかりで、最初の一歩を踏み出す人がいない。

　　　　　　　　ポイント２　　ポイント３
●会議を重ねても、事業は動き出さない。色々と仕掛けても、関係者が応えてくれない。

　　　　　　　　ポイント２　　ポイント３
●リーダーがいない。見当たらない。

　　　　　　　　ポイント３
●取り組みを重ねてきたが、煮詰まってしまっている。

　　　　　　　　ポイント３　　ポイント４
●事務局運営費等、日常的なマネジメント活動のための資金が不足している。

　　　　　　　　ポイント２　　ポイント３　　ポイント４
●事業実施のための資金が不足している。

　　　　　　　　ポイント２　　ポイント４
●事業推進の気運は盛り上がっているが、事業化の具体的検討で壁に当たっている。

　　　　　　　　ポイント３　　ポイント４
●手軽な事業は進めているが、活性化の起爆剤となるような事業は進んでいない。

　　　　　　　　ポイント４
●担当スタッフは個々の取り組みの支援に追われているのに、全体として活性化していかない。

　　　　　　　　ポイント５
●担当レベルでは成果があがっていると思うが、周囲には伝わっていない。市民や議会の理解が
得られない。

　　　　　　　　ポイント５
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～協議会活動の推進に向けて～

　•商圏規模、人口集積規模に応じた、活性化の目標が設定されていますか？
　•歴史文化、自然など、活性化に活用できる地域資源がありませんか？
　•これまで整備を進めてきた都市機能集積が十分に活用できていますか？
　•それらの地域資源、都市機能集積は、だれを対象としたものですか？だれを呼ぶことができますか？
　•その活性化の目標、将来イメージは、関係者に広く共有されていますか？

　•まず一つ成果が挙げられそうな事業がありませんか？
　•既に取り組まれている事業がありませんか？
　•事業の効果や事業で得たノウハウが生かせそうな事業はありませんか？
　•事業費をかけずとも、毎年、継続して実施できる取り組みはないですか？

　•中心市街地に関する自治体の計画、長期ビジョン等は、関係者にも共有されていますか？
　•トップレベル、現場レベルで、行政と民間の接点は確立されていますか？
　•商業や都市整備に限らず、包括的に官民が連携した取組みがなされていますか？
　•キープレイヤーや事業推進主体になりうる機関、人材の発掘、確保ができていますか？
　•関係者が一堂に会したコミュニケーションの場が確立されていますか？
　•商業者・商店街以外にも、まちづくりにかかわる幅広い民間の参画・活躍の場がありますか？
　•全市的な観点から取り組みが進められていますか？
　•マスコミの活用等も含め、広く情報提供はできていますか？

　•当事者を中心とした具体的議論、事業性・実現性の検討、評価がなされていますか？
　•地域の資源、知恵を結集した、地域ならではの創意工夫が生かされた事業になっていますか？
　•事業のリスクを把握した上で、官民の関係者間でリスクとリターンが適切にシェアされていますか？
　•地元で不足しているノウハウ、資金、担い手等には、専門家や公的支援を活用していますか？

　•多様な関係者が合意できるような　まちづくりの大目標が共有できていますか？
　•大目標を実現するための戦略が構築されていますか？
　•協議会の中あるいは外部に、実行部隊が確保できていますか？
　•計画実現に向けた日常的な進捗管理（モニタリング、進捗のサポート）ができていますか？
　•成果を測定、分析できていますか？
　•折角の成果、成功体験は、みんなに認識されていますか？

　全国の協議会へのアンケート、国内、海外の事例検討等を基に、協議会の活動状況に応じ皆様方が抱え

ている諸問題を整理し、中心市街地の活性化やまちづくりの推進に向けて問題や課題の解決の糸口が見出

せるようタウンマネジメントのポイント等を整理しましたので、国内及び海外の取組事例や資料編ととも

にご活用いただければ幸いです。

　下記の取組がしっかりとできていますか？　各ポイントから課題・問題点等を把握し、もう
一度皆さんで話し合ってみて下さい。また、専門家の活用も考えられます（中小機構の支援策（14頁）
参照）。

タウンマネジメントのポイント

ポイント１　都市のストック（規模、資源等）に応じた目標の設定と共有

ポイント２　『できるところから』の段階的な事業実施（事業の連鎖、成功体験の積み重ね）

ポイント３　官民連携の確立と、多様な関係者の巻き込み

ポイント４　地域独自の事業スキーム、ビジネスモデルの追求、構築

ポイント５　着実な事業推進へのPDCAの実践
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まちの現状、潜在能力、競合条件等を把握した上で、ふさわしい目標を設定し、それを関係者で共有

