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中心市街地活性化基本計画における一期計画から二期計画への

向上に関する研究
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要旨

　地方における中心市街地は都市郊外の大規模店舗の進出等により商業的に衰退の傾向があるが，人口が減

少していく時代にあって，中心市街地の再生は急務であると言える．国は，中心市街地の再生のため「中心

市街地活性化法」を制定し，計画的なまちづくりを誘導している．この1998年から始まる動きは，まちづく

りが単に商業振興に止まるものでないことから，2006年に改正され，総合的なまちづくりの計画を「中心

市街地活性化計画」として策定し，いわゆるPDCAサイクルにより見直していく仕組みとなっている．第1期

から第2期に移行している都市における，第1期の反省を踏まえ，第2期の計画での向上について分析した．

1　はじめに

1.1　研究背景

　国内における人口減少や超高齢社会といった，街

の変化に対する社会的課題が浮き彫りとなりだし，

特に地方の中心市街地においては，居住人口や事業

所数の減少，空き家や空き店舗の増加など，所謂「衰

退」と呼ばれる現象が多く見られている．これは，車

社会の拡大に伴い，大型店舗や公共公益施設などが

郊外に立地しだしたことにより，都市の中心部での

人の動きが減少し，人々の消費活動が変化してしまっ

たためだと考えられる．このような時代のなかで，

中心市街地には将来へ向けての活性化が求められて

おり，各地でにぎわいの創出を目指した取組がされ

だしている．そのための手段として，市町村が活用し，

作成しているものが「中心市街地活性化基本計画」で

ある．

　近年，各地へ普及しつつある中心市街地活性化基

本計画は，各都市が自らのまちを考える機会を生み

出し，また，都市や地域の活性化の方向を計画して

いるものである．各都市の活性化戦略が充実するに

つれ，中心市街地活性化基本計画自体も「向上」して

きている．

1.2　研究目的

　本研究では，中心市街地活性化基本計画に注目し

た．この計画は5年毎に見直し，更新がなされるが，

二期計画まで実施をしている都市における一期計画

と二期計画の差を比較し，計画内容がどのように変

化しているのかを整理する．その際，「一期計画の見

直しと反省を行っているか」や，「中心市街地を広域

に捉えた計画とされているか」などの，二期計画の実

施による将来的な計画力及び地域活性化への理解の

向上点を挙げ，将来にむけての中心市街地活性化基

本計画の在り方を示すことを目的とする．

2　中心市街地活性化基本計画について

2.1　中心市街地活性化制度とは

　中心市街地活性化制度は，内閣府地方創生推進事

務局において，「中心市街地における都市機能の増進

及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進する

ため，中心市街地活性化の推進に関する法律に基づ

き，市町村が策定した中心市街地活性化基本計画を

内閣総理大臣が認定を行う制度」とされている．計画
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目標 指標 現況数値 目標数値

人々が訪れ，集い，回遊するまち 歩行者・自転者通行量（人） 74,635 85,800

人々が訪れ，集い，回遊するまち 空き店舗数（店） 40 30

人々が暮らしたくなるまち 居住者数（人） 8,341 8,656

1
当該市街地に，相当数の小売商業者が集積し，及び都市機能が相当程度集積しており，その存在している
市町村の中心としての役割を果たしている市街地であること．

2
当該市街地の土地利用及び商業活動の状況等からみて，機能的な都市活動の確保又は経済活力の維持に支
障を生じ，又は生ずるおそれがあると認められる市街地であること．

3
当該市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進することが，当該市街
地の存在する市町村及びその周辺の地域の発展にとって有効かつ適切であると認められること．

表 1　姫路市中心市街地活性化基本計画（一期計画）目標と指標

表 2　中心市街地の要件

自体は，コンパクトなまちづくりに向けての地域へ

の支援等が行われる仕組みである「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」（以下，「中心市街地活性化法」）に

