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概要

市街地の道路が持つ公共空間としての多様な機能が見直される中、道路空間の整備について、沿道

の施設や地域活動、公共交通サービス等との連携を通じ、景観形成や地域振興も視野に入れた総合的

な地域づくりへと効果的に結び付けることが求められている。

本資料は、道路空間再編を計画・実施する上での参考資料として、道路空間再編を実践する上での

留意事項を事業の段階別に整理するとともに、参照すべき点が多い国内外のベストプラクティスにつ

いて、ポイントとなる事項を解説したものである。

キーワード：道路空間再編、道路空間の利活用、ストリート・マネジメント、空間再配分、公共空間

Synopsis 

The reevaluation of streets as public spaces, serving diverse functions, has increased the 

demand for street construction projects which effectively promote area development in 

cooperation with roadside facilities, community activities and public transportation services. 

This manual offers key points and strategies for stakeholders concerned with street 

reconstruction projects, taking into consideration each phase of the project in order to insure its 

successful implementation by referring to domestic and foreign case studies with notable 

practices. 

Key words: street reconstruction, area development, street design, street management, 

public space 
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はじめに 

  

道路は、交通や空間に関わる多様な機能を持っており、市民の生活や社会経済活動を支える最も基本的な社会資

本の一つである。 

道路整備五箇年計画や社会資本整備重点計画等に基づく積極的な整備により、現在、一定の量的ストックが確保

されている一方、過去に整備された道路については、改築・更新の時期を迎えているものも少なくない。 

そのような中、特に市街地の道路については、少子高齢・人口減少社会の本格的な到来を背景として、従前にも増

して、各種機能を十分に発揮し、地域の振興・活性化に寄与することが求められている。 

平成 29 年 8 月に社会資本整備審議会・道路分科会から示された建議「道路・交通イノベーション～みちの機能向

上・利活用の追及による豊かな暮らしの実現へ～」においても、多様な地域ニーズに応じて道路空間を最大限に活用

するよう再構築を行うことの必要性が述べられているところである。 

 

このようなことから、国土技術政策総合研究所 緑化生態研究室では、平成 26～28 年度にかけて、国内 100 箇所及

び海外 10 箇所の先進事例を対象に、道路空間の再編手法に関する調査・研究に取り組んできた。 

本書は、その研究成果の一つとして、主に道路管理者やまちづくり部局の行政担当者向けに、道路空間の再編を通

じて地域づくりを進めていく際の手引きとなるよう、事業の構想・計画から維持管理に至る段階ごとの実施上のポイントな

どをとりまとめたものである。 

本書の構成や読み方については、この後の本文に記載を行っているが、行政担当者の皆さまには、本書を積極的に

活用し、地域づくりを支える道路空間再編の取り組みを具体的に実践いただくことを期待したい。 

最後になるが、本書のとりまとめにあたっては、下表に示した学識経験者の先生方からなる研究会を設置し、有益な

ご助言をいただいた。ここに記して、感謝の意を表するものである。 

また、事例調査へのご協力や資料提供をいただいた多くの地方公共団体などの皆さまにも、この場を借りて厚くお礼

申し上げる。 

 

平成３０年 2 月 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 

社会資本マネジメント研究センター 緑化生態研究室長 

舟久保 敏 

 

 

 

平成28年度 道路空間再編・利⽤研究会

伊藤 ⾹織 東京理科⼤学 理⼯学部 教授
川原 晋 ⾸都⼤学東京 都市環境学部 教授
崎⾕ 浩⼀郎 （有）ＥＡＵ 代表取締役
野原 卓 横浜国⽴⼤学⼤学院 都市イノベーション研究院 准教授
⽻藤 英⼆ 東京⼤学⼤学院 ⼯学系研究科 教授
福井 恒明 法政⼤学 デザイン⼯学部 教授
三浦 詩乃 横浜国⽴⼤学⼤学院 都市イノベーション研究院 助教
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表紙写真 そぞろ歩きが楽しいファサードと、それを支える通りの相互関係が、商業街の価値を高める 
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Ⅰ 地域づくりを支える道路空間再編の基本的な

考え方 
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  上手にしつらえられた路上のベンチは、社交の場になる 

（メキシコ・メキシコシティ） 

みちの中で展開するマーケットは、賑わいの場になる 

（ルクセンブルク・ルクセンブルク） 
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1. 手引きの目的・方針 
(1) 目的 

￭ 地域づくりを支える道路空間再編とは、道路空間の再配分や利用転換を通じて、地域活性化やエリア価値の

向上等を目指す取り組みである。 

￭ 本手引きは、地域づくりを支える道路空間再編を実践する上でのポイントを分かりやすく解説することで、取り

組みの全国展開を図るものである。 

 

(2) 対象 

￭ 本手引きは、主として道路管理者等の行政担当者が、まちなかに

おける道路の更新・改築を地域づくりへつなげる際に参考となるこ

とを念頭に作成した。 

￭ また、地域主導の「まちづくり・みちづくり」に取り組む民間主体など、

道路空間再編に関わる行政担当者以外の主体も活用できるように

した。 

 

(3) 本手引きの読み方 

￭ 道路空間再編による地域づくりの効果を上手く引き出すためには、エンドユーザーである住民の視点に立って

事業に取り組むことが重要である。そのため、本手引きは、住民の視点から具体的な取り組みを進めるための

手引きとなっている。 

￭ 道路空間再編には絶対的に正しい解がある訳ではない。そのため、本手引きは、地域づくりを支える道路空

間の再編・利用を推進するためのポイントやアイデアを網羅的に整理しているが、特定の答えを記載したもの

ではない。本手引きを参考に、関係者とともに地域が求める道路空間のあり方を検討することが、地域づくりを

支える道路空間再編の第一歩である。 

￭ 国内や海外各地で道路空間再編が取り組まれてきたが、それぞれに地域固有の特性や課題があり、様々な

苦労・工夫を重ねた結果、地域づくりに繋がっている。各地域において目指すべき目標・ビジョンが異なるた

め、単に他の事例を真似るだけでは地域づくりには繋がらない。 

￭ 道路空間再編の取り組みを進めていく上で生じる課題や問題点を解決するためには、「自らの地域を変えた

い」という強い思いを持って、本手引きを参考に、関係者と連携しながら具体的な工夫や解決策を検討するこ

とが望ましい。 

  

表 本手引きの対象 

行政担当者 道路管理者 

まちづくり担当者 

交通施策担当者 

企画調整担当者 

民間コンサルタント等の実務者 

まちづくりに関係する民間主体 
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2. 手引きの全体構成 
￭ 本手引きは大きく、「Ⅰ 地域づくりを支える道路空間再編の基本的な考え方」、「Ⅱ 地域づくりを支える道路

空間再編の進め方」、「Ⅲ 地域づくりを支える道路空間再編を進める上でのポイント」からなる手引き本編と、

国内・海外事例を収集した「Ⅳ 国内ベストプラクティス集」、「Ⅴ 海外ベストプラクティス集」で構成される。 

 まず、「Ⅰ 地域づくりを支える道路空間再編の基本的な考え方」では、地域づくりを支える道路空間再編

を進める上で理解しておくべき取り組みの意義、実施体制・実施方法やデザインの特徴などの事項を整

理した。 

 次に、「Ⅱ 地域づくりを支える道路空間再編の進め方」では、道路空間再編の基本的な手順、実務者

が直面する課題に対するポイント、道路空間再編のシナリオ及びシナリオ別の関係者の役割分担を示し、

取り組みの全体像を把握するとともに、事業の段階や取り組みの方向性に応じて参照すべき情報を検索

できるよう整理した。 

 そして、「Ⅲ 地域づくりを支える道路空間再編を進める上でのポイント」では、地域づくりを支える道路空

間再編を進める上での留意すべき事項や要点を、事業段階別に整理した。事業段階別のポイントに対

し、具体的な取り組みを例示するとともに、各ポイントに関連する参考事例を掲載した。 

 さらに、地域づくりを支える道路空間再編を進める上で学ぶべきポイントを多数含む事例を、ベストプラク

ティス集として整理した。「Ⅳ 国内ベストプラクティス集」として国内 17 事例、「Ⅴ 海外ベストプラクティ

ス集」として海外 10 事例を整理している。これらの事例は多くの学べるポイントを有しているが、課題・改

善点を有するものもあることから、ベストプラクティス集ではそれぞれの課題・改善点も整理している。 

 

なお、国土技術政策総合研究所では、これまで道路空間再編・利用に関する国内事例を１００件収集し、取り組みの概

要、経緯、整備内容、実施体制等を整理した「道路空間再編・利用事例集（案）」をとりまとめているが、本手引きやベ

ストプラクティス集では、これら国内１００事例の中から学べるポイントを多数含む事例を抽出して紹介している。 
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図 手引きの全体構成 
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1. 事業の構想・計画におけるポイント

2-1. 事業構造の構築におけるポイント

2-2. 空間デザインの検討におけるポイント

3. 事業の実施におけるポイント

4. マネジメントの展開におけるポイント

5. 事業効果の計測におけるポイント

シナリオ
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⾃転⾞利⽤環境
の充実

シナリオ
C

地域資源を
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コ
ラ
ム
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ムポイント3-②

地域づくりの取り組みの実施体制を構築する
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ポイント4-①
継続的なマネジメントに向けて資⾦の安定的
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ラ
ムポイント4-②

持続可能な運営管理体制を構築する
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ポイント5-①
まちづくりの観点から効果を評価する

参考
事例 コラム

道路空間再編・利⽤事例集（案）※別冊として、国総研ホームページで公開

国内100事例

Ⅳ 国内ベストプラクティス集
（国内17事例）

(4)デザインの
考え⽅

2. ⼿引きの全体
構成

Ⅴ 海外ベストプラクティス集
（海外10事例）

ベストプラクティス集

2. 実務者が直⾯する課題
に対応するポイント
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3. 地域づくりを支える道路空間再編とは 
 

地域づくりを支える道路空間再編とは、道路空間の再配分や利用転換を通じて、地域社会に関わる官民の多様

な主体が連携して地域の良好な景観形成、エリア価値の向上、道路空間の持続的な維持管理・利活用を実現

する取り組みである。 

 