することが重要です。

　•今、中心市街地に来ているのはどんな人ですか？これから来て欲しいのはだれですか？これから来て

欲しい人たちは何を望んでいますか？　その人たちにまちの魅力は伝わっていますか？

　•あなたのまちの地域資源としては何がありますか？もう一度見直してみませんか。

　•これまでの取り組みで生かせるものはありませんか？

　•以上のようなあなたのまちが目指すもの、大事にするもの、将来イメージは、市民はじめ関係者の間

で共有されていますか？

できるところから事業を実施すること、そして、事業をつなげていくことが重要です。

　•動いている事業があれば、まずそれを成功させましょう。成果を出して、それを関係者で共有するこ

とで信頼、信用が生まれ、次の事業につながっていきます。最初から手をひろげ過ぎず、成果を積み

重ねていけば、参加者は増え、取り組みはひろがっていきます。

　•一つ一つの事業が動き出したら、それぞれの連携を重視して戦略的に取り組むことで効果はより大き

くなっていきます。

　•協議会を通じて、事業成果を共有し、蓄積されたノウハウを他の事業・地区に活用・普及していくこ

とも重要です。

人口減少下、都市・地域間競争も激しくなる中で、中心市街地活性化の推進には行政、民間の緊密な

連携の下、アイデア・ノウハウ、マンパワー、資金などすべての面で多様な主体を巻き込んで参画、

協力を得ていくことが重要です。

　•自治体は、地域の持続的な発展に向けてまちづくりの長期的な目標、計画を定め、公共、公益的観点

から、市民、企業等の活動基盤の整備や支援を進めていきます。限られた地域の資源を用いて効率的・

効果的に中心市街地の活性化を進めるには、行政、民間が足並みを揃えていくことが必要不可欠です。

また、広く民間の参加を求めていくにも、自治体が長期的な方向を示し、それに沿って民間活力を集

約的に活用する形をとることで、民間にとってもリスクが減り、参加しやすくなります。公益性の担保、

信頼・信用という点でも行政のかかわりが重要になります。

　•その実現には、地域の行政、民間のトップレベルでの方針の合意が求められますが、加えて、個々の

事業を日常的に推進していくためには、現場レベルでも商業、都市整備に限らず、活性化推進に必要

な分野において包括的に「車の両輪体制」が確立されていることが必要です。

　•官民連携の下、活性化の推進にはより一層、民間におけるキープレイヤー、事業推進主体になりうる

機関、人材の発掘、確保が重要です。特に、地元企業や市民活動団体等のアイデア、ノウハウ、マン

パワー、資金を活用していくために、商業者・商店街以外の幅広い民間に対しても参画機会と担い手や、

場合によってはリーダーとしての活躍の場を与えていくことが有効です。そうした人たちは、必ずし

も地域を代表するような組織や業界団体等の組織に所属していない可能性も高いため、中心市街地の

活性化に関心のある人物や団体を色々なチャンネルや機会を通じて地道に掘り起こしていくことも求

タウンマネジメントのポイント（解説）

ポイント１　都市のストック（規模、資源等）に応じた目標の設定

ポイント２　『できるところから』の段階的な事業実施（事業の連鎖、成功体験の積み重ね）

ポイント３　官民連携の確立と、多様な関係者の巻き込み

参考事例 砂川市：地域資源を生かしたまちなかの交流拠点形成と連携強化（6頁）

参考事例 米子市：小さな事業の連鎖による、面的な活性化の推進（6頁）
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められます。