よるものである．この法律は，1998年（平成10年）

に「まちづくり三法」として「都市計画法」，「大規

模小売店舗立地法」と合わせて制定された．その目的

としては，中心市街地のにぎわい回復，大型店の周

辺環境への適応，都市計画による大型店等の適正配

置の三つが挙げられ，中心市街地における都市機能

の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推

進するよう，まちづくりに資することとされる．中

心市街地活性化法は，制定以前には個々の活性化策

が統一されないままに行われていたり，またハード

面の整備に偏っていたりするといわれていたことか

ら，ハード面の道路の整備等の市街地の環境整備と，

ソフト面の空き店舗対策等の商業振興とを，関係省

庁・地方自治体・民間事業者等が連携して一体的に

推進することが革新的とされた．また，基本理念と

して，「地方公共団体，地域住民及び関連事業者が相

互に密接な連携を図りつつ主体的に取り組むことの

重要性にかんがみ，その取組に対して国が集中的か

つ効果的に支援を行う」とされている．市街地の整

備は市町村が行うこととする一方，商業振興は民間

のまちづくり組織であるTMO（Town Management 

Organization）が中心になって進めるのが望ましいと

しているのが特徴といえる．

　しかし，当時の社会では，それらの狙いがあまり

重視されることなく，うまく活用されなかったため

に衰退の状態が続いてしまった．その後，内閣総理

大臣による認定制度の創設（認定基本計画）や，内閣

における中心市街地活性化本部の創設，支援措置の

拡充などの改正内容が盛り込まれ，2006年に改正さ

れた．これが現在において実施されているものであ

る．目指されるコンパクトなまちづくりというのは，

アクセスしやすさ，にぎわいの創出，地域資源の活

用とされてはいるが，どれも具体的ではなく，地域

ごとの個性的な取り組みを可能とするものとなって

いる．

　次に，中心市街地活性化基本計画の内容について

である．計画の実施を行うのは市町村であるが，中

心市街地活性化協議会も設定されている．計画期間

はおよそ5年で作成され，人口と面積の市町村全域と

中心市街地を比較した数値がまとめられる．現状の

市街地がどのような状況であるかを踏まえ，今後ど

のようにしていきたいかを目標として設定する．
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　例として姫路市の一期計画を見てみると，目標の

達成度合いやその推移を計ることができる指標と，

その現況値と5年後の目標値を設定している．また，

目標と指標の達成のために，具体的に行う取組事業

とその支援措置，実施主体，事業実施機関などもま

とめられている．姫路市の場合は「駅南土地区画整

理事業」や「姫路城周辺観光ループバス事業」等，合

計57事業が挙げられている．これらによって，中心

市街地活性化に向けてのビジョンや事業の組み立て

方を整理することができる．

2.2　計画の作成と評価方法（フォローアップ）

　まず，中心市街地とされるための要件が三つある．

　要件1では，市街地が周辺地域にとって商業や住民

の生活の中心であることを挙げている．要件2では，

市街地の現状がその維持に対して何らかの危機感が

あることを挙げている．そして要件3では，中心部の

活性化が周辺にも影響を与えるものであることを挙

げ，これらを満たしているかどうかが，そもそも中

心市街地活性化基本計画を策定するための条件とさ

れている．

　次に，計画が内閣府に認定されるまでのながれを

見る．

　図1を見ると，まずは民間にあたるまちづくり会社

や商工会議所による中心市街地活性化協議会が市町

村へ意見して市町村が計画を作成，内閣府へと認定

申請をするようなながれとなっている．また，内閣

府が認定した後にも中心市街地活性化協議会が意見

を出し，各省庁による支援がされるなど，一つの組

織だけで動く体制ではなく，関連する人々が継続的

に関わりあうよう体制がつくられている．

　次に，フォローアップについてである．内閣府よ

り認定を受けた中心市街地活性化基本計画は，法律

及び中心市街地活性化基本方針に基づいて，認定市

町村自らが取組事業等の進捗状況や目標達成状況を

自己評価（フォローアップ）することとされている．

このフォローアップには，計画期間中に実施する「定

期フォローアップ」と計画期間終了後に実施する「最

終フォローアップ」の二種類がある．

図 1　中心市街地活性化基本計画認定のながれ
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　定期フォローアップは，自己評価で明らかとなっ

