
学 ぶ （2）中心市街地活性化法の認定事例 

（2）ー①　＜山口県山口市の事例＞ 

【概要】 

　山口市をとりまく社会経済情勢の変化やモータリゼーションの進展による郊外大型

店の出店により中心市街地の魅力低下が懸念されていました。　　 

　山口市では持続可能なコンパクトなまちづくりが求められており、旧ダイエー山口

店の撤退後の老朽化が進む「どうもんビル」の再生は急務となっていました。地元の

商店街組合や住民、市といった地権者の協力の下、環境配慮型の複合商業施設を

整備することで、中心市街地の核施設を再生し、集客力の向上及びまちの賑わいの

創出を目指しています。 

 

・どうもんパーク整備事業（平成19年12月オープン） 

　ダイエー山口店撤退後の跡地を活用し、中心市街地に不足している食料

品スーパーマーケット、教養文化施設などのテナントミックス施設を整備。併せ

て、イベントの開催や生ごみリサイクルによる環境に配慮したソフト事業などを

展開し、商業の活性化及び福祉の増進を行っています。 

・どうもんパーク活性化事業 

　中心市街地に不足する機能を備えた施設を整備し、併せてソフト事業を展

開することで、直接的には通行量や小売業販売額の増加、また、間接的には

利便性向上による居住人口の増加に寄与し、中心市街地の西の核施設とし

て、にぎわいが創出されています。 

主な取組 

　平成18年度において、同ビル前地点の休日通行量は4,042人でしたが、施

設完成後、平成20年度には4,397人、平成21年度では4,208人となっています。

また、民間事業者のマンションや借上型市営住宅が整備され、まちなか居住人

口が増加しています。 

取組の成果 

戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金を活用 

■道場門前商店街振興組合の基礎データ 
　立地：駅前 
　規模：300ｍのアーケード 
　店舗数：60店（会員登録店数） 

■どうもんパーク事業の基礎データ 
　実施主体：道場門前商店街振興組合 
　支援措置：戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金 
　（敷地面積：2,635m2、延床面積：3,442ｍ2、鉄骨2階建） 

どうもんパーク外観 

生ごみリサイクルの取組 
（内閣府「中心市街地活性化取組み事例集」参照） 

指　標 

商店街通行量（人／日） 

小売業年間商品販売額（百万円） 

居住人口（人） 

基準値 最新値 

54,252　（平成18年度） 

10,731　（平成15年度） 

  3,968　（平成18年度） 

43,829　（平成21年度） 

9,724　（平成20年度） 

  4,249　（平成21年度） 

目標値 

56,000　（平成23年度） 

11,000　（　　 〃 　　） 

4,200　（　　 〃 　　） 

 