　•以上のようにして集められた関係者が一堂に会したコミュニケーションの場をもつことで、中心市街

地における案件・課題の情報共有や、相談窓口の確立につながるだけでなく、例えば、関係者のだれ

かが事業アイデアを提案した場合にそれを受け止めて実行するプレイヤーが見つかる可能性が高くな

るため、新たな事業の掘り起こしにも役立つものと考えられます。

　•また、協議会等において幅広い立場の民間主体等の参画を得ることで、中心市街地における計画や各

事業へのチェック機能（全市的意義の確認、事業性の確認等）を確保することもできます。また、こ

うしたチェックを経た事業や計画を推進することについて市民や議会に対して説明しやすくなり、例

えば重点支援を実施する場合における全市的なコンセンサスの形成にも役立ちます。

　•中心市街地活性化について一部の事業の推進のみに終わらせないためにも、マスコミも有効に活用し

て、地域関係者に様々な形で情報を提供し、多様な参画を促していくことが求められています。

地域ならではの魅力ある事業を、地域の官民の多様な主体が参画して実現していくには、その地域の

状況に応じた仕組みを新たにつくりあげていくことが必要となっています。

　•まちづくりの大目標を共有した上で、個別の事業計画、地区ごとの計画等については、民間の主体的

参画のもと、当事者を中心とした具体的議論、事業性・実現性の検討、評価をしていく必要があります。

　•最初から円滑、順調に進む事業はありませんし、すべての事業にリスクがあります。地域の資源、知

恵を出し合って、事業の魅力を高めたり、採算性を高めたり、資金調達をしたりしていくことが求め

られています。先進的に取り組んできた地域でも、事業実施に伴うリスクを踏まえた上で、そのリス

クと事業から得られるリターンを、危機感をもった方々、地域を愛する方々をはじめ官民関係者間で

分担していきます。

　•こうした仕組みづくりの検討、構築には、必ずしも地元だけでノウハウ、資金、担い手が確保できな

いことも考えられます。専門家や公的支援を積極的に活用していくことも有効です。

協議会活動が「協議だけ」で終わらず、計画の実行を担

保するための組織づくり、仕組みが必要です。

　•地域の多様な関係者をまとめていくにはそれぞれが合

意して事業を進められるような大目標と、その実現に

むけた戦略の構築が必要です。

　•実際に事業を推進する現場レベルの行政、民間のキー

パーソンやスタッフの参画と日常的な連携が必要で

す。そこで、計画実現に向けた日常的な進捗管理・モ

ニタリング、進捗のサポートを行っていくことが求め

られます。

　•作業部会等は分野ごとあるいは地区毎の設置が考えら

れますが、事業熟度や既存の組織・ネットワークの構築状況により設定していくことになります。具

体的な検討には、範囲をひろげ過ぎずにできるだけ事業毎、地区毎に関係者を限定して検討を進める

ことが有効です。

豊田市の協議会では実行組織を設置し、毎月の
会議で事業の進捗管理等をしている。

ポイント４　地域独自の事業スキーム、ビジネスモデルの追求、構築

ポイント５　着実な事業推進へのPDCAの実践

参考事例 宮崎市：多様な主体が連携した取り組み体制の構築（7頁）

参考事例 豊田市：活性化事業の掘り起こしと着実な推進に向けた実行部隊の確立（9頁）

参考事例 高松市：独自の事業スキームでの地域挙げての取り組みと、中心市街地全体への波及促進（8頁）
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米子市：小さな事業の連鎖による、面的な活性化の推進2

　中心市街地における民間プロジェクトの事業熟度ならびに事業主体となりうる民間主

体の集積度に応じて、協議会の役割、タウンマネジメントのあり方は異なっています。

以下、積極的に活動している協議会の活動のポイントを紹介します。

市民団体が管理運営し、活発な活動が展開されて
いる地域交流センター

新たな広域拠点となる新しい市立病院

一連の取り組みの端緒となった、空き店舗を利用
した住民の手作りによるまちづくり拠点『笑い庵』

協議会のタウンマネジメント取り組み事例紹介Ⅲ

砂川市：地域資源を生かしたまちなかの交流拠点形成と連携強化

　かつて、化学肥料製造等の企業立地や隣接市町

の石炭産業の集客で栄えたまちも、石炭産業の衰

退、人口減少により中心市街地も衰退してしまっ

ていました。

　そこで、砂川市では、中心市街地への集客、に

ぎわいの創出に向けて、市民の意見を反映した地

域交流センターの整備や市民の参加による運営、

周辺からの集客も考慮した広域的な医療拠点とな

る市立病院の整備や、市内における菓子店の集積

を生かした「スイートロード事業」をまちづくり

の中心事業として取り組んでいます。

　これらは、これまで個別な取り組みでしたが、

協議会の設立によって、行政、商業者、NPO、そ

の他事業者、地域住民等が、中心市街地の活性化

という大きな目標に向かって一堂で議論し危機意

識等を共有することができるようになり、今後に

向けて相互の連携、相乗効果も期待されるところ

です。

1

　米子市は歴史ある商都ですが、中心商店街は衰

退、空き店舗が多いシャッター通りが多く見られ

ます。一方で、空き店舗や古い建物、蔵を地域コ

ミュニティ拠点や店舗等として活用する市民や若

手起業家の動きも出てきていました。

　こうした再生に向けた個々の事業をつなげ、全

体としての活性化につなげていくため、1軒1軒を

訪問してキーマンを探り出し、活性化に取り組む

人と事業をつなげるための組織として協議会が活

動しています。
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宮崎市：多様な主体が連携した取り組み体制の構築3
　宮崎市の中心市街地では、郊外への大型店