た取組の進捗状況や目標達成の見通し，目標指標に

向けての基準値からの改善状況等を踏まえ，必要と

認められる場合については速やかに中心市街地活性

化基本計画の見直しを行うことを主な目的とし，原

則として毎年実施される．最終フォローアップは，

中心市街地活性化基本計画終了後に取組の進捗状況

や目標達成状況の結果を整理することに加えて，中

心市街地全体の活性化の状況や市民意識がどのよう

に変化したかなど，中心市街地活性化に向けた取組

に関する総合的な評価を行い，今後の課題と合わせ

て報告することを目的としている．特に，二期計画

に向けて再度改めて中心市街地活性化基本計画の認

定申請を行おうとする市町村は，最終フォローアッ

プの結果を新たな中心市街地活性化基本計画に的確

に反映しなければ，内閣府の確認によって二期計画

を認定されない場合がある．また，それぞれのフォ

ローアップに関する報告書は，各市町村によるホー

ムページ等での公表と，内閣府による年度毎の報告

書での公表がされている．

　フォローアップについては，設定したそれぞれの

指標について六段階で自己評価をするようになって

いる．評価軸は二つあり，一つめは計画事業が予定

どおりに進捗・完了したかどうか，二つめは目標値

を超えられたかどうかを，実績の改善度合いで見る

ものである．また，この評価において，目標の種類

別と人口規模別に集計したデータが内閣府で公表さ

れている．

　目標類型別に見ると「にぎわいの創出」を目標設定

している計画が最も多く，達成度も他の指標と比べ

ると高いことから，数多くの地域において賑わいの

創出が求められていることがわかる．人口規模別に

は，人口の少ない方が計画数は少ないが，達成度が

高くなっている．また，どの目標についても達成度

はある程度あることが見られる．

2.3　小括

　中心市街地活性化基本計画について，どのような

仕組みで行われているかを整理した．計画としては，

市町村ごとに作成する仕組みによって，それぞれが

地域ごとの特色や個性に合った事業や取組を計画す

ることができるよう，厳密な設定がされていないと

言える．　

目標類型別

目標達成 目標未達だが，当初より改善

にぎわいの創出 183指標 60指標 47指標

街なか居住の推進 72指標 14指標 16指標

経済活力の向上 57指標 10指標 10指標

公共交通利便の増進 12指標 6指標 3指標

その他 20指標 11指標 3指標

合計 346指標 101指標 79指標

人口規模別

目標達成 目標未達だが，当初より改善

5万人未満 41指標 14指標 9指標

5～10万人 54指標 18指標 8指標

10～20万人 89指標 25指標 19指標

20万人以上 162指標 44指標 43指標

合計 346指標 101指標 79指標

表 3　目標類型別・人口規模別の目標達成度（平成29年6月 時点）
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　また，計画への評価は，前述をしたフォローアッ