(1) 背景とねらい 

￭ 人口減少による交通需要の減少、少子高齢化による交通サービスに対するニーズの変化、厳しい財政制約、

都市の魅力・活力の喪失など、道路空間を取り巻く条件が変化している。 

￭ 一方、道路空間は、交通機能（通行、アクセス、滞留）と空間機能（市街地形成、防災空間、環境空間、収容

空間）を有し、これらの機能のバランスの良い発揮が必要である。 

￭ これからの時代の道路空間は、交通円滑化や交通安全の推進だけではなく、良好な景観形成、社会生活の

場の創出、エリア価値の向上といった生活の質的向上に関わる様々な効果を地域にもたらすよう再編するべ

きである。 

 

(2) 実施体制 

￭ 道路空間再編のプロジェクトを進めるにあたり、早期の段階から維持管理・運用までを見通しながら、行政・事

業者・住民・専門家等の関係者が連携できる体制を構築することが望ましい。 

￭ 厳しい財政制約の中、既存ストックの維持と有効利用を図るためには、行政・事業者・住民等の関係者がエリ

アマネジメントやまちづくりの活動等において連携し、多様な自立的財源の確保を図り、行政投資だけに頼ら

ない維持管理体制を構築することが求められている。 

 

(3) 実施方法 

￭ 道路空間が地域づくりに貢献できるよう、道路空間の再編によって、人と車両の関係をコントロールし、人優先

の快適な空間を創出する。 

￭ 高齢化が進む中、自動車に過度に依存することなく、誰もが円滑に移動できるよう、道路空間の再編により多

様な交通サービス・交通結節機能の充実を図る。 

￭ 都市の魅力向上や活力創出のため、まちづくりの観点から、トータルでの都市空間の形成を意識した道路空

間をデザインする。 

￭ 地域全体の面的な交通対策やまちづくりと一体的に、対象地域の道路空間再編を実施する。 
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(4) デザインの考え方 

￭ 地域づくりを支える道路空間再編において、デザインとは統合的

な行為である。 

￭ 道路の構想・計画、設計・施工、運営・管理を、それぞれ分けて

考えるのではなく、一体のものと捉え、道路の空間的要素をデザ

インするだけでなく、プログラムのデザイン、プロセスのデザイン

も併せてトータルでデザインを検討することが必要である。 

￭ 道路空間再編の取り組みは、様々な要素が複雑に絡み合い、

関係者が多い場合には相応の時間や手間を要するため、トータ

ルデザインを念頭において取り組むことが重要である。 

  図 デザインの概要        

 

表 デザインの特徴 

デザイン 各デザインの特徴 

空間デザイン 構想、計画、整備、運営・維持管理までの全ての段階で、道路本来

の機能や安全性、使いやすさ、美しさ、沿道地域との関係等を総合

的に考慮して魅力ある道路空間を創出することが重要である。 

また、道路空間は様々な要素から成り立っており、個々の要素におけ

る細部への配慮が、空間デザインのトータルな質的向上につなが

る。 

プログラムデザイン 事業を進めるにあたっては、多様な主体が連携しながら役割・リスク

を分担することにより、継続的で効果的な運営・管理が可能となる。

事業の内容・範囲、組織体制、人材、資金、事業手法等を総合的に

勘案し、持続的な事業展開が可能な事業の仕組みを構築すること

が重要である。 

プロセスデザイン 事業を進めていく上で、調整不足や役割のあいまいさ、手順の混乱

などにより、事業の進捗に困難が生じがちである。 

構想・計画、設計，施工、運営・管理の各段階に発生するタスク、関

係主体の相互の役割分担、連携方法、スケジュール等、事業の進

め方を予め明確化することが重要である。 

 

  

トータル
デザイン

空間
デザイン

プロセス
デザイン

プログラム
デザイン
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人や荷車の往来、床机、道路空間を使った商売等の活動が描かれている。 

このようにわが国では従来、道路空間は通行・アクセスの機能だけでなく、賑わい・交流を生む滞留空間として多目的に活用されていた。 

（江戸の道路空間活用状況を示した絵巻） 

出典：熈代勝覧 

 

道路空間へ店がにじみだしてオープンカフェが展開されている。 

現代の世界的な潮流として、道路空間は通行,アクセスの機能だけでなく、賑わいや交流を生む滞留空間として多目的に活用されている。 

（イタリア・アマルフィ） 

 

 地図データ

©google map 

道路空間再編の実施箇所が示された位置図。（2017 年 2 月時点） 

このように道路空間再編の取り組みは、欧州、北米だけでなく、アジア、中南米、アフリカなど世界各地で実施されている。 

出典：urb-i 

http://www.urb-i.com/  
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4. 道路空間再編に関する国の政策動向 
市街地における道路空間の整備・利用に関する近年の国の政策動向を記す。 

￭ 平成 11 年：社会実験の公募開始 

道路に対する価値観やニーズの多様化、生活環境に対する意識の高まりに伴い、地域におけるにぎわいの

創出、まちづくりまたは道路交通の安全の確保等に資するため、社会的に影響を与える可能性のある道路施

策の導入に先立って、関係行政機関、地域住民等の参加のもと、場所や期間を限定して当該施策を試行・

評価し、もって新たな施策の展開と円滑に事業を執行することを目的とした社会実験の公募を開始した。 

 

￭ 平成 13 年：「道路構造令」改正 

車道を中心として道路全体の構造を定める従来の考え方を改め、歩行者、自転車、路面電車等の公共交通

機関、緑及び自動車のための空間をそれぞれ独立に位置付けるとともに、これらが互いに調和した道路空間

となるよう道路構造の再構築・見直しを図るため、道路構造令が改正された。 

 

￭ 平成 14 年：「くらしのみちゾーン」開始 

外周を幹線道路に囲まれている等のまとまりのある住区や中心市街地の街区などにおいて、一般車両の地

区内への流入を制限して身近な道路を歩行者・自転車優先とし、併せて無電柱化や緑化等の環境整備を

行って、交通安全の確保と生活環境の質の向上を図る「くらしのみちゾーン」の取り組みを開始した。 

 

￭ 平成 15 年：「地域再生推進のためのプログラム」策定 

地方公共団体が地域の特性を踏まえつつ、主体的かつ計画的な取り組みを住民や民間事業者など地域の

構成員と一体となって進めることができるよう、①道路占用における「市町村推奨ルール」の導入、②指定管

理者制度の積極的活用、③条例・事業制度等による路地や細街路の保全・再生など、国の支援方針を打ち

出した。 

 

￭ 平成 17 年：「道を使用した地域活動円滑化のためのガイドライン」策定 

「地域の活性化等に資する路上イベントに伴う路上占有の取扱いについて」通知 

        地域振興のための祭りやイベントの場としての道路の利用など、道路空間の活用に対する期待の高まりを踏

まえ、地方公共団体やＮＰＯ等の主体が地域活動を円滑に実施するための手法をとりまとめたガイドラインを

策定するとともに、地域の活性化等に資する路上イベントに伴う道路占用についての許可基準を定めた。 

 

￭ 平成 20 年：「エリアマネジメント推進マニュアル」策定 

「地域における公共的な取組みに要する費用への充当を目的とする広告物の道路占用の取扱

いについて」通知 

成長都市の時代から成熟都市の時代への移行に伴い、官（行政）による民間開発に対する規制を中心とした

まちづくりから、民間、市民による管理運営を中心に据えたまちづくりへの移行が求められる中、都市づくりに関

わる土地権利者、開発事業者、住民などがつくる社会的組織による地域価値の維持・向上のための取り組み

について、その進め方を示したガイドラインを策定した。 

また、これらの公共的な取り組みに要する費用の一部に充当するため、道路空間において広告物を設置する

ことに対する社会的な要請が高まっていることを受け、地域における公共的な取り組みに要する費用への充

当を目的とする広告物の道路占用についての許可基準を定めた。 
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￭ 平成 23 年：「道路法施行令」・「都市再生特別措置法」改正 

地域の活性化やにぎわいの創出に地方公共団体や地域住民が取り組む中、歩道上におけるオープンカフェ

（食事施設）やキオスク（購買施設）の設置等を求める要望が高まっていることを受け、まちのにぎわい創出や

道路利用者等の利便の増進に資する施設について、都市再生整備計画に基づいて道路管理者が指定する

区域であれば、道路の敷地外に余地がある場合でも一定の条件の下で設置することが可能となった。 

 

￭ 平成 24 年：社会資本整備審議会 道路分科会 建議中間取りまとめ 

「道が変わる、道を変える～ひとを繫ぎ、賢く使い、そして新たな価値を紡ぎ出す」 

多様な利用者が共存する道路空間を形成するため、地域の道路を面的に俯瞰して、道路毎に誰が主役な

のかを明確にし、限られた道路空間を有効活用する再配分を推進すべきとの考え方を示した。また、オープ

ンカフェをはじめ、たまり場や収益活動の場としての活用ニーズが高まる中、他の施設との複合的あるいは一

体的な整備・利用を促進するための制度等、道路空間の活用に向けた新たな枠組みの重要性が謡われた。 

 

￭ 平成 26 年：「国家戦略特別区域法」一部施行 

「中心市街地活性化に関する法律」改正 

地域振興と国際競争力向上を目的に規定された経済特区の設置に伴い、都市における国際的なイベントの

実施や多言語看板、オープンカフェの設置等の道路空間の利用を促進するため、国家戦略特別区域計画

に基づいて認められた区域であれば、道路の敷地外に余地がある場合でも、占用許可を受けた者は、周辺

道路の清掃や植栽の管理等を実施しながら占用を行うことが可能となった。 

また、民間投資の喚起を軸とした中心市街地の活性化を図るため、中心市街地活性化基本計画に基づいて

認められた区域であれば、道路の敷地外に余地がある場合でも、占用許可を受けた者は、周辺道路の清掃

や植栽の管理等を実施しながらオープンカフェ等の占用を行うことが可能となった。 

 

￭ 平成 28 年：「道を使用した地域活動円滑化のためのガイドライン」改定 

地域の賑わい創出のためのイベントの場やオープンカフェとしての道路の利用など、道路空間の活用への期

待が高まる中、民間事業者のビジネスチャンスや地域の賑わい創出、沿道の景観向上などを目的とした地

域活動の推進を図り、各種制度の改正を踏まえたガイドラインの改定を行った。 

 