出店を契機として、共に危機感を抱いた地元

百貨店等の大型店と商店街、NPO、商工会議所、

行政等の関係者が連携して、『Do まんなかモー

ル』の取り組みを推進しています。

　この『Do まんなかモール』は、中心市街地

の真ん中にある5つの大型店と7つの商店街に

よって構成され、その事務局については協議

会の事務局でもある商工会議所が支援してい

ます。年間200を超えるイベントの開催や駐

車場経営者との共同による無料共通駐車券の

導入、販売士育成のための講座開設、ホーム

ページや冊子による情報発信など中心市街地

活性化を牽引する取り組みを進めています。

　イベントなどの内容や開催時期の調整等は、

民間、行政の多様な関係者20名程度が参加す

る毎週月曜午前8時からの早朝ミーティングで

行われています。この会議は、商業者、商工

会議所等の有志数名が情報共有のために始め

ましたが、現在では日常的な情報交換の場と

して関係者の連携を支えています。

　こうした連携を基盤としつつ、中心市街地

全体の活性化に向けて、協議会には他の中心

市街地内の取り組み主体等も参画して活動が

展開されています。

既存商業集積
■高島屋
■やよい
■える・モール一番街

まちなか
居住エリア

■紺屋町商店街環境整備

交流・商業集積
■喜八プロジェクト
■よりみち三連蔵
■法勝寺町商店街活性化
■元町通り商店街活性化

にぎわい・商業集積
■今井書店再活用
■サンコアビル再活用
■四日市町P複合開発事業

にぎわい・交流集積
■公共スペース活用カフェテリア事業調査・研究
■まちなかサテライトキャンパス事業

多様な主体の連携の核となっている、毎週月曜に
開催される「早朝ミーティング」

中心市街地の真ん中で、5つの大型店、7つの商
店街で構成する「DOまんなかモール」のエリア

　特に、集中的に事業を実施する“にぎわいト

ライアングルゾーン”を設定し、旧い店構えや

蔵を生かした新たな商業環境の整備事業や、空

き店舗等の建物を再活用してにぎわい拠点を整

備する事業など、事業の連鎖を意識しつつ、地

元資源を掘り起こしていくことによって、市民

から観光客まで多様な人々が集うまちへと面的

な活性化に取り組んでいます。

重点地区での事業の連鎖による
『にぎわいトライアングルの構築』



タウンマネジメントのススメ

８

高松市：独自の事業スキームでの地域挙げての取り組みと、中心市街地全体への波及促進4
　高松丸亀町商店街はかつて城下

町として栄え、高松市の中心商業

地区の真ん中に位置する全長

470mの商店街で、歴史的にも空

間的にも高松のメインストリート

でした。この商店街では、昭和63

年の商店街生誕400年祭の開催に

あたり、郊外大型店の出店が進む

中で100年先を見据えた調査検討

を行った結果、商店街全体を一つ

のショッピングセンターと見立て

てマネジメントをしていく必要性

を認識するに至りました。

　こうした商店街全体の一体的なマネジメントを実現するための再開発、再生事業の進め方を検討

するにあたっては、高度なノウハウを有する各分野の専門家を交えた、地元での徹底的な議論によ

り地域の課題や実情を踏まえ、以下のような独自のスキームを含む形で取り組むこととしました。

　また、この商店街では全体計画をたてた上で段階的

に事業を進めており、最初のA街区での成功をテコに

全街区の活性化を目指しています。

　行政としても中心市街地活性化に向けたこの商店街

の再生プロジェクトの重要性を認識、その成功に向け

て取り組みを支援しています。また、市内の多様な関

係者が参画した中心市街地活性化協議会での議論を通

じて、この商店街再生プロジェクトの全市的な効果、

必要性についての理解が得られています。

　加えて、丸亀町での成功が刺激となって、中心市街

地のもう一つの核を担っている「瓦町駅周辺まちづく

り協議会」が発足し、大学、NPO、市民等も参画して

活性化に取り組み出しているなど、中心市街地活性化

協議会の活動が事業成果の波及や、新たな主体の参画

に寄与しています。

中心市街地におけるもう一つの核を担う「瓦町
駅周辺」でも新たなまちづくりへの取り組みが
進行中

高松丸亀町商店街における、全街区を対象にした計画の
もとでの、段階的な再開発の推進

■中心部の抱える根本的問題の解決 ➡ 土地問題・居住人口問題

■箱物でない、面としての開発 ➡ 地区計画（自主規制ルール）

■短期間に着手できる新しい開発スキーム ➡ 小規模連鎖型

■土地の所有と利用を分離した、新しい開発スキーム

■全町を7つの街区に区切り、各街区に役割を持たせ、全体を開発

テナントミックス・住宅整備
■医療モール
■市場・食の集積
■広場の整備　■道路の広場化
■シネコン　　■温浴施設
■地元若手起業家の小規模店舗



９

～協議会活動の推進に向けて～

　豊田市の中心市街地は、世界的な自動

車企業の立地する都市にふさわしい交流

拠点となることを目指して、行政、民間

が連携して文化・スポーツ施設、商業施

設の整備などに取り組んでいるものの、

名古屋をはじめとする他都市や郊外大型

店との厳しい競争下におかれています。

　こうした中で、民間主唱で「まちの顔

づくり」の取り組みをより一層推進して

いくために、市内の多様な関係者を広く

参画させて協議会を立ち上げると共に、

全体戦略に沿った民間事業の掘り起こし

と着実な事業推進に向けて、英国TCM

を参考にした実行部隊として協議会内に

TCCM（豊田シティセンターマネジメン

ト）チームを設立しました。

　TCCMチームでは、月1回、市の担当者も参加したワーキンググループを開催しており、行政、

民間の連携がより強化された中で、事業の進捗管理や新規事業の掘り起こしに取り組んでいます。