プでの基準によって，各自治体による自己評価が行

われている．内閣府地方創生推進事務局は，各自治

体のフォローアップを集計した「最終フォローアッ

プに関する報告」として，年度毎でまとめたものを

HP上で公開しており，そこでは指標の分類ごとに，

それらが達成されたか否かを統計したデータと，「好

取組事例」として，いくつかの事業の紹介されている．

　しかし，目標と指標の相関が適当かどうかは明言

できず，計画で設定した指標で目標値を超えたとし

ても，それが目標の達成ということにはならないの

では，ということも考えられる．また，基準値に対

しての目標値の設定が，どの程度のものかでも達成

の難易度が変わってくる．計画の内容と同様に，地

域によって非常に幅広いものとなると言えるだろう．

そこで，本研究での分析には，フォローアップでの

指標を用いるのではなく，指標達成以外の観点から

評価する．

　比較評価の基準

　1　指標の変更（数，内容）

　2　エリア範囲，面積の変更

　3　内容の変更（エリア内回遊の観点と，エリア区

分の観点）

　それぞれの基準は一期計画と二期計画との比較を

目的として本研究独自で設定したものであり，これ

に沿って二期計画がどのような傾向にあるかを基準

に沿った集計，その傾向や実状，具体例を挙げていく．

そして，二期計画における向上を指摘できる特徴を

明らかにしていく．

3　二期計画における向上についての分析

　前章で設定した３つの視点で，中心市街地活性化

計画の向上について分析を行う．

3.1　二期計画での指標の変更

　現在，中心市街地活性化基本計画を実施している

地区は138区ある．そのうち，一期計画のみの実施

もしくは一期計画を実施中の地区が77区，二期計画

までの実施もしくは二期計画を実施中の地区が61

区ある．（2017年8月7日時点 内閣府HP参照）総数の

およそ半分の地区で二期計画がされていることから，

一期計画とそのフォローアップによる市街地の現状

把握がなされていると言える．しかし，一期計画の

結果が芳しくなかったためか，二期計画まで実施し

ようとしていない地区があることも言えるだろう．

　次に，二期計画まで実施をした地区について見て

いく．まず，一期計画から二期計画にかけての指標

数の変化についてである．

　指標数を減らしている地区は特に少なく，数の変

更をしていない地区と増やしている地区がほとんど

である．また，指標の内容の変更については，変更

を行った地区が37地区であり，二期で計画の見直

しを行っている地区が多いと言える．指標数につい

指標数　減少 指標数　変更無し 指標数　増加 例外 合計

8 21 30 2 61

変更
無し

変更
有り

全て
変更

変更
無し

変更
有り

全て
変更

変更
無し

変更
有り

全て
変更

2 6 0 6 15 0 14 16 0 2 61

内容変更　有り 内容変更　無し 合計

37 22 59

表 4　二期計画の指標群について

（例外：一期では二地区だったものを，二期では一地区に変更）
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ては，一期計画では指標数が2つの地区も少なくな

かったが，二期計画では3 ～ 4つの地区が大半となり，

多いところでは5つの指標を設定している．内容の変

更については，大きく四つの傾向が見て取れた．一

つめに，指標の「小売業年間商品販売額」，「空き店

舗数」は達成度が低く，二期では無くなってきている．

これらの代わりに，「新規店舗開業数」や「空き店舗

率」などの，達成度が見やすい指標に変更されている．

二つめに，「居住者人口」は，多くの都市で減少して

いる．これは，人口総数減少という社会背景的によっ

て単純な人口増が見込みづらいために，「中心市街地

の居住人口」や「市に対する中心市街地の居住人口割

合」などの成果が数値で現れやすい指標に変更され

ている．三つめに，指標に具体的なエリアや施設名

を用いた指標の設定が増加している．例を挙げると，

盛岡市の「大通コアエリア周辺の居住人口」，明石市

の「国道南側商店街区域における新規出店者数」，府

中市の「府中ぐるっとバス平均利用者数」等である．

このことから，他地域を参考にして計画をするだけ

でなく，地域の独自な活性化の指標が考えられるよ

うになっていることがわかる．四つめに，「にぎわ

い」に対する新たな指標が設定されだしている．例を

挙げると，静岡市や山口市などの「滞在時間」，姫路

市の「中心市街地に対する市民の評価」，鹿児島市の

「大三次産業従業者数」等である．「にぎわい」という

数値では測りづらいものを具体的にするために，ど

のような指標とするかが各地区で考えられるように

なっているとわかる．

　この変更についての具体例として，岩見沢市の目

標と指標を見る．　

　一期計画と二期計画を比較して見てみると，変更

点がいくつかあることがわかる．まず，目標に具体

性が増し，優先されている言葉が「雇用」から「交

流」へと変更されているのが見られる．指標数は一つ

増え，「歩行者通行量（平日）」に，「自転車」と「休日」

の要素が追加されている，また，数値が減少し続け

ている「従業者数」は別指標に変更され，「多世代」や

「交流」をキーワードにした指標にあてられた「空き

店舗数」と「公共・公益施設利用者数」が設定されて

いる．また，設定年度を見てみると，平成25年の最

新値から平成26年の基準値で大きく変化があるため，

測定方法の見直しがされていることも見て取れる．

3.2　二期計画でのエリア範囲，面積の変更

　中心市街地活性化基本計画内には，目標に対して

事業を設定する際，どの範囲で実施するのかを決め

るエリア範囲の指定を行っている．ほとんどの地区

が駅前を含み，地域の主要施設や拠点，商店街等を

含んで設定される．小さい所では50～80ha程度から，

一期計画

目標

まちなか住まいを促進する

まちなか回遊を促進する

まちなか雇用を促進する

指標
基準値
(H19)

目標値
(H25)

最新値
(H25)