￭ 平成 2９年：社会資本整備審議会 道路分科会 建議 

「道路・交通イノベーション～『みち』の機能向上・利活用の追及による豊かな暮らしの実現～」 

都市部の生活道路等では「人間重視」の空間とすることを基本に、交通手段の多様化への対応や公共交通

との共存とともに、従来の「分離」に加えて「混在」も導入すべきとの考え方を示した。また、道路と民間所有地

との一体的利用等による道路空間再構築の促進、路上イベント等における道路占用許可の弾力的運用の推

進等、道路空間の利活用の更なる高度化に向けた提言、及びエリアマネジメント団体などの民間団体との連

携、民間収益を道路事業へ活用できる仕組みの構築等、官民連携の更なる促進に向けた提言を行った。 

 

￭ 平成 29 年：「道路デザイン指針（案）」改定・「景観に配慮した道路附属物等ガイドライン」策定 

「道路デザイン指針（案）」及び「景観に配慮した防護策の整備ガイドライン」により、景観やデザインに配慮し

た道路整備が一定程度進んできた一方、インバウンド観光の増加等を踏まえて良好な道路の景観形成への

要請がますます高まる中、道路空間の再構築など時代に合わせた指針の一部改定を行うとともに、防護柵以

外の道路附属物等も対象としたガイドラインの全面改定を行った。 
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Ⅱ 地域づくりを支える道路空間再編の進め方 
 

￭ 実務者の手引書として活用しやすいように、以下の３つの観点から、地域づくりを支える道路空間再編の進め

方について整理した。 

① 道路空間再編の一連の流れを把握するための「基本的な手順」を事業の段階に応じて示すとともに、各

段階において留意すべき点を「ポイント」として整理 

② 実務者（特に、行政担当者）が道路空間再編プロジェクトを進める際に直面する課題に対して、①を逆

引きできるように、対応する「ポイント」を整理 

③ 地域づくりを支える道路空間再編の代表的なシナリオを５つ例示し、関係者の役割分担を示すとともに、

各シナリオに対して参考となるベストプラクティスを整理 
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  ハレの日には、道路も表現の場に変化する 

（メキシコ・メキシコシティ） 

みちの中にある公園は、憩いや交流の場となる 

（スペイン・バルセロナ） 
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1. 基本的な手順 
￭ 地域づくりを支える道路空間再編を実践するにあたり、事業の段階に応じた様々なポイントに配慮しながら、

事業を進めていくことが重要である。 

￭ 本手引きでは、事業全体を「事業の構想・計画」、「事業構造の構築」、「空間デザインの検討」、「事業の実

施」、「マネジメントの展開」、「事業効果の計測」の 6 つの段階に区分し、道路空間再編を進める上での要点

や留意すべき点を１５のポイントとして整理した。 

￭ このポイントを Vision、Plan、Management で区分した場合、持続的な運営管理等の観点から、Vision、Plan

の段階から空間デザインだけでなく、プロセスやプログラムのデザインといった Management の検討を総合的

に行う必要がある。また、Management における事業効果の計測・評価を通じて、事業構造や空間デザインの

検討へフィードバックする、いわゆる PDCA サイクルを通じて事業の改善に取り組むことが重要である。 

 

 
 

地域づくりを支える道路空間再編の基本的な手順と 15 の「ポイント」 

 

 

1.事業の構想・計画におけるポイント

ポイント1-① 　地域の課題・特性を踏まえ、地域の将来像・基本方針を設定する

ポイント1-② 　事業の構想・計画の検討体制を整える

ポイント1-③ 　事業の将来像・計画内容を発信する

2-1.事業構造の構築におけるポイント

ポイント2-1-① 財源の多様化と民間の参入を図る

ポイント2-1-② 他の事業・サービス・施設との連携を図る

ポイント2-1-③ 事業推進の組織体制を整える

2-2.空間デザインの検討におけるポイント

ポイント2-2-① 人・車の関係を見直し、人優先の道路空間を形成する

ポイント2-2-② 道路空間の再編により多様な交通サービスの充実・交通結節機能の充実を図る

ポイント2-2-③ 道路空間を有効利用し、活用される滞留空間として利用転換を図る

ポイント2-2-④ 道路空間と沿道街区を融合し、一体的な空間形成を図る

3.事業の実施におけるポイント

ポイント3-① 　関係者の役割分担・ルールを明確にする

ポイント3-② 　地域づくりの取り組みの実施体制を構築する

4.マネジメントの展開におけるポイント

ポイント4-① 　継続的なマネジメントに向けて資金の安定的確保を図る

ポイント4-② 　持続可能な運営管理体制を構築する

5.事業効果の計測におけるポイント

ポイント5-① 　まちづくりの観点から効果を評価する

Vision

Plan

Management
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2. 実務者が直面する課題に対するポイント 
￭ 実務者（行政担当者等）は、道路空間再編の要請があるがどうしたらよいのか、あるいは地域づくりの課題を

解決するための手段として道路空間再編をどのように進めたらよいのか等、様々な課題に直面する。 

￭ そこで、実務者が直面する主要な課題を整理するとともに、その課題に対する対応方策について、１．で示し

た「ポイント」との関係を整理した。 

  

地域の課題・特性を踏まえ、地域の将来像・基本⽅針を設定する（ポイント 1-①を参照） 

課題 3：計画をどうオーソライズするのか？ 

事業の将来像・計画内容を発信する（ポイント 1-③を参照） 

事業の構想・計画の検討体制を整える（ポイント 1-②を参照） 

課題 5：関係機関との調整をどう進めるのか？ 

事業推進の組織体制を整える（ポイント 2-1-③を参照） 

地域づくりの取り組みの実施体制を構築する（ポイント 3-②を参照） 

事業の構想・計画の検討体制を整える（ポイント 1-②を参照） 

課題 4：庁内体制をどう構築するのか？ 

他の事業・サービス・施設との連携を図る（ポイント 2-1-②を参照） 

事業推進の組織体制を整える（ポイント 2-1-③を参照） 

関係者の役割分担・ルールを明確にする（ポイント 3-①を参照） 

持続可能な運営管理体制を構築する（ポイント 4-②を参照） 

課題 1：国内、海外の道路空間再編とはどのようなものか？ 

国内の事例から学ぶ（国内ベストプラクティス集を参照） 

海外の事例から学ぶ（海外ベストプラクティス集を参照） 

課題 2：どのような検討が必要で、どのような成果が必要か？ 

地域の課題・特性を踏まえ、地域の将来像・基本⽅針を設定する（ポイント 1-①を参照） 



地域づくりを支える道路空間再編の手引き（案） 

15 

 

  
事業の構想・計画の検討体制を整える（ポイント 1-②を参照） 

事業の将来像・計画内容を発信する（ポイント 1-③を参照） 

事業推進の組織体制を整える（ポイント 2-1-③を参照） 

関係者の役割分担・ルールを明確にする（ポイント 3-①を参照） 

継続的なマネジメントに向けて資⾦の安定的確保を図る（ポイント 4-①を参照） 

課題 9：事業実施後の維持管理・運営をどう継続するのか？ 

課題 6：地元の合意形成をどう進めるのか？ 

持続可能な運営管理体制を構築する（ポイント 4-②を参照） 

財源の多様化と⺠間の参⼊を図る（ポイント 2-1-①を参照） 

⼈・⾞の関係を⾒直し、⼈優先の道路空間を形成する（ポイント 2-2-①を参照） 

課題 8：空間デザインの検討をどう進めるのか？ 

課題 7：公的資⾦の不⾜をどう解消するのか？ 

道路空間の再編により多様な交通サービスの充実・交通結節機能の充実を図る 

（ポイント 2-2-②を参照） 

道路空間を有効利⽤し、活⽤される滞留空間として利⽤転換を図る（ポイント 2-2-③を参照） 

他の事業・サービス・施設との連携を図る（ポイント 2-1-②を参照） 

道路空間と沿道街区を融合し、⼀体的な空間形成を図る（ポイント 2-2-④を参照） 

事業推進の組織体制を整える（ポイント 2-1-③を参照） 

継続的なマネジメントに向けて資⾦の安定的確保を図る（ポイント 4-①を参照） 

まちづくりの観点から効果を評価する（ポイント 5-①を参照） 

課題 10：事業効果をどう計測するのか？ 
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3. 地域づくりを支える道路空間再編のシナリオと関係者の役割分担 
(1) 地域づくりを支える道路空間再編のシナリオ 

￭ 地域づくりを支える道路空間再編のシナリオとして、主に以下の 5 つのシナリオが挙げられる。 

￭ 一般的に関係者が多くなるにつれて調整に時間を要し、実現の難易度が高くなることが多い。利害関係者が

多く合意形成がポイントとなる場合、適切なマネジメント体制を初期段階から構築することがポイントとなる場

合、関係者の発意があれば比較的取り組みやすい場合等、地域の状況や取り組み内容によって調整のポイ

ントが異なるため、適切な関係者の役割分担を構築することが重要である。 

 

シナリオ A まちなかにおける歩行空間の復権 

中心市街地や観光地において、魅力ある歩行空間の整備により、人々

の交流を活性化し、新たな価値や活動を創出する。また、子供から高

齢者まで全ての道路利用者にとって安全な道路空間を創出することで、

観光、ビジネス、商業等、様々な目的も下に訪れた人々が、安心して快

適に歩けるまちを実現する。 

 

シナリオ B 路面公共交通,自転車利用環境の充実 

交通弱者のモビリティ確保、コンパクトな市街地構造の実現、人と環境

にやさしい交通体系の形成などを目指す地域において、路面公共交通

（バス、BRT、LRT 等）の導入や自転車利用環境の整備による交通環

境の改善を図ることにより、自動車だけに頼らず、子供から高齢者まで

の全ての道路利用者が自由に安心して移動できるまちを実現する。 

 