事業の進捗管理においては、下表のような各事業についてTCCMとしてのアクションプランを作成

し、PDCAを実践しています。

TCCMチーフ

TCCMサポートメンバー

TCCMサブマネージャー

TCCMタウンマネージャー

幹事会

役員会

全体会

豊田市中心市街地活性化協議会

外部 アドバイザー

商業活性化
都市基盤
整備

イベント・
賑いづくり

交通・
アクセス

環境・緑化 事務局機能

事務局

各事業主体との連携

TCCMチーム

豊田市中心市街地活性化協議会における実行部隊で
あるTCCMの設置

各事業についてTCCMのアクションプラン作成と推進
=各事業の『Plan-Do-Check-Action』管理

豊田市：活性化事業の掘り起こしと着実な推進に向けた実行部隊の確立5



タウンマネジメントのススメ
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（1）概要
　英国タウンセンターマネジメント（TCM）は、関係者のパートナーシッ
プにより構築されているところが特徴といえ、このパートナーシップに
より民間や公的関係者が共通の戦略及び行動計画を基に互いの利益のた
めに協力することが可能となっています。様々な価値観を持つ利害関係
者の話し合いによって10年、20年先を展望したビジョンがつくられ、
その実現に向けた戦略構築、実行計画の策定を経て実行に移されます。
実施段階では、定期的なモニタリング等により計画の評価、見直しが行
われ、ビジョン実現に向けた取り組みが進められていきます。その推進
役としてタウンセンターマネージャーは非常に大きな役割を果たしてい
ます。

　日本の社会と法制度、生活慣習等の違いはあるものの、タウンマネジメントの仕組みとして

学べるものは海外にも多くあります。英国のタウンセンターマネジメント、米国のメインスト

リートプログラムを紹介します。

●英国タウンセンターマネジメント

フォーラム・年次総会

運 営 機 関

タウンセンターマネージャー

作 業 部 会

交通 環境 安全 交通 開発

•パートナー全員を含む総会

•取締役・実行委員会

•タウンセンター・マネージャー

•作業部会

午前10 時～午後6 時までの間は「車両通
行止め」で歩行者専用道路に

TCM組織の代表例

2
　交通の便に恵まれ、国際的に活躍する企業や大学などが立地し若い
人たちが多く集まる成長都市ですが、まちには魅力的な施設や空間が
ありませんでした。そこで、行政とTCMが連携して中心部のビール工
場跡の空地や運河周辺整備に着手し、都市再生を推進するため工場跡
地にショッピングセンターを誘致しました。具体的には行政が工場跡
地を取得し、開発事業者に長期低利で貸し出すことで新規入店者を支
援しています。また、レディングではBIDにも取り組んでいます。こ
れは、当該地域の事業者に対する事業用資産への課税に1%の賦課金
を上乗せし、それを原資に清掃や治安維持などのTCM活動の事業費に
充てるものです。このような取り組みにより、成果指標と位置づけて
いる都市の小売業ランキングも26 位から13 位に上昇しました。

レディング（Reading）約14万人

工場跡地のショッピングセンターと整備さ
れた運河周辺

庁舎が面する広場で開催された「クラシッ
クカー・ショー」

海外のタウンマネジメント取組み事例紹介Ⅳ

（2）事例紹介

1
　郊外への10万㎡超の大型店の立地に際して、中心部からの大型店や
中小店の撤退を防ぐため、各店のニーズにこたえ、車道や歩道の整備
と買い物時間帯の交通規制導入により、目抜き通りの歩行者天国化を
実現しました。また、ストリートファニチャーの整備やカラーの統一、
ハンギングバスケット等による美観向上、観光事業や住宅の整備にも
取り組んだことにより、むしろ商業集積は高まり、ショッピングモー
ルとしての機能強化とにぎわいの再生に成功しました。
　また、当地はアメリカへ渡った移民が最初に出発した地であり、そ
れらに関する資源を活用し、観光にも力を入れています。

グレイブスエンド（Gravesend）約5.6万人

　歴史ある市場町ですが、長らく衰退し「まちが死んでいる」とも言
われていました。そこで再活性化に向けてTCM組織を設立し、首長、
議会、商工会議所、地域住民、ボランティアなど様々な関係者が一体
となって「オルトンに行けば何かある」という仕掛けづくりに取り組
みました。市民戦争の再現など地域の歴史をいかした催し物やクラッ
シックカーショーなど各種イベントの開催と地元紙やラジオ等を活用
した効果的な宣伝により、人通りが大幅に増え、大型店も出店するに
至りました。このような取り組みにおいて、タウンセンターマネー
ジャーは、地域内各主体のネットワーク構築、イベント企画・プロ
デュースを積極的に推進しました。

オルトン（Alton）約1.6万人3
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～協議会活動の推進に向けて～

1 カリフォルニア州サンルイスオビスポ （San Luis Obispo） 約4.4万人

（1）概要
　メインストリートプログラムは、主に中小規模のコミュニティを対象とし、歴史的建築物などの地域資源を生かしな
がらまちの再生を図る手法です。1980年に本格的に開始、これまで約2,000の地区で実施され、大きな成果をあげて
きました。その要諦は以下のとおりであり、P3に挙げたタウンマネジメントのポイントと多くの共通点があります。
　●「組織（Organization）」、「プロモーション」、「デザイン」、「経済再活性化（Economic Restructuring）」という「4
つのアプローチ」に同時併行して取り組みます。