居住者人口 4,740人 5,000人 4,664人

歩行者通行量
（平日）

5,356人 5,700人 3,500人

従業者数 8,840人 8,900人 7,896人

二期計画

暮らし環境の向上によるまちなか住まいの促進

岩見沢らしい賑わいづくりで生まれるまちなか回遊の促進

多世代がふれあうまちなか交流の促進

指標 基準値(H26) 目標値(H31)

居住者人口 3,508人 3,800人

歩行者・自転車通行量
（平日・休日）

4,281人 4,800人

空き店舗数 61件 50件

公共・公益施設利用者数 449,946人 500,000人

表 5　第 2 期岩見沢市中心市街地活性化基本計画の目標と指標
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大きい所は300～400ha以上を設定しており，平均

的には150～180haである．

集計すると，61地区中23地区（約三割）がエリア範

囲を変更し，そのうち17地区がエリア範囲を拡大，

6地区がエリア範囲を縮小している．拡大を行った地

区は，新設された施設や再開発地域を含めたことや，

回遊性や歴史的資源等の重要性を踏まえたために

行っている．また，縮小を行った地区は，計画内で「集

約」や「集積」といったコンパクトシティの考え方に

沿って行っている．これらの地区は，一期計画での

取組内容や規模が適当かどうかをフィードバックす

ることができていると言える．より具体的で現実的

な取組事業の設定のためと，中心市街地のキャパシ

ティを把握できたために，5年の計画期間に合った調

整をしている．

　また，変更を行っていない38地区については，一

期計画を見直した結果として変更の必要がないと判

断した地区と，見直したという記述がないものとが

あり，特に後者が割合的に高かった．

　ここでは具体例として，豊橋市の二期計画での中

心市街地の区域の考え方を見る．

　