P31参照→ 
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学 ぶ （1）中心市街地活性化法の概要 

中心市街地活性化法の概要 

　人口減少や少子高齢化が進展し、高齢者も含めた地域住民が手軽に買い物に行ける住民にとって住みやすい、コンパクトで

にぎわいあふれるまちづくりの推進が求められています。このような中、政府は、平成18年8月22日に中心市街地活性化法を改正

し、中心市街地の活性化に主体的に取組む意欲ある市町村を、関係省庁が連携し重点的に支援することとなっています。 

基本理念 
　快適で魅力ある生活環境の形成、都市機能の集積、創造的な事業活動の促進を基本とし、地域の関係者が主体的に

取組み、それに対し国が集中的に支援を行います。 

支援スキーム 

中心市街地活性化本部（本部長：内閣総理大臣、構成員：全ての閣僚） 

（新）基本方針 

（新）基本計画 

中心市街地活性化協議会 

認定特定民間中心市街地 

活性化事業計画 

その他の支援措置 

（基本方針の案の作成） ※閣議決定 

※内閣総理 
　大臣認定 

※主務大臣認定 

（基本方針に基づき 
　　　　市町村が作成） 

（基本計画 
  への意見） 

（事業の 
  実施者等 
  で組織） 

（事業実施者は協議会での 
  議論を経て、主務大臣に 
  認定申請） 

市街地の 
整備改善 

・中心市街地整備推進機構の 
  対象の拡大 

商業の 
活性化等 

・大店立地法の特例の創設 
 （特区措置の全国展開） 

認定基本計画への支援措置 

市町村経由 

市街地の 
整備改善 

・地方住宅供給公社の設立・業務の特例［新設］ 
まちなか住居 
の推進 

商業の 
活性化等 

（上記事業と一体的に行う事業） 

・大店立地法の特例［新設］ 
・中小企業基盤整備機構の業務特例 

公共交通機関 
の利便増進 ・共通乗車船券制度に係る届出の簡素化［新設］ 

（上記事業と一体的に行う事業） 

特定事業 

・信用保険の特例 
・食品流通構造改善促進機構の業務特例 
・道路運送法の特例 
・貨物利用運送事業法／貨物自動車運送事業法の特例 

認定特定民間中心市街地活性化事業計画への支援措置 

商業の 
活性化等 

・中小企業基盤整備機構の業務特例 
・信用保険法の特例 
・地方税の不均一課税 

都市福利施設 
の整備 

・路外駐車場の特例 
・中心市街地公共空地等に係る樹木保存法の特例［新設］ 
・事業用地適正化計画の認定の特例［新設］ 

・土地区画整理事業の保留地の特例［拡充］ 
・共同住宅供給事業に対する支援制度［新設］ 



学 ぶ （2）中心市街地活性化法の認定事例 

（2）ー①　＜山口県山口市の事例＞ 

【概要】 

　山口市をとりまく社会経済情勢の変化やモータリゼーションの進展による郊外大型

店の出店により中心市街地の魅力低下が懸念されていました。　　 

　山口市では持続可能なコンパクトなまちづくりが求められており、旧ダイエー山口

店の撤退後の老朽化が進む「どうもんビル」の再生は急務となっていました。地元の

商店街組合や住民、市といった地権者の協力の下、環境配慮型の複合商業施設を

整備することで、中心市街地の核施設を再生し、集客力の向上及びまちの賑わいの

創出を目指しています。 

 

・どうもんパーク整備事業（平成19年12月オープン） 

　ダイエー山口店撤退後の跡地を活用し、中心市街地に不足している食料

品スーパーマーケット、教養文化施設などのテナントミックス施設を整備。併せ

て、イベントの開催や生ごみリサイクルによる環境に配慮したソフト事業などを

展開し、商業の活性化及び福祉の増進を行っています。 

・どうもんパーク活性化事業 

　中心市街地に不足する機能を備えた施設を整備し、併せてソフト事業を展

開することで、直接的には通行量や小売業販売額の増加、また、間接的には

利便性向上による居住人口の増加に寄与し、中心市街地の西の核施設とし

て、にぎわいが創出されています。 

主な取組 

　平成18年度において、同ビル前地点の休日通行量は4,042人でしたが、施

設完成後、平成20年度には4,397人、平成21年度では4,208人となっています。

また、民間事業者のマンションや借上型市営住宅が整備され、まちなか居住人

口が増加しています。 

取組の成果 

戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金を活用 

■道場門前商店街振興組合の基礎データ 
　立地：駅前 
　規模：300ｍのアーケード 
　店舗数：60店（会員登録店数） 

■どうもんパーク事業の基礎データ 
　実施主体：道場門前商店街振興組合 
　支援措置：戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金 
　（敷地面積：2,635m2、延床面積：3,442ｍ2、鉄骨2階建） 

どうもんパーク外観 

生ごみリサイクルの取組 
（内閣府「中心市街地活性化取組み事例集」参照） 

指　標 

商店街通行量（人／日） 

小売業年間商品販売額（百万円） 

居住人口（人） 

基準値 最新値 

54,252　（平成18年度） 

10,731　（平成15年度） 

  3,968　（平成18年度） 

43,829　（平成21年度） 

9,724　（平成20年度） 

  4,249　（平成21年度） 

目標値 

56,000　（平成23年度） 

11,000　（　　 〃 　　） 

4,200　（　　 〃 　　） 

 