　●地元主体、地元本位で、活性化に関するソフト・ハードの諸活動に包括的に取り組みます。
　●大規模開発よりも小さな改善を積み重ね、継続します。その実績や反省を踏まえて次のステップを実施します。
　●官民連携が前提で、全米レベル・州レベル・地元レベルのプログラム組織間で密な連携があります。
　●専任のエグゼクティブ・ディレクター（メインストリート・マネージャー）を中心に、多くの市民ボランティアが
参加します。

●米国メインストリートプログラム

ファーマーズマーケットは毎週木曜日
の夕方、メインストリートにおいて開
催。ほとんど休まず、改善しながら継
続することで知名度が上がり、強い集
客力を持つに至りました。

市民施工のリバーウォーク。背景はも
と風車工場だった市役所。

（2）事例紹介

3 イリノイ州バテイビア（Batavia）約2.4万人

　18世紀にカトリック布教ミッションのひとつとして建設され、歴史的建
築が多数残されています。1960年代終わりまでは荒廃が進み、街には街
路樹もなく、まちなかを流れる川は暗渠化される等、魅力のないまちでした。
　地域資源として歴史的建築を生かし、水と緑の豊かな街に再生すべく、
1975年に市が主導して官民連携のダウンタウン協会（Downtown SLO）
を設立、1986年メインストリートプログラムを開始しました。長年勤続
するメインストリートマネージャーを中心に多くの市民ボランティア、商
業者さらには周辺の農家までを巻き込みながら、活発な活動を続けていま
す。
　緑あふれるミッションプラザ（広場）の整備（質の良いレストランを誘致）、
暗渠の近自然工法による開放・緑化と沿岸遊歩道及び商業施設整備、ファー
マーズマーケット（右写真）、歴史的建築を生かすデザインガイドラインな
ど、多くの実績をあげています。

　かつて水車や風車の製造が盛んなブルーカラーの町であり、商業・文化
的には魅力がないと考えられていました。市民は近隣の商業中心都市のよ
うになりたいと思っていましたが、実現することはありませんでした。
　その反省から、他都市を模倣するのではなく、小さく地味であってもこ
の町にしかない資源である産業遺産と市民の力により、自分たちの力でま
ちを徐々に活性化する方向を選択し、メインストリートプログラムを開始
しました。7年間の市民ボランティア施工によるリバーウォーク整備、風
車製造工場の改装・コンバージョン、歴史的サインの修復と店舗誘致、ま
ちのCI作成などを実施中です。

植栽帯に仕込まれた「イベントインフ
ラ（電源とスピーカー）」。メインスト
リートを舞台としてイベントを実施。

2 フロリダ州リーズバーグ （Leesburg） 約1.6万人

　1960～80 年代に様々な活性化計画が作成されましたが、どれも実現し
ないか失敗に終わりました。その反省を踏まえて1994年から2002年まで
メインストリートプログラムを実施し、「包括的」、「官民協働」、「できると
ころからやる」取り組みによって、市民や商業者の意識改革を進めました。
　歴史的建築など目立った地域資源は比較的少ないなか、とにかくまちに
人を呼ぼうという発想によるユニークなイベント（ハーレーダビッドソン
など大型バイクの集結大会）、それを支える「イベントインフラ」などを、
メインストリート組織が発案し、行政や市民が賛同・参加して実施、育成
してきました。またアートセンターの整備・運営によりアートを核とした
まちづくりを進め、知的階級のまちづくり参加や居住促進にも効果をあげ
ました。