シナリオ C 地域資源を生かした新たな顔となる道路空間づくり 

賑わい向上や地域活性化を目指す地域等において、中心市街地や観

光地の拠点性を高めるとともに、歴史や文化、自然を活かした公共空

間を創出することで、地域資源を活用・継承し、地域の魅力・価値を向

上させる。また、鉄道駅やシンボルロードの整備を起爆剤としたまちの顔

づくりにより、様々な交流を生み出すとともに、都市機能の集積を図り、

豊かな生活環境を創出する。 

 

シナリオ D 水辺,公園整備等関連事業との連携 

道路再編事業のみでは投資効果に見合う事業効果が得られない地域

等において、道路の改築・更新と沿道公共施設の再生を連携させること

により、地域全体における空間デザインの統一感や連続性を確保し、都

市空間の魅力を向上させる。 

 

 

 

 

 

 

 

まちなかの快適な歩行者空間 

（メキシコ・メキシコシティ） 

海岸と一体となった魅力的なプロムナード 

（スペイン・バルセロナ） 

海沿いのまちの顔となる歩行者空間 

（イタリア・アマルフィ） 

歩道・車道と分離された安全な自転車専用道路 

（イギリス・ロンドン） 
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シナリオ E 既存道路ストックの民間活用 

継続的な道路空間の維持管理・運営が課題となっている地域において、

短期間かつ低コストで交通環境を改善することで、既存の道路ストック

を効果的に利用し、極力費用をかけずに道路空間の価値を高める。ま

た、道路空間を稼ぐ場として活用することにより、経済活動の活性化を

図る。 

 

 

 

￭ 各シナリオが手引き掲載の「ベストプラクティス」のどの事例に該当するかを以下に整理した。 

表 ベストプラクティスとシナリオの対応関係 

 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

まちなかにおける

歩行空間の復権

路面公共交通、

自転車利用環境の

充実

地域資源を生かした

新たな顔となる

道路空間づくり

水辺・公園整備等、

関連事業との連携

既存道路ストックの

民間活用

1 創成川通 〇 〇

2 札幌駅前通地下歩行空間 〇 〇

3 レンガみち 〇 〇

4 ふれあい通り 〇

5 九品仏川緑道 〇

6 日本大通り 〇 〇

7 四条通り 〇 〇

8
グランフロント大阪

地区中央東西通り他
〇 〇

9 御堂筋 〇 〇

10 旧居留地明石町筋 〇

11 大手前通り 〇 〇

12 宍道湖夕日スポット 〇 〇

13 神門通り 〇 〇

14 丸亀町商店街Ａ街区 〇 〇

15 道後温泉本館周辺広場 〇 ○

16 熊本駅城山線 〇 〇

17 鉄和温泉いでゆ坂等地区内街路 〇

1 パークレット ○

2 セーヌ川河岸道路 ○ ○ ○

3 ベルジュ埠頭 ○ ○ ○

4 エキシビション・ロード ○

5 ラファイエット通り ○

6 サイクル・スーパーハイウェイ ○

7 スーパーブロックプロジェクト ○ ○

8 レヒーナ回廊 ○ ○

9 タイムズスクエア ○ ○

10 ベルストリート・パーク ○ ○

国内

海外

ベストプラクティス

シナリオ分類

道路空間を活用したオープンカフェ 

（メキシコ・メキシコシティ） 
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(2) 関係者の役割分担 

￭ 地域づくりを支える道路空間再編における行政の役割は、持続可能な交通まちづくりの観点から、地域の将

来像や基本方針を明確に示した上で、道路ネットワークの再構築、快適な自転車・歩行者ネットワーク形成

や路面公共交通の整備等、まちなかの交通環境の向上に関する取り組みを実施することである。 

￭ 加えて、このような取り組みを進めるにあたり、行政は、まちづくりの方向性を議論するためのきっかけづくり、議

論のための場づくり、及びその検討体制の構築に取り組む必要がある。また、行政は民間側が主体的に運営

管理に携われるように、機を捉えながら民間側の意欲を引き出すための支援を行う。その際、行政は取り組み

の意義を、熱意を持って民間主体へ丁寧に伝えることが大切である。 

￭ なお、実際の道路空間再編の取り組みは、複数のシナリオの組合せとなることが一般的であるため、組合せ

に応じた多角的な視点から関係者の役割・関係性を整理することが望ましい。 
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関
係
主
体
に
期
待
さ
れ
る
役
割 

道
路
・
交
通 

ま
ち
づ
く
り 

【道路整備部局】 
・面的な交通処理計画の検討 
・道路交通の安全性（救急,消防,避難）と

効果を確認する検討や社会実験の実施 

【沿道住民,商店主】 
・建物のリノベーションへの投資 
 

【道路管理者,交通管理者】 
・道路占用の特例措置の適用 

【沿道住民,商店主】 
・道路空間を活用したオープンカフェや

イベント等の実施による豊かなまちな
か文化の創造 

キー 

ポイント 

シナリオ 

 

目 標 ・中心市街地や観光地における魅力ある
歩行空間の整備 

・全ての道路利用者（歩行者,自転車,公共
交通,自動車等）の安全性の向上 

・短期間かつ低コストでの交通環境改善 
・道路空間活用による経済活動活性化 

・このシナリオでは、地域住民,商店主,
交通管理者,道路管理部局の合意形成が
最大のポイント 

・このシナリオでは、交通事業者の利害
調整が最大のポイント 

・地域住民,商店主,交通管理者,道路管理部
局の合意形成の場が必要 

・このシナリオでは、異なる施設管理者
の連携が最大のポイント 

・このシナリオは、小規模なものから大
規模なものまであるが、民間と交通管
理者,道路管理部局の調整が最大のポイ
ント 

『地域づくりを支える道路空間再編』における関係者の役割分担見取り図 
既存道路ストックの 

民間活用 

水辺・公園整備等 

関連事業との連携 

路面公共交通、 

自転車利用環境の充実 

まちなかにおける 

歩行空間の復権 

【交通部局】 
・総合交通計画の検討 
・沿道アクセス,自転車交通に与える影響

の検討 
【交通部局,交通事業者】 
・事業効果と交通事業者の経営環境に対

する影響の検証 

【交通部局】 
・まちづくりと連携した路面公共交通導

入路線の選定 
【交通部局,まちづくり部局】 
・公共交通整備に係る投資を回収する仕

組みの検討 
【地域住民】 
・交通課題の共有と改善施策の検討の場

への参加 

・路面公共交通（バス,BRT,LRT 等）の
導入や自転車利用環境の整備による交
通環境の改善 

【道路整備部局】 
・道路の改築・更新による施策の効果を

向上させる関連施設の有無の検討 

【道路管理者,関連施設管理者】 
・施策の目標の共有 
【地域住民】 
・伝統行事やイベントの舞台として公共

空間を活用する新しいライフスタイル
の提案 

【関連施設管理者】 
・道路の改築・更新と連動した他施設の

改善施策の検討 

・道路の改築・更新と沿道公共施設の再
生の連動による施策の効果向上 

【道路整備部局】 
・高質な道路空間をデザインできる専門

家の選定 
・まちの顔づくりに係る施策の情報公開 

【道路整備部局】 
・道路空間整備と沿道施設(水路,文化財,

歴史的建築物,公共施設,市街地整備事
業等)との調整 

【地域住民】 
・各種行事に道路空間を活用する新しい

ライフスタイルの提案 

・地域の歴史や観光資源を生かした公共
空間の創出 

・鉄道駅やシンボル道路の整備を起爆剤
としたまちの顔づくり 

・このシナリオでは、景観デザインの専
門家の力の導入が最大のポイント 

地域資源を生かした 

新たな顔となる道路空間づくり 

【道路整備部局】 
・道路空間再編の検討体制の構築 
・道路空間再編に係る財源の確保 
【地域住民】 
・持続的なまちづくりのためのエリアマ

ネジメントの体制,財源の構築 

【交通部局】 
・総合交通体系の検討体制の構築 
・総合交通体系整備の関連財源確保 
・利害関係者（地域住民,交通事業者,道路

管理者,交通管理者,学識者,行政）の調整 
・事業の PDCA のための仕組み,体制の

構築 

【道路整備部局】 
・道路空間再編の検討体制の構築 
・利害関係者（地域住民,交通管理者,学識

者,道路管理部局,関連施設管理者）が一
堂に会する検討体制の構築 

【道路整備部局,関連施設管理者】 
・道路空間再編,個別の施設整備に係る財

源確保 

【道路整備部局】 
・道路空間再編の検討体制の構築 
・高質空間整備の関連財源確保 
・必要に応じて、デザインの審議機関を

設置 
・道路の利活用主体の声を聴取する場の

創設、及び計画への反映 

   事業関係者 

の関係性 

  

【道路整備部局】 
・道路空間再編の検討体制の構築 
・道路空間再編の関連財源確保 
・利害関係者（住民,商業関係者,交通事業

者,交通管理者,学識者,専門家,行政）の
調整 

・事業の PDCA のための仕組み,体制の
構築 
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Ⅲ 地域づくりを支える道路空間再編を進める上での

ポイント 
 

 

事業の将来像・計画内容を発信  

1.事業の構想・計画におけるポイント

ポイント1-① 　地域の課題・特性を踏まえ、地域の将来像・基本方針を設定する

ポイント1-② 　事業の構想・計画の検討体制を整える

ポイント1-③ 　事業の将来像・計画内容を発信する

2-1.事業構造の構築におけるポイント

ポイント2-1-① 財源の多様化と民間の参入を図る

ポイント2-1-② 他の事業・サービス・施設との連携を図る

ポイント2-1-③ 事業推進の組織体制を整える

2-2.空間デザインの検討におけるポイント

ポイント2-2-① 人・車の関係を見直し、人優先の道路空間を形成する

ポイント2-2-② 道路空間の再編により多様な交通サービスの充実・交通結節機能の充実を図る

ポイント2-2-③ 道路空間を有効利用し、活用される滞留空間として利用転換を図る

ポイント2-2-④ 道路空間と沿道街区を融合し、一体的な空間形成を図る

3.事業の実施におけるポイント

ポイント3-① 　関係者の役割分担・ルールを明確にする

ポイント3-② 　地域づくりの取り組みの実施体制を構築する

4.マネジメントの展開におけるポイント

ポイント4-① 　継続的なマネジメントに向けて資金の安定的確保を図る

ポイント4-② 　持続可能な運営管理体制を構築する

5.事業効果の計測におけるポイント

ポイント5-① 　まちづくりの観点から効果を評価する
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「ポイント」の読み方 