P31参照→ 
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学 ぶ （1）中心市街地活性化法の概要 

中心市街地活性化法の概要 

　人口減少や少子高齢化が進展し、高齢者も含めた地域住民が手軽に買い物に行ける住民にとって住みやすい、コンパクトで

にぎわいあふれるまちづくりの推進が求められています。このような中、政府は、平成18年8月22日に中心市街地活性化法を改正

し、中心市街地の活性化に主体的に取組む意欲ある市町村を、関係省庁が連携し重点的に支援することとなっています。 

基本理念 
　快適で魅力ある生活環境の形成、都市機能の集積、創造的な事業活動の促進を基本とし、地域の関係者が主体的に

取組み、それに対し国が集中的に支援を行います。 

支援スキーム 

中心市街地活性化本部（本部長：内閣総理大臣、構成員：全ての閣僚） 

（新）基本方針 

（新）基本計画 

中心市街地活性化協議会 

認定特定民間中心市街地 

活性化事業計画 

その他の支援措置 

（基本方針の案の作成） ※閣議決定 

※内閣総理 
　大臣認定 

※主務大臣認定 

（基本方針に基づき 
　　　　市町村が作成） 

（基本計画 
  への意見） 

（事業の 
  実施者等 
  で組織） 

（事業実施者は協議会での 
  議論を経て、主務大臣に 
  認定申請） 

市街地の 
整備改善 

・中心市街地整備推進機構の 
  対象の拡大 

商業の 
活性化等 

・大店立地法の特例の創設 
 （特区措置の全国展開） 

認定基本計画への支援措置 

市町村経由 

市街地の 
整備改善 

・地方住宅供給公社の設立・業務の特例［新設］ 
まちなか住居 
の推進 

商業の 
活性化等 

（上記事業と一体的に行う事業） 

・大店立地法の特例［新設］ 
・中小企業基盤整備機構の業務特例 

公共交通機関 
の利便増進 ・共通乗車船券制度に係る届出の簡素化［新設］ 

（上記事業と一体的に行う事業） 

特定事業 

・信用保険の特例 
・食品流通構造改善促進機構の業務特例 
・道路運送法の特例 
・貨物利用運送事業法／貨物自動車運送事業法の特例 

認定特定民間中心市街地活性化事業計画への支援措置 

商業の 
活性化等 

・中小企業基盤整備機構の業務特例 
・信用保険法の特例 
・地方税の不均一課税 

都市福利施設 
の整備 

・路外駐車場の特例 
・中心市街地公共空地等に係る樹木保存法の特例［新設］ 
・事業用地適正化計画の認定の特例［新設］ 

・土地区画整理事業の保留地の特例［拡充］ 
・共同住宅供給事業に対する支援制度［新設］ 



学 ぶ （2）中心市街地活性化の認定事例 ＜北海道内の事例＞ 

中心市街地活性化の取組事例　＜北海道内の事例＞ 

■フラノ・マルシェ運営会社 ふらのまちづくり（株）について 

・賑わい再生拠点施設整備事業 

　複合交通ターミナルとして整備される再開発ビル内に商業床を取得し、シネ

コンや飲食物販売施設を導入しています。 

・ストリートギャラリーとパフォーマンス事業 

　店のウィンドウや店舗の一部、アーケードをギャラリーやステージとして開放

し、様々な展示会や路上ライブ、パフォーマンスを実施する。その際、まち全体

で4つのどうぞ運動を行っています。（「イス」、「トイレ」、「お茶」、「お荷物あ

ずかり」） 

稚内市の主な取組 

　地域活性化を目的として、都市開発に関する企画・調整、設計及びコンサルタント業務や、施設の管理運営、各種

イベントの企画、運営及び受託に関する業務など、公共性の高い事業を主たる業務として事業展開し、富良野市の

中心市街地の活性化に寄与することを目的として平成15年に設立された。 

目的 

・富良野市中心市街地活性化センター　健康増進施設「ふらっと」の施設運営 

・各種イベント事業の実施（土曜朝市、ビアガーデン、フリーマーケットの開催など） 

・起業家支援事業（チャレンジショップ事業）　・「フラノ・マルシェ」の運営管理 

主な業務内容 

フラノ・マルシェの仕掛け人 

・ラルズ跡地活用事業 

　大規模店舗跡地の空き地を活用して、対面式のこだわり商店が集合した共

同店舗、無料休憩所、ユニバーサルトイレ、カフェや駐車場を整備し広場にお

いてイベントを定期的に開催しています。 

・ラルズ跡地活用事業に伴った関連事業 

　ぷらっとパーク活性化事業／百餅祭り4条通り商店街協賛事業 

岩見沢市の主な取組 

西本　伸顕さん 
大手広告代理店に入社。その後地元企業である北印（株）
にて代表取締役を務め、現在、ふらのまちづくり（株）代表取
締役社長、富良野商工会議所常議員を兼任。 
 

湯浅　篤さん 
昭和58年に（株）ゆあさを設立し代表取締役を務める。現在はふらのまちづくり（株）
専務取締役、富良野商工会議所常議員を兼任。 

本田　浩司さん 
昭和58年に第3セクター管理運
営会社に入社。その後、現在は
ふらのまちづくり（株）に勤務。 

フラノ・マルシェは
活性化の本丸では
ないのさ。まだまだ
構想があるんだよ。 

テナントが自立するように支援する事も
フラノ・マルシェの役割。ブランド力を
高め、収益性を大切にすることが大事。 

活性化には各世代毎に役割
分担が必要。この取組みで
一体感が生まれたよ。客観
的に街を見ることだね。 

（内閣府「中心市街地活性化取組み事例集」参照） 

学 ぶ （2）中心市街地活性化の認定事例 

（2）ー②　＜北海道富良野市の事例＞ 

【概要】 

　富良野市では市郊外や隣接町にある観光スポットには年間約200万人が訪れてい

ますが、中心市街地へは約8万人しか引き込めない現状です。 

　また、大型店の撤退や隣接町への大型SCの出店、さらに中心市街地の核であった

大型病院が移転し、中心市街地の衰退が顕著になっていきました。　　　 

　このような現状を受け、富良野の豊かな食文化を味わってもらう場であるとともに、観

光客へのおもてなしの場、市民の集いの場、富良野の魅力発信の場となる拠点施設「フ

ラノ・マルシェ」開発事業がスタートしました。 

 

・フラノ・マルシェ開発事業 

　国道38号沿いで、将来は地域高規格道路の出入り口ともなる富良野協会

病院跡地（約2,000坪）を活用し、観光滞留拠点の複合集客施設と大型駐

車場を兼ね備え、富良野らしい景観を備えた「飲食モール」と富良野の食材を

生かした「食文化の発信基地」として機能させ、季節感豊かなイベントを実施

し賑わいを創出する場として、平成22年4月にオープンしました。 

主な取組 

・「富良野の農と食の魅力」を内外に発信。 

・「まちの情報」を提供し、まちなか回遊へと展開。 

・「まちの縁側」として大勢の人々が自由に集い、交流の輪を広げる場の形成。 

・富良野の魅力のある農産物を「食べ・作り・集い・語らう」 

  豊かさを享受する「市民の憩いの場」を提供。 

事業計画のポイント 

　平成22年4月にオープンした「フラノ・マルシェ」は平成22年9月末までの利用者が約35万人となっており施設売上は

3億6千万円にのぼっています。 

　また、フラノ・マルシェオープンにより富良野市内を回遊する方が増加し、周辺飲食店の売上も3割～2倍の割合で

増加しています。市内への間接的効果も今後、より期待されています。 

取組の成果 

・歩行者通行量（人/日）： 3,094（平成19年度）　⇒　3,700（平成25年度） 

・居住人口（人）： 2,741（平成19年度）　⇒　2,900（平成25年度） 

中心市街地活性化の目標［計画期間：H20.11～H26.3（5年5カ月）］ 

戦略的中心市街地商業等活性化支援事業補助金を活用 

■フラノ・マルシェ開発事業の基礎データ 
　・実施主体：ふらのまちづくり（株） 
　・支援措置：戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金 
　（敷地面積：6,634m2、延床面積：1,336ｍ2、駐車場：93台） 
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学 ぶ （2）中心市街地活性化の認定事例 ＜北海道内の事例＞ 