タウンマネジメントのススメ

１２

　平成18年の中心市街地活性化法

施行以来、平成20年12月末時点で

129の協議会が設置され、基本計

画の認定は67地区となっています。

　協議会、基本計画認定とも、人

口10～30万人の都市が最多を占め

ていますが、5万人以下の小規模の

都市でも着実に取り組みが進んで

います。

市町村人口規模別の
協議会設立数、基本計画認定取得自治体数

　平成20年8月末時点で設立されていた112の協議会を対象にアンケートを実施し、69協議会か

らご回答をいただきました。

　（回答をいただいた協議会は、基本計画認定取得済みが約半数、申請中・作成中のところが約半

数の内訳となっています。）

　中心市街地活性化の取り組みを進めて

いく上での課題としては、「商業者や事業

者、地権者、市民等の主体的な参画に向け

た意識改革」が7割超であるほか、「将来

像を実現するための全体的な戦略・計画の

共有」、「中心市街地全体の将来像、目指す

方向の共有」、「中心市街地全体の活性化を

牽引する中核的事業の計画策定や調整、実

施」などが過半数の協議会から挙げられて

います。

中心市街地活性化の取り組みを進めていく上での課題

■協議会の設置、取り組み状況 ～アンケート結果を中心に～

資 料 編Ⅴ

中心市街地活性化推進上の課題

●協議会活動の現状と課題　～協議会アンケート結果より～

●これまでの協議会設置、基本計画認定状況



１３

～協議会活動の推進に向けて～

　協議会活動の現状評価としては、「活発に活動し
ている」と「どちらかというと活発」をあわせると

42%、「停滞している」と「やや停滞」をあわせて

も42%となっています。

協議会活動についての自己評価

　協議会活動が活発であると自己評価した協議会は、その理由として「行政のサポートがある」、

「リーダーの存在」、「優先すべき取り組みが決まっている」等を多く挙げています。また、「協議会に、

資金的な余裕がある」という点を評価項目にとっていないところも特徴的なところです。

　他方、協議会活動が停滞していると自己評価した協議会は、その理由として「協議会内の体制が

充実していない」、「優先すべき取り組みについて意見がまとまっていない」、「協議会に、資金的な

余裕がない」「リーダーの不在」等を挙げています。また、「その他」が多いことから、地域ごとに

多様な課題が潜んでいることもうかがえます。

「活発」、「どちらかというと活発」と自己評価した
協議会における、その理由

「停滞」、「やや停滞している」と自己評価した
協議会における、その理由

　協議会は、自らの役割として

これまで主に「関係者間、行政

と民間の情報共有や連絡調整

役」として貢献してきましたが、

今後は、具体的取り組みに関す

る事業推進・掘り起こし、関係

者間の利害調整に取り組むべき

と考えているところが多くなっ

ています。

協議会活動についての自己評価

協議会自体が考える、中心市街地活性化に向けた取り組みにおける協議会の役割



中心市街地/まちづくりの課題

まちづくりへの理解
人材（リーダー）育成

商工会議所・商工会
まちづくり会社
市町村等

商工会議所・商工会
まちづくり会社
市町村等

中心市街地活性化協議会
支援センター

中心市街地活性化協議会
支援センター

中小市街地診断助言事業中小市街地診断助言事業

戦略的中心市街地商業等
活性化支援事業
戦略的中心市街地商業等
活性化支援事業

まちづくり交付金
暮らし・にぎわい再生事業
街なか居住再生ファンド
まち再生出資業務（民都機構）

まちづくり交付金
暮らし・にぎわい再生事業
街なか居住再生ファンド
まち再生出資業務（民都機構）

セミナー /シンポジウムセミナー /シンポジウム

セミナー /シンポジウムセミナー /シンポジウム

中心市街地商業活性化
アドバイザー（協議会）派遣事業
中心市街地商業活性化

アドバイザー（協議会）派遣事業

商業活性化サポート事業
（C型）

商業活性化サポート事業
（C型）

中小企業大学校中小企業大学校

・事例情報の提供
・支援措置情報の提供
・まちづくりサポーターの派遣

商業活性化サポート事業
（A、B型）

商業活性化サポート事業
（A、B型）

街元気プロジェクト街元気プロジェクト

・中心市街地活性化に係る研修

・勉強会、ミニシンポジウム、
　事業化検討など

・各部門の専門家を派遣

高度化融資事業高度化融資事業

中活法に基づく債務保証事業中活法に基づく債務保証事業

・共同施設等への融資

・民間事業への債務保証

・専門的アドバイス
・商業活性化に関する診断

・e-ラーニング、現地研修など

経済産業省 /中小企業庁経済産業省 /中小企業庁

中小企業基盤整備機構中小企業基盤整備機構

国土交通省、総務省、他国土交通省、総務省、他

・施設整備事業への補助
・ソフト事業への補助

問題点抽出
課題整理

中心市街地活性化
方針の検討

基本計画の検討

目標：
居住人口、交通量など

中心市街地活性化協議会

基本計画

認定基本計画

コンパクトでにぎわい溢れるまちへ

認定認定認定

市町村

事業実施

中小機構Webサイト　http://www.smrj.go.jp

＜中小機構 問い合わせ先＞

■ 近畿支部 事業支援課（℡06-6910-3866）
■ 中国支部 地域振興課（℡082-279-7002）
■ 四国支部 地域振興課（℡087-811-3321）
■ 九州支部 地域振興課（℡092-263-0320）
■ 沖縄事務所 （℡098-859-7566）

■ 本部 地域経済振興部 まちづくり推進課・中心市街地支援室（TEL 03-5470-1632）
■ 北海道支部 地域振興課（℡011-747-7702）
■ 東北支部 地域振興課（℡022-302-8606）
■ 関東支部 連携集積支援課（℡03-5470-1639）
■ 北陸支部 地域振興課（℡076-223-5761）
■ 中部支部 地域振興課（℡052-205-6853）

まちづくりは人材の育成が重要です！
○街元気プロジェクト
地域においてまちづくりの中核的推進役となる人
材（街元気リーダー）と、その支援者の育成を行い
ます。

専門家によるサポート！
○中心市街地商業活性化アドバイザー
　（協議会）派遣事業
中心市街地活性化に関して課題を持つ中心市
街地活性化協議会（立上げようとする組織・団
体を含む）に対して、実務知識、ノウハウを持つ
アドバイザーを派遣します。