  
ポイント 

・ポイントに関する具体的な取り組みの例示 

（※但し、実際の事業においては、本稿の例示に限らず、

例示を参考にした各地域での創意工夫が求められる） 

ポイントの解説 
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・ポイントに対応する内容を、事例より抜粋 

・個別のポイントに対して、複数事例を掲載 

・事例のポイント、事業概要（背景や目的、経緯）、事例の取り組み内容を記載 

・架空プロジェクトを設定し、直面する課題と対応方法を例示 

参考事例から 

学べるポイントを記載 
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 路上での店の賑わいと歩行空間が一体となって魅力的な空間を創出している 

（トルコ・イスタンブール） 

歩行空間が子供たちの遊び場へと変わる 

（キューバ・ハバナ） 
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1.事業の構想・計画 

におけるポイント  
 

 

  ポイント 1-① 

地域の課題・特性を踏まえ、 

地域の将来像・基本方針を設定する 

ポイント 1-② 

事業の構想・計画の検討体制を整える 

ポイント 1-③ 

事業の将来像・計画内容を発信する 
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事業の構想・計画におけるポイント 

地域づくりを支える道路空間再編を

進めるにあたり、地域それぞれの特性

や周辺地域などの環境を踏まえなが

ら、目指すべき将来像や基本方針を

策定することが求められる。 

事業の構想・計画段階から、行政

のフォローの下、地域の関係者が集ま

り、目指すべき将来像や基本方針を

共有し、それぞれが連携する場を構

築することから始まる。 

どのような地域をつくり、どのような方

向性で道路空間を再編していくのか、

その将来像や基本方針について合意

し、情報を共有することが必要となる。 
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ポイント 1－① 

地域の課題・特性を踏まえ、 

地域の将来像・基本方針を設定する 

  関係者が地域の課題を認識し、危機感を共有するこ

とで、地域づくりの機運を高める 

 地域の課題・特性を踏まえ、将来像・基本方針を設

定する 

 文化、歴史などの地域性を活用・継承するとともに、

道路空間が有する新たな価値を見出す 

 関係者が道路空間再編・利用による効果を実感し、

地域の将来像・基本方針を共有する 
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￭ どこにでもあるまち、何の特徴も無いまち、人影が見当たらないまち、疲れ切ったまちなみが多くの都市で広がってい

る。しかし、本来、まちとは、商業活動だけでなく、文化活動や語らいがあり、交流が起こる場である。 

￭ このような地域の将来に向けての問題点や方向性を、住民を含む多くの関係者が共有することが重要である。地域

の将来に対する危機意識が共有されていなければ、地域の将来像・地域再生のシナリオ・拠点整備のあり方等の

議論が、真に迫ったものにならず、プロジェクトをどこかの段階でストップさせてしまうことになる。 

￭ まちに、これらの多面的機能を取り戻し、疲弊したまちの状況に対する無関心を転換することが必要、との危機意識

を関係者間で共有することが、まず必要である。 

￭ 道路空間再編プロジェクトの目的は、直接的には道路交通の改善であるが、地域の関係者から理解を得て、事業

を進めるには、更なるプロジェクトの成果が求められる。当該事業を契機に、都市構造の改善を図ることや、都市経

営上の問題解決、市街地の再生等につなげることを目指さなければならない。 

 

具体的な取り組み 

関係者による危機意識の共有 

￭ 地域づくりを支える道路空間再編を進める上で、関係者が地域の課題を認識し、危機意識の共有を図られなけれ

ば、円滑に事業を進めることはできない。 

￭ 危機意識の共有を促し、地域が一体となってまちづくりに取り組む機運を高めていくため、勉強会や講演会、個別相

談会等の取り組みを実施する。 

 

計画検討の発議 

￭ 構想段階では、計画策定のプロセスが透明性、客観性、合理性、公正性をもって適切に進められるよう留意しなけ

ればならない。そのため、構想段階の検討を開始するにあたり、上位計画等で提案された基本方針や現状の課題

に基づきながら、事業の目的、検討の進め方、スケジュール等、計画検討に必要な事項を明確にした上で、検討に

着手することを発議する。 

￭ 道路空間再編の発議のシナリオとして、例えば以下のシナリオが挙げられる。 

 まちなかにおける歩行空間の復権 

 路面公共交通、自転車環境の充実 

 地域資源を生かした新たな顔となる道路空間づくり 

 水辺・公園整備等、関連事業との連携 

 既存道路ストックの民間活用 

￭ 発議の方法には、首長、議会、住民や民間事業者からの発議など多様な形がある。地域づくりを支える道路空間再

編を進める上で、他部局・他事業との連携が必要となる場合、首長等、上位の組織を巻き込むことが重要である。

また、取り組みの機運を高め、横のつながりを強化するため、行政内部で勉強会等を実施することが望ましい。 

 

地域の将来像・基本方針を総合的に検討 

￭ 地域特性や地域の課題を把握した上で、目標とする将来像を明確にし、当該事業における基本方針を策定する。 

 

地域特性・課題の把握
・まちの成り立ち、都市の構造を整理
・歴史的変遷を整理
・地域の資源を整理

上位計画等の整理

・総合計画、国土利用計画、都市計画マス
タープラン等の上位計画を調べ、まちづくり
の方向性や決定事項を整理
・上位計画で定めている規制・誘導を整理

実現すべき将来像・基本方針の検討
・地区の課題・ニーズを整理し、どのように課題・ニーズを解決するのかを検討
・地域づくりの将来像・基本方針を検討
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①地域特性・課題の把握 

￭ 沿道における様々な立地施設やまちなみ、自然景観等の地域特性、及び都市部の道路ネットワークにおける当該

街路の役割を踏まえ、都市の構造を整理する。また、都市に刻まれた成り立ちや履歴を尊重し、これらに十分配慮

しながら計画を検討する必要がある。街路の個性は、シンボルとなる建造物や沿道のまちなみ、自然景観等との関

係の中から生まれることが多いため、地域の個性を特徴づけるこれらの地域資源を整理する。 

￭ 地域特性・課題を把握する上で必要な情報は、以下の通りである。既存のデータ、資料等も活用しながら、調査の

成果をとりまとめる。 

表 地域特性・課題の把握に必要な情報 

必要な情報 概要 

地勢、自然 地形・地勢や気象状況等を整理。 

土地利用図 市街地の広がり方や、市街地における商業／住居／工業等の土地利用の状況を整理。 

人口・世帯数 人口・世帯数の推移や地区別の分布、及び将来的な人口・世帯数の予測結果を整理。 

日常生活圏図 市町村間・地区間における通勤・通学等の流動について現状を整理。 

各種施設分布図 医療・福祉施設、役所や図書館などの公共施設、大規模商業施設、観光施設などの集客施設の分布、及び近隣

の駐車場・駐輪場に関する情報（位置、規模、構造、大型車の可否）を整理。 

都市構造図 地域の構造を把握するため、市街化区域、市街化調整区域、用途地域を整理。 

道路整備状況 

データ 

道路の種級区分、横断構成、車道（幅員、車線数）、中央帯（幅員、構造）、路肩（幅員）、自転車通行空間（形

態、幅員）、歩行者通行空間（形態、幅員）、植樹帯（形態、幅員、樹種）、構造物（橋梁、トンネル等）を整理。 

公共交通の整備

状況データ 

鉄道やバス、タクシー等、公共交通の種類と、事業の主体・事業手法等を整理。鉄道路線網や鉄道駅の位置、

バス路線・系統の現状、タクシー乗り場の位置、及び今後の整備計画等を、地図や路線図等を用いて整理。 

交通利用状況 

データ 

自動車交通（交通量、速度、渋滞状況）、自転車交通（交通量）、歩行者交通（交通量）、駐停車車両（種類、発

生量、阻害率、横持ち搬送の状況）、公共交通（バス運行本数、利用者数）、交通規制状況（規制速度、駐車・停

車禁止規制、専用通行帯等）、交通事故（発生件数、位置）、通学路を整理。 

住民等の意向 当該路線と周辺地域の現状に対する住民、利用者等の意向を把握し、住民の不満点、要望等を整理。 

まちの成り立ち まちの成り立ちを物語る街路網や敷地割、古くから立地する神社仏閣等、まちの履歴や土地の記憶を整理。 

地域資源 文化財（国指定、国登録、県指定、市町村指定）、シンボルとなる建造物、地場産材や伝統技術を用いた建築物

や工作物、土地の記憶を伝える地名、地域のシンボルとなっている山岳、一定方向への傾斜地形、鎮守の森や

大木、搭状構造物、谷地形、丘地形、繁華街や歴史的まちなみ、寺社林、海浜や湖沼、河川、水路、鉄道等、地

域の個性等を特徴づける地域資源を整理。 
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②上位計画等の整理 

￭ 周辺地域や当該路線に関連する上記計画を収集・整理し、まちづくりの方向性や決定事項を整理する。 

○関連分野の諸施策 

総合計画、国土利用計画、まち・ひと・しごと創生総合戦略、都市計画マスタープラン、各種交通計画（都市・

地域総合交通戦略、交通基本条例・交通基本計画等）、各種道路計画、中心市街地活性化基本計画、歴史

的風致維持向上計画、観光振興計画等 

 

○規制・誘導 

法制度に基づくもの(景観法、都市計画法、建築基準法、文化財保護法等)、 

地方公共団体による任意条例に基づくもの(景観条例、まちづくり条例等) 

 

③実現すべき将来像・基本方針の検討 

￭ 問題点・課題及び上位計画での地域公共交通の位置づけを踏まえながら、地域のあるべき姿を検討し、「基本方

針」を整理する。 

￭ 将来像・基本方針は地域の状況や価値観によって異なるため、他地域の事例にそのまま倣うことは避け、その地域

にとっての課題に適合した将来像・基本方針を設定することが必要である。 

 