　中心市街地活性化の3つの基本的方針に基づく

中心市街地の区域の考え方から，本計画において

都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ

一体的に推進するために，第１期計画の中心市街

地活性化基本計画区域（103ha）にＪＲ豊橋駅西

口エリアを加えた 125haを中心市街地の区域と

して新たに設定する．豊橋駅西口エリアについて

は，第1期計画では大きな事業の計画がなかった

ため区域から外していたが，元来中心市街地のエ

リアとして豊橋駅東口と同様に開発を進めてきた．

ここ数年，豊橋駅西口エリアにも魅力的な店舗が

集積し，それらの店舗と連携した婚活イベントや

飲食店を「はしご」する回遊イベントも盛んに行

われており，このような取組をとおして豊橋駅東

西の人の往来を促すことで東西の来街者増の相乗

効果が見込まれる．これらのソフト事業は両エリ

アで行うことで高い効果が見込まれ，これまで整

備してきた豊橋駅東口エリアの歩行者通行量の増

加などさらなるにぎわいを創出する上でも，豊橋

駅西口エリアの拡大が必要である．また，長年の

取組により豊橋駅東口エリアのハード整備が順当

に進み，今後は，豊橋駅西口エリアにおいても駅

前広場の利便性を図る再整備などを検討すること

で，周辺の再開発の機運を醸成するとともに，新

たな民間投資を促すなどエリアの再生を図る必要

があるため区域に加えた．

豊橋市では，一期計画を立ててから経過した期間で

の市街地の変化を考慮し，より充実して効率的な事

業展開を実施するためにエリア範囲を変更している．

3.3　二期計画での内容の変更

　ここでは，計画内容の変更について，特に二つの

点に注目して見ていく．一つは，中心市街地区域エ

リア内での回遊性を考慮した計画となっているかに

ついてである．一つの建物の改修などの点的な取組

だけではなく，それらを結ぶ道路整備や歩道空間の

整備，周遊バス等によって，観光や利用促進のため

に必要なことである．そしてもう一つは，エリア範

囲内をいくつかのエリアに区分しているかどうかに

ついてである．中心市街地区域のエリア範囲に含ま

れる，ある程度機能を集積している範囲をエリア指

定，もしくはゾーン指定することで，整備の指針を

明確にすることができる．さらに，以上の二つを同

時に考え，いくつかのエリアをつなぐように計画を

行っている地区もある．このような計画内容は，一

期計画ではあまり見られることがなかったが，二期

計画においてはいくつかの地区で実施され，計画の

地図内に図示されている．

表 6　二期計画におけるエリア範囲の変更
実施の有無

エリア範囲の変更有り 23

拡大 17

縮小 6

エリア範囲の変更無し 38

合計 61
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3.3.1　エリア内回遊の観点

　集計した結果，二期計画を実施する61地区中32地

区が動線計画を実施していることがわかった．実施

されている計画においては，「回遊性」や「集約」が

キーワードとなっており，近年注目されだしている

タイプのまちづくりが目指されているといえるだろ

う．概要地図には「人の流れ」や「動線」として矢印

が書かれて示される．そのための事業としては，コ

ミュニティバス，レンタサイクル，駐車場整備，バ

リアフリー化，商店街の改修，再整備，歩行者空間

整備，景観整備，シティビュー，ストリートデザイ

ン事業等，それぞれの地区で広い範囲での計画がさ

れている．ハード面の整備だけでなく，ソフト面で

の取組を合わせて実施すると，事業実施による人の

流れがより具体的となるだろう．また，未実施の地

区は，一期計画の延長的な計画にとどまっており，

エリアでの広域的な取組が考慮されていないものが

あった．

　実施している地区の具体例として，福島市の計画

概要地図を見ると，エリア内の主要事業を行ういく

つかポイントを設け，それらをつなぐよう「人の流

れ」の矢印が書かれている．

　主要事業のある場所では，集客拠点づくりを目指

し，それらをつなぐことで回遊環境の向上も図ろう

としている．実際の事業として，老朽化した総合病

院の移転等の「上町地区暮らし・にぎわい再生事業」，

歩道空間と商店街の整備等の「腰浜町庭浜線道路整

備事業」と「栄町地区商業施設整備事業」，アーケー

表 7　中心市街地区域内での計画内容の変更

エリア内回遊
の観点

エリア内の点での整備からそれ
らをつなぐ面的な計画へ変更

32

エリア区分の
観点

エリア分けを行う 26

例外
二つ別で行っていた地区を一
体的に計画

2

どちらも見ら
れない

一期計画と計画内容の密度が
あまり変化していない

19

図 2　第 2 期福島市中心市街地活性化基本計画の概要地図
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ド撤去に合わせた歩行環境の形成と，沿道店舗等と

道路空間を一体とする「福島駅前通りリニューアル

整備事業」等が計画されている．さらに，一期で整備

した拠点をつなぐ軸をエリア内に設定し，居住促進

と合わせて交通空間の整備にも取り組んでいる．

3.3.2　エリア区分の観点

　集計した結果，二期計画を実施する61地区中26地

区が取り組んでいるとされ，中心市街地区域の設定

がされているエリア範囲にエリア区分を行っている．

エリア区分は，それが大まかであっても，今後のま

ちの在り方や整備の指針を示すものとなるために重

要である．エリア区分の仕方としては，活性化やに

ぎわいに向けての考え方や機能集積の面から考慮さ

れており，「商業」や「居住」だけでなく，「歴史」や「福

祉」といった地域資源やサービスを考えたものまで，

幅広くある．エリア名として特に用いられていたも

のには，「居住促進」，「公共公益」，「駅周辺・城周辺」

等の，機能の集積地を設定しているものや，「町名・

地区名」，「施設名」，「商店街名」等の，具体的なエリ

アや施設名を用いたものがあった．実施している地

区の具体例として，鹿児島市の計画概要地図を見る．

　鹿児島市では三つの地区と一つのゾーンによる，

四つのエリア区分を行っている．鉄道駅周辺の「鹿

児島中央駅地区」と，海岸線沿いの「上町・ウォーター

フロント地区」，二つの間をつなぐ「いづろ・天文館

地区」と，その近くには歴史的な建物やその情報を残

す施設が集まっている「歴史・文化ゾーン」がある．

まちの中での位置づけをエリア区分によって行うこ

とで，そこが果たす役割が明確になりやすい例である．

3.3.3　エリア内回遊とエリア区分を一体的に取組

　前項で挙げた二つの観点での取組を合わせて考え

られている地区も見られた．二期計画を実施してい

るのが61地区，エリア内回遊を計画しているのが32

地区，エリア区分を計画しているのが26地区あり，

そのうちの15地区が取り組んでいる．エリア区分を

してそれらを結ぶ，という考え方のもとで中心市街

地の活性化を図ろうとしており，やはり一期計画で

図 3　第 2 期鹿児島市中心市街地活性化基本計画の概要地図
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はあまり見られなかった取組である．この実施のた