中心市街地活性化の取組事例　＜北海道内の事例＞ 

■フラノ・マルシェ運営会社 ふらのまちづくり（株）について 

・賑わい再生拠点施設整備事業 

　複合交通ターミナルとして整備される再開発ビル内に商業床を取得し、シネ

コンや飲食物販売施設を導入しています。 

・ストリートギャラリーとパフォーマンス事業 

　店のウィンドウや店舗の一部、アーケードをギャラリーやステージとして開放

し、様々な展示会や路上ライブ、パフォーマンスを実施する。その際、まち全体

で4つのどうぞ運動を行っています。（「イス」、「トイレ」、「お茶」、「お荷物あ

ずかり」） 

稚内市の主な取組 

　地域活性化を目的として、都市開発に関する企画・調整、設計及びコンサルタント業務や、施設の管理運営、各種

イベントの企画、運営及び受託に関する業務など、公共性の高い事業を主たる業務として事業展開し、富良野市の

中心市街地の活性化に寄与することを目的として平成15年に設立された。 

目的 

・富良野市中心市街地活性化センター　健康増進施設「ふらっと」の施設運営 

・各種イベント事業の実施（土曜朝市、ビアガーデン、フリーマーケットの開催など） 

・起業家支援事業（チャレンジショップ事業）　・「フラノ・マルシェ」の運営管理 

主な業務内容 

フラノ・マルシェの仕掛け人 

・ラルズ跡地活用事業 

　大規模店舗跡地の空き地を活用して、対面式のこだわり商店が集合した共

同店舗、無料休憩所、ユニバーサルトイレ、カフェや駐車場を整備し広場にお

いてイベントを定期的に開催しています。 

・ラルズ跡地活用事業に伴った関連事業 

　ぷらっとパーク活性化事業／百餅祭り4条通り商店街協賛事業 

岩見沢市の主な取組 

西本　伸顕さん 
大手広告代理店に入社。その後地元企業である北印（株）
にて代表取締役を務め、現在、ふらのまちづくり（株）代表取
締役社長、富良野商工会議所常議員を兼任。 
 

湯浅　篤さん 
昭和58年に（株）ゆあさを設立し代表取締役を務める。現在はふらのまちづくり（株）
専務取締役、富良野商工会議所常議員を兼任。 

本田　浩司さん 
昭和58年に第3セクター管理運
営会社に入社。その後、現在は
ふらのまちづくり（株）に勤務。 

フラノ・マルシェは
活性化の本丸では
ないのさ。まだまだ
構想があるんだよ。 

テナントが自立するように支援する事も
フラノ・マルシェの役割。ブランド力を
高め、収益性を大切にすることが大事。 

活性化には各世代毎に役割
分担が必要。この取組みで
一体感が生まれたよ。客観
的に街を見ることだね。 

（内閣府「中心市街地活性化取組み事例集」参照） 

学 ぶ （2）中心市街地活性化の認定事例 

（2）ー②　＜北海道富良野市の事例＞ 

【概要】 

　富良野市では市郊外や隣接町にある観光スポットには年間約200万人が訪れてい

ますが、中心市街地へは約8万人しか引き込めない現状です。 

　また、大型店の撤退や隣接町への大型SCの出店、さらに中心市街地の核であった

大型病院が移転し、中心市街地の衰退が顕著になっていきました。　　　 

　このような現状を受け、富良野の豊かな食文化を味わってもらう場であるとともに、観

光客へのおもてなしの場、市民の集いの場、富良野の魅力発信の場となる拠点施設「フ

ラノ・マルシェ」開発事業がスタートしました。 

 