交通ネットワーク・交通拠点の明確化 

￭ 都市内交通を再構築し、総合的な交通マネジメントの下に快適かつ良好な都市空間の形成を図ることが前提であ

るため、地域全体の面的な交通ネットワークの交通容量に応じた適切な自動車交通対策を検討する。 

￭ また、都市全体の観点から、住民にとって生活の核となる拠点や施設をつなぐ軸として、道路を位置づける。 

 

道路空間が有する新たな価値の創造の検討 

￭ 当該地域において築かれてきた文化、歴史、活動などの地域性の活用・継承を検討するとともに、地域のたまり場

や収益活動の場としての活用、パブリックスペースとしての機能向上等、道路が有する新たな価値を創出する。 
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地域の将来像・基本方針を継承するための配慮 

￭ 地域の将来像の実現に向けて、構想・計画、設計・施工、管理・運営の各段階を通じて、関係者が相互に協力・連

携し、一貫した方針のもとに道路空間を再編していくことが望ましい。そのため、地域の将来像・基本方針を適切に

継承することが必要である。 

￭ 地域の将来像・基本方針を継承する方法としては以下の取り組みが挙げられる。 

 地域の将来像・基本方針を言葉だけでなく、イメージ（スケッチ、写真、模型等）として提示する。 

 誰が､いつまでに､何を､どのようにするかの目標と実行計画を整理したロードマップを作成し、現在の位置がど

こにあるか常に確認する。 

 ロードマップに基づき、決定事項と今後の検討事項を整理する。 

 地域の将来像・基本方針を住民、民間事業者、自治体、国、交通管理者、道路管理者、交通事業者等の関

係者と共有する。 

￭ 時間の経過に伴う社会情勢等の変化に対応して、地域の交通体系の見直しや、都市計画決定の見直しなども適宜

必要である。その場合、地域の将来像・基本方針と、計画見直しの経緯や変更の理由などを継承することが必要で

ある。 
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技術的・専門的な検討内容の整理 

￭ 検討を行うべき内容を整理し、技術的・専門的見地から検討を実施する上で必要となる調査、検討すべきデータの

範囲や検討の手法、体制等の検討の枠組みをあらかじめ設定する。 

表 各段階の検討時に必要な成果（例） 

段階 必要な成果（例） 

構想・計画 基本計画 概略ルート図 

標準横断図 

概算事業費 

完成予想図（スケッチ、写真、模型等） 

デザインの検討 基本設計 横断計画図 

線形設計図 

道路構造の計画 

主要構造物の計画 

事業の実施 実施設計 道路詳細設計図 

主要構造物詳細設計図 

附属物等配置計画（舗装、照明、植栽、ストリートファニチャー等の道路構成要素） 

全体事業費 

整備計画の策定（事業スケジュール） 

維持管理・運営計画 
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￭ 本手引きに掲載している各地の実践を参考にすると、以下のような検討の進め方が考えられる。 

 

表 各事業の構想・計画に係る発注業務名 

 

  

事例名称 事業段階 業務名 発注者 年度

まちづくり整備方針策定業務 平成8年～平成9年度

都心交通ビジョン懇談会運営業務 平成14年度

大規模市民ワークショップ全体コーディネート及びシナリオ作成業務 平成15年度

札幌駅前通及び創成川通の整備基本計画に対する市民コンセンサス形成業務 平成16年度

創成川通市民懇談会運営業務 平成17年度

札幌駅前通地区まちづくり検討業務 平成18年度

札幌駅前通デザイン検討委員会運営業務 平成20年度

札幌駅前通および創成川通デザイン検討業務 平成21年度

女川町津波復興拠点（シビックコア）地区整備計画作成業務

商業等エリア整備計画作成業務

事業の構想・計画、事業構造の構築 女川町復興まちづくり事業発注者支援等業務

事業構造の構築 商業エリア整備計画実現化検討業務

空間デザインの検討 商業エリア商店街形成業務 平成26年度

事業の構想・計画、事業構造の構築、
空間デザインの検討、事業の実施

女川町復興まちづくり整備事業コーディネート業務 平成26年度～平成28年度

ふれあい通り 事業の構想・計画 蔵のまち喜多方　中心商店街再生事業設計調査 会津喜多方商工会議所 平成16年度

事業の構想・計画 奥沢5丁目北地区街づくり計画策定調査 昭和63年度

空間デザインの検討 奥沢5丁目北・整備計画策定調査

事業構造の検討 奥沢優良再開発建物事業計画

空間デザインの検討 九品仏川緑道及び周辺整備基本計画業務 世田谷区 平成2年度

中尊寺通り 空間デザインの検討、事業の実施 県道平泉線停車場中尊寺線（中尊寺通り）全体意匠及び景観設計管理業務 平泉町 平成22年度

事業の構想・計画 日本大通り再整備計画検討調査 平成8年度

空間デザインの検討 日本大通り景観基本計画検討調査 平成10年度

事業の構想・計画、事業構造の構築、
空間デザインの検討、事業の実施

「歩いて楽しいまちなか戦略」調査業務 平成18年度～平成28年度

事業の実施 平成23年度　京都市「歩くまちゾーン」実証実験業務 平成23年度

平成２４年度「歩くまち・京都」総合交通戦略に関する実態調査・分析業務

「歩いて楽しいまちなか戦略」に係る歩道整備計画等検討業務

 「人と公共交通優先の歩いて楽しい四条通」エリアマネジメント業務

「人と公共交通優先の歩いて楽しい四条通」沿道管理システム委託業務

御堂筋シミュレーション分析・検討業務 平成19年度

御堂筋外道路計画検討業務

自転車事故対策検討業務

御堂筋道路空間再編調査業務

国道２５号御堂筋空間利用検討業務

国道２５号御堂筋交通量調査業務

御堂筋景観整備等検討調査業務

国道２５号御堂筋空間利用検討業務

御堂筋道路空間再編調査業務

国道２５号御堂筋空間利用検討業務

御堂筋道路空間再編調査業務

事業の実施 御堂筋の歩行者と自転車の共存に向けた社会実験の運営等業務委託

御堂筋の活性化に向けた規制誘導及びエリアマネジメントのあり方の検討調査業務 

御堂筋の活性化に向けたワークショップ手法によるオープンペースの利活用の検討調査業務

御堂筋道路空間再編検討業務委託

御堂筋道路空間再編にかかる交通量調査業務委託

事業の実施 御堂筋道路空間再編にかかる社会実験業務委託 平成25年度

空間デザインの検討 御堂筋道路空間再編検討業務委託

事業の実施 御堂筋における道路空間の利活用にかかる検証等業務委託

空間デザインの検討 御堂筋道路施設デザイン検討業務委託

事業の実施 道修町線外１詳細検討業務委託

空間デザインの検討

マネジメントの展開

空間デザインの検討

空間デザインの検討

事業の構想・計画

事業の構想・計画

マネジメントの展開

空間デザインの検討

平成26年度

平成27年度

平成27年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

御堂筋

九品仏川緑道

平成25年度

平成24年度

札幌駅前通
地下歩行空間

レンガみち

日本大通り

四条通

大阪市

札幌市 

女川町

地元再開発組合
（世田谷区）

横浜市

京都市

平成元年度

平成24年度
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四条通 

京都府 

京都市 

事例から学べるポイント 

 

危機意識の共有を契機に 

まちづくりと一体となった交通計画を策定 
 

事業概要                                                           

四条通は、平安京時代の四条大路にあたる目抜き通りであり、市内中心部を東西につなぐ主要な幹線道路である。

特に、本事業の対象となる川端通から烏丸通間は、京都最大の繁華街を形成するとともに、毎年夏になると祇園祭の

山鉾が巡行するなど文化的にも存在感があり、市民、観光客を問わず多数の人々が訪れる。また、鉄道と路線バス

の乗り換えなど、交通結節点としても重要な区間である。 

本事業は、四条通を含めたまちなか全体の賑わいを創り出すことを目的とした「歩いて楽しいまちなか戦略」のリー

ディングプロジェクトであり、四条通の空間再配分（車線削減、歩道拡幅）、バス待ち環境の改善等を通じて、歩行者

の快適性と公共交通の利便性を高めるものである。また、四条通と交差する細街路を含めて「歩いて楽しいまちなか

ゾーン」を設定し、都心エリア全体でまちづくりと一体となった面的な交通環境の整備に取り組んでいる。 
 

本事例の取組内容                                                      

地域の将来に対する危機意識の継続的な共有 

四条通は、市内有数の繁華街を抱え多数の人が訪れるにも関わらず、歩

道が狭く、特にバス停付近でバス待ち客と歩行者が交錯していた。また、車

道では外側車線の路上駐停車が常態化しており、バスが正着できないという

問題も生じていた。このため、観光客に対するアンケートにおいても、道路・

交通問題が最も印象の悪い項目として挙げられていた。これに対して、地元

の商店街は「このような状態の四条通には魅力がなく、来街者が避けるように

なり、開発の進む大阪都心等に人々は流れてしまうのではないか」という危機

感を持ち、2005 年に歩行空間の改善に関する要望書を京都市に提出した。

一方、京都市においても、京都市基本構想（１９９９年）や京都市基本計画（2001 年）において、自動車交通に過度に

依存しない公共交通優先型の交通体系を総合的に構築し、「歩いて楽しいまち」をつくる政策を推進していた。また、

大阪や神戸との都市間競争に勝ち残るという課題認識もあった。本事業は事業化に約 10 年を要しているが、その間、

こうした危機意識を官民で継続して共有できていたことが、人口１５０万人の大都市都市部の目抜き通りにおいて車線

数を減らして歩道を拡幅するという前例のない事業を、成し遂げることができた大きな要因と考えられる。 
 

四条通だけに着目するのではなく、地域全体の将来像・基本方針

を策定 

四条通は京都市都心部の目抜き通りであり、四条通・河原町通・御池通・

烏丸通に囲まれた地区は、市内有数の繁華街と京町家等の伝統的な町並

みが共存する「歴史的都心地区」と呼ばれている。四条通の道路空間再編

は、この歴史的都心地区全体に影響を与えることから、本事業はこの地区全

体を対象とした「歩いて楽しいまちなか戦略」の一環として検討された。さらに、

京都市は、2010 年に「歩くまち・京都」憲章の制定、「歩くまち・京都」総合交

通戦略の策定等、先駆的な都市交通体系・まちづくりのあり方を提示し、「歩

いて楽しいまちなか戦略」や「四条通歩道拡幅事業」を市の施策として明確

に位置付けていった。京都市のブレない方針とリーダーシップも、難しい事業

を推進できた大きな原動力と考えられる。  

交通まちづくりの基本方針

出典：人と公共交通優先の歩いて楽しいまちづくり

「四条通歩道拡幅事業」

整備前の歩道の様子
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ふれあい通り 

福島県 

喜多方市 

事例から学べるポイント 

 