金融支援～その１～
○債務保証
認定特定民間中心市街地活性化事業者が認定
事業計画に従って行う特定商業施設等整備事業
（※）に必要な資金を調達するために発行する
社債及び当該資金の借入れについて債務保証
を行います。
※特定商業施設等整備事業とは、商業基盤施設
（イベントホール、休憩所、駐車場、荷捌き施設
等）又は相当規模の商業施設（店舗等）を整備す
る事業です。

金融支援～その２～

地域の取り組みを支援します！
○商業活性化サポート事業
■Ａ型
中心市街地の活性化に資する研修会等の企画・立案支
援、講師の派遣をします。
■Ｂ型
中心市街地の活性化に資するパネルディスカッション
等のミニシンポジウムによるコンセンサス形成等の企
画・立案支援、講師の派遣をします。
■Ｃ型
中心市街地活性化協議会等の要請に応じて地域の課
題に応じた支援（アドバイス等）を行います。

身の丈にあった計画づくりを
支援します。

次ページを参照下さい。次ページを参照下さい。

次ページを
参照下さい。
次ページを
参照下さい。

公式ＨＰ
https://www.machigenki.jp/

タウンマネジメントのススメ
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中小機構の支援策

■活性化のための中小機構の支援策です。是非ご活用ください。



１５

～協議会活動の推進に向けて～

高度化融資事業

中心市街地活性化協議会支援センター

　中心市街地活性化協議会支援センターでは、各地域における中心市街地活性化協議会や、同協議会を組織
しようとする機関等に対して、関連情報の提供、まちづくりサポーターの派遣等の支援を実施しています。
　お気軽にご相談下さい！
＜具体的な支援内容＞
❶各種相談：まちづくりや中心市街地活性化協議会の設立・運営に関することなどについて相談ができます。
❷HPから各種情報発信：協議会の設立状況や基本計画の認定状況のほか、地域での取り組み、国等が行うセ
ミナーやシンポジウムの開催情報などの提供を行っています。
❸まちづくりサポーターの派遣：中心市街地の活性化やまちづくりへの取組み、中心市街地活性化協議会の
設立等に向けての取組み等を支援すべく「まちづくりサポーター」を派遣します。
❹政策概要等普及啓発資料の提供：中心市街地活性化法や基本方針に関する資料や支援策など各種情報提供
を行っています。
❺中心市街地活性化事例資料の提供：全国各地で行われている事業例をまとめた資料などを提供しています。

アドバイザー派遣
☆貸付前の診断・助言
☆貸付後の相談、アドバイス
☆事業に合った専門家・職員を派遣
☆リニューアルも可能です。

中小機構 中小企業者

税制上の特別措置
・共同施設用建物の不動産取得税の軽減
・共同利用機械の固定資産税の軽減
・事業所税の非課税

中小機構と都道府県が連携してサポート

貸付条件
☆固定金利 ： 1.10％又は無利子（平成20年度貸付）
☆貸付対象 ： 土地、建物、構築物、設備
☆貸付割合 ： 対象事業費の80％以内
☆償還期限 ： 20年以内（※据置期間3年以内）

都道府県

（ショッピングセンター、アーケード、商店街の整備、パティオ、駐車場等の整備）

貸付方式

【高松市】 【鹿児島市】

住　所
　〒105-8453
　東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門37 森ビル

電　話 　03－5470－1623

ＦＡＸ 　03－3431－0418

公式HP：http://machi.smrj.go.jp/
E-mail：kyogikai@smrj.go.jp

中心市街地活性化活性化支援センターの
連絡先とアクセス



貴方がキーマン！ 主体者意識を持って取り組もう

産も官も学もNPOも みんなでまちづくり

ネットワークは当たり前、一人で悩むな

ワクワクドキドキするまちづくりを

オラがまちへの愛が事業の要

汗より知恵を出そう！

まちのいろいろなことを関連づけて考えよう

小さな取り組みと大きな事業をつなげよう

タウンマネジメント事業に係る検討委員会
　委員長　石原　武政　　関西学院大学商学部教授
　委　員　荒川　俊介　　千葉大学工学部非常勤講師、㈱アルテップ代表取締役
　　　　　西郷　真理子　㈱まちづくりカンパニー・シープネットワーク代表
　　　　　鈴木　俊治　　㈲ハーツ環境デザイン代表、東京大学講師
　　　　　野口　秀行　　ノースアジア大学経済学部特任教授
　　　　　村木　美貴　　千葉大学大学院工学研究科准教授
　　　　　河木　照雄　　豊田商工会議所副会頭
　　　　　古川　康造　　高松丸亀町商店街振興組合理事長
　　　　　山田　義郎　　宮崎市企画部参事・中心市街地活性化推進室長
　　　　　和田　純一　　中小企業庁経営支援部商業課長

タウンマネジメントのススメ ～協議会活動の推進に向けて～
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発行主体：独立行政法人 中小企業基盤整備機構
　　　　　中心市街地活性化協議会支援センター
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