・フラノ・マルシェ開発事業 

　国道38号沿いで、将来は地域高規格道路の出入り口ともなる富良野協会

病院跡地（約2,000坪）を活用し、観光滞留拠点の複合集客施設と大型駐

車場を兼ね備え、富良野らしい景観を備えた「飲食モール」と富良野の食材を

生かした「食文化の発信基地」として機能させ、季節感豊かなイベントを実施

し賑わいを創出する場として、平成22年4月にオープンしました。 

主な取組 

・「富良野の農と食の魅力」を内外に発信。 

・「まちの情報」を提供し、まちなか回遊へと展開。 

・「まちの縁側」として大勢の人々が自由に集い、交流の輪を広げる場の形成。 

・富良野の魅力のある農産物を「食べ・作り・集い・語らう」 

  豊かさを享受する「市民の憩いの場」を提供。 

事業計画のポイント 

　平成22年4月にオープンした「フラノ・マルシェ」は平成22年9月末までの利用者が約35万人となっており施設売上は

3億6千万円にのぼっています。 

　また、フラノ・マルシェオープンにより富良野市内を回遊する方が増加し、周辺飲食店の売上も3割～2倍の割合で

増加しています。市内への間接的効果も今後、より期待されています。 

取組の成果 

・歩行者通行量（人/日）： 3,094（平成19年度）　⇒　3,700（平成25年度） 

・居住人口（人）： 2,741（平成19年度）　⇒　2,900（平成25年度） 

中心市街地活性化の目標［計画期間：H20.11～H26.3（5年5カ月）］ 

戦略的中心市街地商業等活性化支援事業補助金を活用 

■フラノ・マルシェ開発事業の基礎データ 
　・実施主体：ふらのまちづくり（株） 
　・支援措置：戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金 
　（敷地面積：6,634m2、延床面積：1,336ｍ2、駐車場：93台） 
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学 ぶ （3）北海道の中心市街地活性化基本計画の認定事例 

北海道内の認定事例紹介（7事例） 

それぞれの中心市街地活性化の目標とその達成状況について認定を受けた道内7都市について整理します。 

帯広市の概要　（認定日：H19.8.27） 
人口：168,629人（中心市街地2,818人） 

協 議 会：帯広市中心市街地活性化協議会 

都市規模：約618.94km2（中心市街地 140ha） 

 