学識者によるサポートの下で県と地元が 

協働で議論を行い、地域資源を見える化 
 

事業概要                                                           

会津地方の北部に位置する喜多方市は、会津若松と米沢を結ぶ街道沿いで商人の町として発展した。このため、

商品の保管庫として建設された蔵が現在も 4,000 棟以上存在する、日本有数の「蔵ずまいのまち」である。 

中心市街地の目抜き通りであるふれあい通りでは、沿道の蔵を見せるため、昭和 50 年代に設置されたアーケード

を撤去し景観協定を策定するとともに、歩行者空間の改善を実施した。 

道路事業による無電柱化、歩車道への無散水消雪装置の整備、現道拡幅を伴わない道路空間の再配分や歩道

改修を行ったほか、沿道建築のファサード改修を実施している。 

 

本事例の取組内容                                                     

地域資源を活かしたまちづくりコンセプト及び役割分担を明確化した計画の策定 

まちづくり研究を専門とする大学研究室の協力の下、

「喜多方蔵の会」に代表される蔵所有者を中心としたま

ちづくりの意識が高い地元関係者が、10 年以上にわたり

勉強会に参加した結果、地域住民の意識が高まるととも

に、まちの将来像が明確化されたことで、地域によるビジ

ョンの共有が実現した。学識によるサポートの下、県と地

元が協働で議論を行った結果、まちづくりの方針の一つ

として、喜多方の地域資源である蔵の活用を掲げ、地域

資源を活かしたまちづくりを推進した。また、整備メニュ

ーごとに事業の完了時期、県・市・地域住民の役割分担

を明確化した。 

 

 

ふれあい通り整備計画 

学識者、県の景観アドバイザー、各商店街会長、喜

多方市、福島県からなる「ふれあい通り整備計画委員会」

を設置し、整備計画案の立案のほか、事業主体の役割

分担を決定した。 

  

まちづくりコンセプト

出典：喜多方建設事務所

出典：喜多方建設事務所

ふれあい通り整備計画案
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レンガみち 

宮城県 

女川町 

事例から学べるポイント 

  

地域資源を生かした持続可能な 

将来像を設定し、町民とビジョンを共有 

 

事業概要                                                           

レンガみちは、女川駅前広場と女川湾を一直線に繋ぐ全長約 200m、幅員 15m の煉瓦舗装の歩行者専用道路で

ある。女川町の中心市街地における都市の骨格を形成するシンボル軸となる道路をつくり、中心市街地に人々を集め、

回遊させることで、賑わいを広げる町の玄関口として機能する復興まちづくりを計画した。 

海を「資源」として生かしたまちづくりを目指す女川町では、海への眺望が良い駅周辺の商業エリアを賑わいの拠点

として位置づけ、駅舎と海をつなぐ眺望軸上にまちのシンボルとなる歩行者専用道路を整備するとともに、町民や来

訪者等、様々な人が訪れ、集い、交流する場となるよう、レンガみちの沿道に商業施設等の集積を図った。 

 

本事例の取組内容                                                     

海へと通じるレンガみちをシンボル軸としたまちづくり 

女川町では復興にあたり、人口減少という将来にわたり続くであろう課題に

対する危機意識から、人口減少下においても活力やにぎわいを維持・創出

できる都市構造を目指した。 

また、女川町は、復興の方針を検討する過程において、巨大防波堤で海

とまちを分断するのではなく、海を”資源”として生かすまちづくりを選択した。

海へと通じる歩行者専用道路の「レンガみち」を軸とした女川駅前商業エリ

アを、まちの顔となる「にぎわい拠点」として位置づけた。 

 

女川町まちづくりデザインのあらまし 

まちづくり説明会、まちづくり推進協議会ワーキンググループ、復興まちづくりデザイン会議、有識者ヒアリング等を

実施し、町民や有識者の意見を反映させた女川町中心部のまちの将来像の素案である「女川町まちづくりデザインの

あらまし（第 1 版：平成 25 年 12 月、第 2 版：平成 26 年 11 月）」を策定した。 

「女川町まちづくりデザインのあらまし」は、持続可能なコンパクトシティを目指し、女川町中心部におけるバリューア

ップのコンセプト、基本方針及び整備の考え方等を示したもので、町民へ全戸配布し、女川町中心部の将来像・基本

方針の共有を図った。 

   

出典：女川町「デザインのあらまし（第 2版）」に一部加筆

デザインのあらまし（第 2版）

商業エリア（にぎわい拠点）のまちづくり

出典：女川町「デザインのあらまし（第 2版）」に一部加筆
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ポイント 1－② 

事業の構想・計画の検討体制を整える 

  各実施段階において、地域全体としてのデザインの

まとまり、一貫性を保持し続けるために、構想・計画

段階から道路空間のデザインの一貫性を確保する

組織体制を構築する 

 計画、設計、施工、運営・維持管理の各段階で事業

の一貫性を確保するため、事業の早い段階から各段

階における行政内外の取り組み体制を検討する 

 官民連携の下、地域活性化を図るには、民間におけ

るキープレイヤー、及び取り組みの推進主体になりう

る機関・人材を発掘し、構想・計画段階から検討の場

へ参画を促す 
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￭ 道路をはじめとする河川・公園・鉄道などの公共事業は、構想→計画→設計→工事→完成と進むが、この一連のプ

ロセスに一貫して同一人物が関わり続けることができるのは稀である。一般的には、事業の段階毎に分節され、それ

ぞれの担当者が業務を遂行することになる。 

￭ 道路空間再編は、多くの地域にとってこれまで経験したことがない取り組みであることから、行政職員だけで実現す

るのは非常に困難である。そのため、行政職員・学識経験者・都市計画プランナー・デザイナー・土木エンジニアな

ど、プロジェクト遂行に尽力する関係者相互の継続的なコラボレーションが必要である。 

￭ 道路空間再編の取り組みに関係する多くの人々が議論する場が必要である。この議論の場は、目標とすべきまちの

将来像は何か、その中で対象地区が担うべき役割は何か、対象道路における整備プロジェクトの意義は何か、プロ

ジェクトの効果として何を狙っていくのか等を明確にするためのものである。これにより、関係者による意識の共有を

図り、プロジェクト推進に向けた理解を得ることができる。 

￭ また、このような議論の場は、歴代の諸先輩から受け継いできたまちづくりについて、世代を超えた関係者が語り合う

中で、その理念を伝承し、次世代のまちづくりを担う人材を育てる仕組みとしても大きな意義がある。 

 

具体的な取り組み 

取り組みの一貫性を確保するための推進体制の構築 

￭ 道路空間再編は、構想・計画から事業実施、運営・管理までプロセスが長期にわたることが多い上に、複数の事業

が関連する場合があるため、定めた地域の将来像や基本方針に沿って首尾一貫した取り組みを実施しなければ、

地域全体としての空間デザインの統一や、道路空間マネジメントの整合性が確保できず、地域としての魅力を生み

出すことができない。そのため、構想・計画段階から道路空間のデザインの一貫性を確保するための推進体制を構

築することが必要である。 
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➀参画する主体の範囲 

￭ 道路空間再編を推進するにあたり、取り組みに参画する主体の範囲を検討する。 

￭ 参画する主体の範囲は一意に決められるものではなく、これまでの経緯や取り組みの熟度に応じて、段階や体制ご

とに検討する必要がある。 

 

表 道路空間再編に参画する関係者（例） 

行政 ￭ 行政担当部局（道路整備部局、交通部局、まちづくり部局） 

￭ 公共施設再編部局、医療・福祉部局、環境部局、観光部局等 

￭ 道路管理者（国、都道府県、市町村） 

￭ 交通管理者（警察） 

民間主体 ￭ 商業事業者 

￭ 交通事業者（鉄道・バス・タクシー事業者等） 

￭ 地域住民 

￭ NPO 

￭ 地元商工会 

￭ 開発事業者 

中立的な立場の第三者 ￭ 学識経験者 

￭ 各種専門家（都市設計、空間デザイン、ランドスケープﾟ、 

建築等） 

 

②行政内部における取り組みの推進体制の構築 

￭ 特に、構想・計画段階においては、行政の役割が重要であり、行政内部における取り組みの推進体制を構築するこ

とが必要である。 

 行政内部に道路空間のデザイン・マネジメントに関する専門家集団を組織し、道路空間再編を推進する。 

 プロポーザル等により、当該地域の課題・特性について熟知し、専門技術力の高い技術者をコーディネーター

として招聘する。 
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官と民がフラットに協議できる場を設置 

￭ 官民連携の下、地域活性化を

図るためには、民間におけるキ

ープレイヤー、取り組みの推進

主体になり得る機関や人材の発

掘・確保が必要である。そのため、

構想・計画段階から住民や民間

事業者等、地域づくりの関係者

へ協議の場に参加するよう呼び

かけ、行政と地域づくりの関係者

が協働で地域の将来像やまちづ

くりの仕組みを具体的かつ包括

的に議論する。 

￭ 行政、地域住民、専門家等が連

携した検討体制を構築し、多様

な意見を計画へ反映させるととも

に、地域の特色を生かした計画

を策定する。 

￭ 公有空間である道路空間と、民

有空間である沿道街区との総合

的・一体的な整備を図っていくた

め、当該事業者(事業主体、民間

事業者、関連事業者等)を主体と

して、各事業や沿道街区整備等

の具体的な計画や景観形成に

関する協議・調整・技術的検討等を行う個別協議の場となる「検討会議」や「ワーキング」等を設置することにより、

関係者の調整・連携の円滑化を図る。 

￭ 地元の区市町や住民、地権者、民間企業、開発事業者など地域の関係者が一堂に会し、民と官がフラットに協

議できる全体協議の場を設置する。（まちづくり協議会、まちづくり連絡会、ワークショップ等） 

￭ 計画の初期段階で、課題が顕在化していない場合や、将来的に取り組んでいくべき事項がある場合に、自治体

の担当者レベルあるいは少数のメンバーのみの非公式な意見交換から開始し、その後、「検討会議」や「ワーキン

グ」のような公式な協議の場を設置し、徐々に取り組むべき課題や施策を特定していく。 

￭ そして、取り組むべき課題が明確になるにつれ、まちづくり協議会、まちづくり連絡会、ワークショップ等の公式な協

議会を設置し、意思決定を行うフェーズへ移行していくことが望ましい。 

  