めには拠点やポイントとなる地点にある施設の整備

が必要なため，二期において行われるようになった

と予想できる．どういうエリア区分をして，それら

をどうつなげるかは，まちごとに異なるために地域

性を持った活性化が望める．

　大津市を例にする．

　中心市街地区域に含まれる鉄道駅，商店街，町家，

琵琶湖湖岸，港など，地域特有の資源を活かした取

組がされている．また，エリア区分もわかりやすく，

それらを結ぶ動線設定の再構築，組織体系の強化に

も取り組んでいる．

4　結論

　これまでに行った調査の分析をまとめていく．

　3章1節では，指標の数と内容を見直している地区

が半数以上あることが明らかとなった．また，指標

は中心市街地の実情に沿って設定することが必要で，

人口や店舗は割合で設定，具体的なエリアや施設名

を用いた設定，「にぎわい」を抽象的に捉えず地区毎

にどのような具体的「にぎわい」を創出するのかを表

す指標の設定をすることが，向上している点だと言

える．

図 4　第 2 期大津市中心市街地活性化基本計画の概要地図

にぎわい創出／都市機能充実／集客・交流 エリア区分

・まちなみ整備事業

・まちなかガイド事業

・100 円商店街事業

・湖岸エリア・アートプロジェクト

・湖岸公園活用ソフト事業

・湖岸エリア　　　　（観光）

・大津百町エリア　　（歴史・商業・住居）

・駅・県庁周辺エリア（業務・商業）

表 8　動線確保につながる事業例とエリア区分
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　3章2節では，指定していた中心市街地区域の範囲

を見直している地区が約4割程度あることが明らかと

なった．エリア面積を見直し，戦略性をもって地域

に合った広さ設定とすることが向上している点だと

言える．

　3章3節では，エリア内において，「エリア内回遊」

や「エリア区分」等，中心市街地毎の実情に沿った計

画をしている地区が半数程度はあることが明らかと

なった．老朽化した施設設備の更新や新設だけでな

く，それらをつなぐ取組や，周辺を含めてエリア特

化させることといった空間づくりの戦略がが，中心

市街地にとっては必要であり，向上と言える点である．

　

　以上より，二期計画において向上している点を整

理すると，以下の三点見出された．

1　一期計画を踏まえ二期計画では，指標の数と内容

の調整をすること

2　一期計画を踏まえ二期計画では，中心市街地区域

のエリア範囲の調整をすること

3　一期計画を踏まえ二期計画では，中心市街地の在

り方を考慮した計画とすること

　まず必要なのは，「一期計画の見直しと反省を行っ

ているか」どうかであり，その上で「中心市街地を広

域に捉えた計画とされているか」のような，一期計画

と比べて発展的な取組が計画されているかどうかで，

中心市街地活性化基本計画の二期計画が向上してい

るかどうかを見ることができる．

5　おわりに

　中心市街地活性化基本計画の一期から二期におけ

る向上についての検討していくなかで，評価と集計

を行った際，3章1節から3節を全て実施している地

区と，全て未実施の地区とがあったことが気になった．

　いずれも二期まで計画をしている地区であるが，

その計画内容や一期計画からの更新具合には大きく

差があることがわかった．計画自体の考え方の違い

や，中心市街地の現状の違い等，いくつか原因を予

想することはできるが，このような現状となった理

由については，今後の研究課題とする．
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 Commercial area are declining in the central urban area of the local city as indicated by the movement of 
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we are to keep them as commercially viable, comvenient and attractive plans that benefit the city and ist citizens.  The 

government made the act on vitalization in city centers to promote better planning.  Since 2006, cities must make 

city center revitalization plans that show comprehensive regeneration of city centers.  This vision includes not only 

commercial renovation, but housing and public services.  City center revitalization plans must be improved by the 

PDCA cycle.

 This study revealed that three following improvements can be seen by comparing the city center revitaliation 

plans for the first stage and the second stage, 1) improvement of plan indicators, 2) strategic planning area, 3) refine 

target.
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