■目標に基づく指標（計画期間：H19.8～H24.3（4年8カ月）） 

歩行者通行量 

まちなか居住者数 

活動拠点施設利用率 

2,892人（平成18年度） 3,650人（平成23年度） 2,804人（平成21年度） 

14,367人（平成18年度） 19,000人（平成23年度） 10,857人（平成21年度） 

基準値 目標値 最新値 

72.0％（平成18年度） 76.4％（平成23年度） 78.9％（平成21年度） 

小樽市の概要　（認定日：H20.7.9） 
人口：137,456人（中心市街地12,009人） 

協 議 会：小樽市中心市街地活性化協議会 

都市規模：約243.30km2（中心市街地 180ha） 

■目標に基づく指標（計画期間：H20.7～H25.3（4年9カ月）） 

中心市街地の居住人口 

中心市街地の歩行者通行量 

中心市街地の宿泊客数 

29,627人（平成19年度） 31,700人（平成24年度） 24,240人（平成21年度） 

14,455人（平成19年度） 15,000人（平成24年度） 14,317人（平成21年度） 

基準値 目標値 最新値 

438,846人（平成18年度） 455,000人（平成24年度） 412,266人（平成20年度） 

滝川市の概要　（認定日：H20.3.12） 
人口：44,474人（中心市街地3,048人） 

協 議 会：滝川市中心市街地活性化協議会 

都市規模：約115.82km2（中心市街地 92.5ha） 

■目標に基づく指標（計画期間：H20.3～H25.3（5年1カ月）） 

コミュニティ施設等利用者数 

まちなか居住人口 

歩行者・自転車通行量 

2,660人（平成18年度） 2,800人（平成24年度） 2,752人（平成21年度） 

64,773人（平成18年度） 112,000人（平成24年度） 88,020人（平成21年度） 

基準値 目標値 最新値 

7,008人（平成18年度） 10,000人（平成24年度） 9,062人（平成21年度） 

空き店舗数 38店（平成19年度） 30店（平成24年度） 38店（平成21年度） 

砂川市の概要　（認定日：H19.8.27） 
人口：19,349人（中心市街地6,039人） 

協 議 会：砂川市中心市街地活性化協議会 

都市規模：約78.69km2（中心市街地 202ha） 

■目標に基づく指標（計画期間：H19.8～H24.8（5年1カ月）） 

まちなか平均通行量 

まちなか居住人口 

小売業年間商品販売額 

3,633人（平成18年度） 4,400人（平成23年度） 3,228人（平成21年度） 

6,052人（平成18年度） 6,200人（平成23年度） 5,962人（平成21年度） 

基準値 目標値 最新値 

15,738百万円（平成18年度） 16,200百万円（平成23年度） 15,202百万円（平成21年度） 

富良野市の概要　（認定日：H20.11.11） 
人口：24,607人（中心市街地2,708人） 

協 議 会：富良野市中心市街地活性化協議会 

都市規模：約600.97km2（中心市街地 77ha） 

■目標に基づく指標（計画期間：H20.11～H26.3（5年5カ月）） 

居住人口 

歩行者通行量 3,094人（平成19年度） 3,700人（平成25年度） ー 

2,741人（平成19年度） 2,900人（平成25年度） ー 

基準値 目標値 最新値 

岩見沢市の概要　（認定日：H20.11.11） 
人口：91,571人（中心市街地4,674人） 

協 議 会：岩見沢市中心市街地活性化協議会 

都市規模：約481.10km2（中心市街地 147ha） 

■目標に基づく指標（計画期間：H20.11～H25.3（4年5カ月）） 

中心市街地歩行者 
通行量（平日） 

中心市街地居住人口 

中心市街地従業者数 

4,740人（平成19年度） 5,000人（平成24年度） ー 

5,356人（平成19年度） 5,700人（平成24年度） ー 

基準値 目標値 最新値 

8,840人（平成18年度） 8,900人（平成24年度） ー 

稚内市の概要　（認定日：H21.6.30） 
人口：39,350人（中心市街地2,426人） 

協 議 会：稚内市中心市街地活性化協議会 

都市規模：約760.8km2（中心市街地 79ha） 

■目標に基づく指標（計画期間：H21.6～H25.3（3年9カ月）） 

中心市街地の定住人口 

歩行者通行量 

主要施設利用者 

938人（平成19年度） 1,079人（平成24年度） ー 

2,576人（平成19年度） 2,584人（平成24年度） ー 

基準値 目標値 最新値 

240,900人（平成19年度） 427,100人（平成24年度） ー 

暮らし・にぎわい再生事業を活用 

（2）ー③　＜和歌山県和歌山市の事例＞ 

学 ぶ （2）中心市街地活性化法の認定事例 

【概要】 

　旧丸正百貨店は中心市街地の象徴的な商業施設として強く支持されてきました。し

かし、中心市街地の主要施設（県立大学など）の郊外移転や長期にわたる景気低迷の

影響を受け平成13年に倒産、閉店となりました。 

　その後平成18年に和島興産が土地建物を取得、和歌山市長も旧丸正百貨店を中心

市街地活性化の中核として位置付けたことが契機となり、平成19年近畿地方ではじめて

の中心市街地活性化基本計画の認定を受け現在再生へと動き出しています。 

取組1　【和歌山元気まちおこし特区の認定による大型店の中心市街地への立地誘導】 

　中心市街地の賑わいの創出を図り、平成15 年に「和歌山元気まちおこし特区」の認定（大規模小売店舗立地法の特例）を

受け、この特区制度を活用して、平成17年10月、大丸百貨店跡にドン・キホーテが出店しました。 

　地元民間事業者は、中心市街地活性化基本計画認定後の平成19年11月に複合施設「フォルテ・ワジマ」をオープン。また、

「ぶらくり丁」の6つの商店街で構成する中央商店街連合会では、平成18年12月に、実質的な活動部隊である「和歌山市中

央商店街活性化委員会」を発足させ、各商店街が連携したイベント、商店街情報発信のためのフリーペーパーの作成、集客力・

能力向上を目指しています。 

取組2　【旧丸正百貨店ビル暮らし・にぎわい再生事業】 

　空きスペースでは、まちづくり連携事業運営委員会を主体とし、まちづくりの担い手となる人材の育成や社会貢献を目指すと

共に、賑わいの創出を図ることを目的としたまちなか交流スペース『みんなの学校』をオープンしています。 

取組3　【まちなか交流スペース「みんなの学校」】 

■複合施設基礎データ 
　所 在 地：和歌山県和歌山市本町2丁目1  
　敷地面積：3,712m2 
　延床面積：22,267m2 
　導入施設の主要用途：公益施設（教育文化施設） 
　　　　　　　　　　　ミュージアム、カルチャーセンター、 
　　　　　　　　　　　おもちゃミュージアム、 
　　　　　　　　　　　商業施設、オフィス 

■和歌山県和歌山市の概要（2010年8月現在） 
　人口：369,187人 
　世帯数：151,856世帯 
　高齢化率：25.5％（2005年10月） 

■ぶらくり丁商店街基礎データ 
　名称：ぶらくり丁商店街（6つの商店街で構成） 
　所在地：和歌山市中ノ店南ノ丁 
　組合名：ぶらくり丁商店街協同組合 
　総店舗数：250店（会員登録店数） 
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学 ぶ （3）北海道の中心市街地活性化基本計画の認定事例 

北海道内の認定事例紹介（7事例） 

それぞれの中心市街地活性化の目標とその達成状況について認定を受けた道内7都市について整理します。 

帯広市の概要　（認定日：H19.8.27） 
人口：168,629人（中心市街地2,818人） 

協 議 会：帯広市中心市街地活性化協議会 

都市規模：約618.94km2（中心市街地 140ha） 

 

■目標に基づく指標（計画期間：H19.8～H24.3（4年8カ月）） 

歩行者通行量 

まちなか居住者数 

活動拠点施設利用率 

2,892人（平成18年度） 3,650人（平成23年度） 2,804人（平成21年度） 

14,367人（平成18年度） 19,000人（平成23年度） 10,857人（平成21年度） 

基準値 目標値 最新値 

72.0％（平成18年度） 76.4％（平成23年度） 78.9％（平成21年度） 

小樽市の概要　（認定日：H20.7.9） 
人口：137,456人（中心市街地12,009人） 

協 議 会：小樽市中心市街地活性化協議会 

都市規模：約243.30km2（中心市街地 180ha） 

■目標に基づく指標（計画期間：H20.7～H25.3（4年9カ月）） 

中心市街地の居住人口 

中心市街地の歩行者通行量 

中心市街地の宿泊客数 

29,627人（平成19年度） 31,700人（平成24年度） 24,240人（平成21年度） 

14,455人（平成19年度） 15,000人（平成24年度） 14,317人（平成21年度） 

基準値 目標値 最新値 

438,846人（平成18年度） 455,000人（平成24年度） 412,266人（平成20年度） 

滝川市の概要　（認定日：H20.3.12） 
人口：44,474人（中心市街地3,048人） 

協 議 会：滝川市中心市街地活性化協議会 

都市規模：約115.82km2（中心市街地 92.5ha） 

■目標に基づく指標（計画期間：H20.3～H25.3（5年1カ月）） 

コミュニティ施設等利用者数 

まちなか居住人口 

歩行者・自転車通行量 

2,660人（平成18年度） 2,800人（平成24年度） 2,752人（平成21年度） 

64,773人（平成18年度） 112,000人（平成24年度） 88,020人（平成21年度） 

基準値 目標値 最新値 

7,008人（平成18年度） 10,000人（平成24年度） 9,062人（平成21年度） 

空き店舗数 38店（平成19年度） 30店（平成24年度） 38店（平成21年度） 

砂川市の概要　（認定日：H19.8.27） 
人口：19,349人（中心市街地6,039人） 

協 議 会：砂川市中心市街地活性化協議会 

都市規模：約78.69km2（中心市街地 202ha） 

■目標に基づく指標（計画期間：H19.8～H24.8（5年1カ月）） 

まちなか平均通行量 

まちなか居住人口 

小売業年間商品販売額 

3,633人（平成18年度） 4,400人（平成23年度） 3,228人（平成21年度） 

6,052人（平成18年度） 6,200人（平成23年度） 5,962人（平成21年度） 

基準値 目標値 最新値 

15,738百万円（平成18年度） 16,200百万円（平成23年度） 15,202百万円（平成21年度） 

富良野市の概要　（認定日：H20.11.11） 
人口：24,607人（中心市街地2,708人） 

協 議 会：富良野市中心市街地活性化協議会 

都市規模：約600.97km2（中心市街地 77ha） 

■目標に基づく指標（計画期間：H20.11～H26.3（5年5カ月）） 

居住人口 

歩行者通行量 3,094人（平成19年度） 3,700人（平成25年度） ー 

2,741人（平成19年度） 2,900人（平成25年度） ー 

基準値 目標値 最新値 

岩見沢市の概要　（認定日：H20.11.11） 
人口：91,571人（中心市街地4,674人） 

協 議 会：岩見沢市中心市街地活性化協議会 

都市規模：約481.10km2（中心市街地 147ha） 

■目標に基づく指標（計画期間：H20.11～H25.3（4年5カ月）） 

中心市街地歩行者 
通行量（平日） 

中心市街地居住人口 

中心市街地従業者数 

4,740人（平成19年度） 5,000人（平成24年度） ー 

5,356人（平成19年度） 5,700人（平成24年度） ー 

基準値 目標値 最新値 

8,840人（平成18年度） 8,900人（平成24年度） ー 

稚内市の概要　（認定日：H21.6.30） 
人口：39,350人（中心市街地2,426人） 

協 議 会：稚内市中心市街地活性化協議会 

都市規模：約760.8km2（中心市街地 79ha） 

■目標に基づく指標（計画期間：H21.6～H25.3（3年9カ月）） 

中心市街地の定住人口 

歩行者通行量 

主要施設利用者 

938人（平成19年度） 1,079人（平成24年度） ー 

2,576人（平成19年度） 2,584人（平成24年度） ー 

基準値 目標値 最新値 

240,900人（平成19年度） 427,100人（平成24年度） ー 

暮らし・にぎわい再生事業を活用 

（2）ー③　＜和歌山県和歌山市の事例＞ 

学 ぶ （2）中心市街地活性化法の認定事例 

【概要】 

　旧丸正百貨店は中心市街地の象徴的な商業施設として強く支持されてきました。し

かし、中心市街地の主要施設（県立大学など）の郊外移転や長期にわたる景気低迷の

影響を受け平成13年に倒産、閉店となりました。 

　その後平成18年に和島興産が土地建物を取得、和歌山市長も旧丸正百貨店を中心

市街地活性化の中核として位置付けたことが契機となり、平成19年近畿地方ではじめて

の中心市街地活性化基本計画の認定を受け現在再生へと動き出しています。 

取組1　【和歌山元気まちおこし特区の認定による大型店の中心市街地への立地誘導】 

　中心市街地の賑わいの創出を図り、平成15 年に「和歌山元気まちおこし特区」の認定（大規模小売店舗立地法の特例）を
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　空きスペースでは、まちづくり連携事業運営委員会を主体とし、まちづくりの担い手となる人材の育成や社会貢献を目指すと
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■複合施設基礎データ 
　所 在 地：和歌山県和歌山市本町2丁目1  
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　世帯数：151,856世帯 
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P31参照→ 

（内閣府「中心市街地活性化取組み事例集」参照） 

★ 
フォルテ・ 
ワジマ 



（1）事業計画の作成や取組実践に対する支援 行 動する 
事業計画の作成に対する支援 

　中心市街地活性化法に規定する認定基本計画に基づき、「都市機能の市街地集約」と「中心市街地のにぎわい回復」の

双方を一体的に取り組む中心市街地であって、商店街・商業者、民間事業者等が地権者などの幅広い関係者の参画を得て

実施する取組について、「選択と集中」の視点から重点的に支援する。 

ハード事業…教養文化施設、テナントミックス店舗、 

　　　　　  駐車場、ファサード整備等 

ソフト事業…イベント開催、情報提供事業、 

　　　　　  空き店舗活用事業等 

 

戦略的中心市街地商業等活性化支援事業 

お問い合わせ先【北海道経済産業局 産業部 流通産業課 商業振興室】 ▼
 

所在地：〒060-0808　北海道札幌市北区北8条西2丁目　札幌第1合同庁舎 
Tel：011-709-2311（内線：2581）　Fax：011-709-2566 
E-mail：hokkaido-shogyo@meti.go.jp 
URL：http://www.hkd.meti.go.jp/information/shogyo/index.htm

補助金 補助金 

　「活力創出」、「水の安全・安心」、「市街地整備」、「地域住宅支援」の各政策目的を実現するため、地方公共団体が作成

した社会資本総合整備計画に基づき、目標実現のための基幹的な社会資本整備事業及び関連する社会資本整備やソフト事

業を総合的・一体的に支援する。 

　このうち、商業振興として活用可能な事業は「暮らし・にぎわい再生事業」、「都市再生整備計画事業」。 

社会資本整備総合交付金 

お問い合わせ先【国土交通省 大臣官房 社会資本整備総合交付金総合調整室】 ▼
 

所在地：〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3    Tel：03-5253-8697 
E-mail：kouhukin@mlit.go.jp 　URL：http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_000899.html

交付金 交付金 

公募対象者 補助率 補助金下限額 

1／2 
以内 

2／3 
以内 

民間事業者 
（全ての事業者より自治体を 
  除いたもの） 

ハード事業（ソフト事業と一体） 
 
ソフト事業 

 
1,000万円 
150万円 

2／3 
以内 

中小企業者 
（商工会議所、商工会、 
  商店街振興組合等） 

ハード事業 
ソフト事業 

2,000万円 
200万円 

民間事業者 
（まちづくり会社等） ハード事業 2,000万円 

中心市街地活性化基本計画の区域にお
いて公益施設等（医療施設、教育文化施設、
地域交流施設等）の立地を促進する。 
地方公共団体 
対象事業の交付対象の1/3以内 
（一定の要件を満たす場合は2/5以内） 
公益施設の新築支援、空きビル再生支援、
広場の整備支援（立体駐車場、賑わい交
流施設整備、公開空地整備等） 

概 　要： 
 
 
対 　象： 
交 付率： 
 
対象事業： 

市町村が作成した都市再生整備企計画
に基づき実施される事業を支援。 
市町村、中心市街地活性化協議会 
概ね4割（基本額となる国費は従来のまち
づくり交付金の国費率計算と同様。） 
地域交流センター整備、駐車場整備、空き
店舗活用事業、コミュニティバス社会実験
等 

概 　要： 
 
対 　象： 
交 付率： 
 
対象事業： 

暮らし・にぎわい再生事業 都市再生整備計画事業 
（旧まちづくり交付金） 

（1）事業計画の作成や取組実践に対する支援 行 動する 
事業計画の作成に対する支援 

　中心市街地活性化協議会の事務局を担う者が実施する事業（タウンマネージャーの設置、調査研究、タウンマネジメント診

断等）に対して支援を行う。 

・対象事業…タウンマネージャー設置、委員会開催、調査研究に係る経費等 

・対  象  者…商工会議所、商工会等　　　・補助率等…2/3以内、下限額200万円 

戦略的中心市街地商業等活性化支援事業（協議会支援） 

お問い合わせ先【北海道経済産業局 産業部 流通産業課 商業振興室】 ▼
 

所在地：〒060-0808　北海道札幌市北区北8条西2丁目　札幌第1合同庁舎 

Tel：011-709-2311（内線：2581）　Fax：011-709-2566 

E-mail：hokkaido-shogyo@meti.go.jp 

URL：http://www.hkd.meti.go.jp/information/shogyo/index.htm

　商店街等に専門家を派遣し、商店街の課題解決、イベント事業などについて商店街等の活性化を図るためのアドバイス行う。   

・対  象  者…商店街振興組合、事業協同組合等 

・補助制度…派遣累計日数が3 人・日、年間で最大60 人・日まで（基本計画認定地域は5人・日まで）は、派遣に係る費用を 

　　　　　  支援機関が負担。 

補助金 補助金 

中心市街地商業活性化アドバイザー派遣事業 

お問い合わせ先【独立行政法人中小企業基盤整備機構　地域経済振興部　まちづくり推進課】 ▼
 

所在地：〒105-8453　東京都港区虎ノ門3-5-1　虎ノ門37森ビル 

Tel：03-5470-1632（直通） 

URL：http://www.smrj.go.jp/keiei/kodoka/advice/index.html

専門家 
派遣 
専門家 
派遣 

　中心市街地活性化に関する勉強会やシンポジウム、調査分析に基づく課題整理・情報提供等を行う。 

・対  象  者…中心市街地活性化協議会、または協議会を組織しようとする者 

中心市街地商業活性化診断・サポート事業 

お問い合わせ先【独立行政法人中小企業基盤整備機構　北海道支部　地域振興課】 ▼
 

所在地：〒060-0002　北海道札幌市中央区北2条西1丁目1-1-7　ORE札幌ビル6階 

Tel：011-210-7473　Fax：011-210-7480 

URL：http://www.smrj.go.jp/keiei/machizukuri/034497.html

診断・ 
サポート 
診断・ 
サポート 
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