出典：「沿道まちづくりのすすめ」 財)都市づくりパブリックデザインセンター
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札幌駅前通地下歩行空間 

北海道 

札幌市 

事例から学べるポイント 

 

公募市民によるワークショップを実施し、 

将来像や仕組みを具体的かつ包括的に議論 
 

事業概要                                                           

札幌市の都心部では、積雪寒冷の気候から、昭和 47 年のオリン

ピック開催に合わせて開業した地下鉄大通駅、及び地下鉄さっぽ

ろ駅・ＪＲ札幌駅の２つの核を中心とした地下街を整備し、以来、活

力ある商業圏を形成してきた。 

駅前通地下歩行空間は、二極化した２つの地区を結ぶことで商

業圏の回遊性上を図るとともに、人々が憩い楽しめる空間を創出

することを目的として、季節や天候に左右されない安全で快適な地

下歩行空間を整備したものである。また、併せて地上部の幅員再

構成（歩道拡幅）も実施し、憩いのある歩行空間を創出している。 

新しい時代における都市文化の創造を目標として、都心部における回遊性の向上、エリアの魅力と活力の向上、四

季を通じて歩行者が安心して通行できる安全な空間の確保など、一体的なまちづくりに取り組んだ。都心部におけるオ

ープンスペースのネットワーク化と活用に向けた方向性、整備後の管理のあり方、周辺建築物の機能・形態のあり方な

ど、総合的に捉えながら事業を進めていった。 

 

本事例の取組内容                                                     

札幌駅前通地下通路の施設づくりを考えるワークショップ 

札幌駅前通の「像」・「場」・「しくみ」を具体的かつ包括的に議論す

る場を設置し、一般公募による約 50 名の市民がワークショップ形式

で議論した。ワークショップでは、通路としての地下道ではなく、沿道

建物と地下道が繋がる、交差点に憩いの場があるなど、「通路」とし

てではなく、「空間」としての整備へと発想を転換した。 

 

  
出典：札幌市

整備後地下歩行空間

出典：札幌市

ワークショップでの議論の風景
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長野中央通り 

長野県 

長野市 

事例から学べるポイント 

 

意思決定を行う委員会のほか、地元と共に

計画を提案する組織を立ち上げ、 

関係者間の調整・連携を円滑化 
 

事業概要                                                           

長野中央通りは、ＪＲ長野駅から善光寺に至る中心市街地の南北軸を形成する歴史ある参道として、古くから市民

や観光客で賑ってきた。しかしながら、近年、商業の郊外化が進む中、中心市街地の衰退に危機感を抱いた地元商店

街が中心となって、道路のあり方を検討し、歩行者優先の道路整備が行われることとなった。 

車道幅員の削減により歩道を拡幅し、車中心の道路から歩行者のための道路へと転換することで、まちなかの回遊

性や魅力を向上させ、中心市街地の活性化を図った。 

 

本事例の取組内容                                                           

中央通り活用検討勉強会 

沿道の商店主が中心となって、誰でも自由に参加することができる組織を設立・運営し、歩行者優先道路化の計画

検討のほか、地域活性化に関する講

演会の開催、ニュースレターの発行

を行った。 

 

表参道ふれ愛通り推進委員会 

地元商店会や区の代表、まちづくり

関係者などからなる委員会を組織し、

「勉強会」で検討された計画案につい

て、地元として承認決定すると共に、

地元の交渉窓口として、事業主体と

なる長野市との連絡調整を図った。 

 

表参道ふれ愛通り(中央通り歩行者優先道路)計画策定委員会 

学識者や地元代表者、商工関係者、公共交通機関事業者、関係行政、まちづくり関係者などからなる委員会を組

織し、「勉強会」や「推進委員会」で検討された計画案について内容を検討し、市に対して提言を行った。 

 

  

出典：長野市

計画検討体制
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四条通 

京都府 

京都市 

事例から学べるポイント 

 

関係者が議論する場を設置し、ビジョンの 

共有を図るとともに、人と公共交通優先の 

まちづくりに向けた取り組みを推進 
 

事業概要                                                           

四条通は、平安京時代の四条大路にあたる目抜き通りで、市中心部を東西につなぐ主要幹線道路である。特に、

本事業の対象となる川端通から烏丸通の区間は、京都最大の繁華街を形成するとともに、毎年夏になると祇園祭の

山鉾が巡行するなど文化的にも存在感があり、市民、観光客を問わず大勢の人々が訪れる。また、鉄道と路線バス

の乗り換えなど、交通結節点としても重要な役割を果たしている区間である。本事業は、四条通を含むまちなか全体

において賑わいを創出することを目的とした「歩いて楽しいまちなか戦略」のリーディングプロジェクトであり、四条通の

空間再配分（車線削減、歩道拡幅）、バス待ち環境の改善等を通じて、歩行者の快適性と公共交通の利便性を高め

るものである。また、四条通と交差する細街路を含めて「歩いて楽しいまちなかゾーン」を設定し、都心エリア全体でま

ちづくりと一体となった面的な交通環境の整備に取り組んでいる。 

 

本事例の取組内容                                                     

歩いて楽しいまちなか戦略推進協議会 

地元商店街から提出された「心地よく歩ける四条通」の要望書も踏まえ、翌２００６年に地元の自治連合会や商店街関

係者、鉄道・バス・タクシー・物流等の交通事業者、学識者、行政から構成される「歩いて楽しいまちなか戦略推進協

議会」を設立した（2010年以降「歩いて楽しいまちなか戦略」推進会議に名称変更）。また、下部組織として幹事会や分

科会（WG）等を設置し、協議会に諮るべき課題を事前に十分に議論できるようにした。 

この協議会は、プロジェクトに必ずしも賛成でない立場の者（例えば、タクシー事業者等）も含め、関係する全てのス

テークホルダーを集めていたことから、様々な立場の者の合意形成を図りながら事業を進める仕組みとして機能した。

また、中立的な立場の学識経験者や、事務局をサポートする専門家（コンサルタント）を、同一の人物・会社が継続的

に担当したことが、事業の一貫性を確保するのに大いに役立った。なお、専門家（コンサルタント）は、公平な技術競争

を通じて一貫性を持ってサポートできる者を選ぶべく、プロポーザル方式で選定している。 

 

 
歩いて楽しいまちなか戦略推進協議会協議体制 

出典：京都市
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神門通り 

島根県 

島根市 

事例から学べるポイント 

 

行政、市民、専門家が連携した検討体制を

構築し、多様な意見を計画へ反映 
 

事業概要                                                           

神門通りは、出雲大社の参詣道として開設された道路で、かつて参詣客の往来が絶えなかったが、車社会の到来と

ともに歩行者が減り、往時の賑わいが失われつつあった。 

そこで、出雲大社御本殿の「平成の大遷宮」を迎えるにあたり、一畑電車出雲大社前駅から大社入口までの 330ｍ区

間を、観光客の安全と歩きやすさに配慮した「シェアドスペース」として整備するとともに、島根県、出雲市、地元が一体

となり、地域特性を活かした街並みの形成に取り組むことで、出雲大社の参詣道再生を図ることとなった。 

 

本事例の取組内容                                                           

ワークショップ、アドバイザー会議を組み合わせた検討体制 

沿道住民の生活交通のための利便性向上と、観光客のためのにぎわい創出

及び安全性向上の両立が求められた。この相反する 2 つの課題を解決して、沿

道住民・沿道店舗・観光客といった関係する全ての主体の意見・アイディアを計

画策定の参考とするため、ワークショップ方式で、出雲大社の参詣道にふさわし

い道路計画と景観整備の検討を行った。事業コーディネート、景観、交通分野の

専門家と、住民・関係者が連携し、様々な議論を展開した。 

 

   

  
道づくりワークショップ デザインワークショップ：現地見試し状況（石畳、照明の確認）

出典：出雲県土整備事務所

検討体制 ワークショップフロー 
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創成川通 

北海道 

札幌市 

事例から学べるポイント 

 

多分野の専門家を含むデザインチームを 

構築し、地域の魅力向上につながる 

デザインを検討 
 

事業概要                                                           

創成川通は、都心部における南北交通の主軸であるとともに、道路中央

には札幌市を代表する歴史遺産である創成川が流れるシンボル的な都心

軸である。 

札幌市都心部における高次の都市機能を備えた快適で魅力ある空間

として、交通混雑の緩和や空間の有効利用、環境改善などが求められて

いた。そこで、昭和 46 年に完成した南アンダーパス（南５条～南２条）と北

アンダーパス（大通～北３条）を連続化させるとともに、地上部に快適な親

水緑地空間を整備した。 

 

本事例の取組内容                                                     

さっぽろ夢ストリート・市民 1000 人ワークショップ 

「都心まちづくり計画」を策定した平成 14 年に市長が交代し、市民に必要とされる都市整備を改めて問うため、沿道

の利害関係者だけでなく、市民全体に参加を公募したワークショップを実施した。都心のまちづくりや交通の将来像、道

路のあり方などについて、多様な議論が交わされた。 

 

デザイン検討委員会 

｢緑を感じる都心の街並み形成計画」の内容を、創成川通アンダーパス

連続化事業および札幌駅前通地下歩行空間整備事業、２つの軸となる道路

空間の設計に反映させるため、専門的な立場からデザインに係わる具体的

な事項を検討する「デザイン検討委員会」を設置し、両者を一体的に検討す

るとともに、各々において個性的で魅力ある公共空間のあり方を検討した。 

「デザイン検討委員会」は学識経験者、及び関連行政部局によって組織さ

れており、都市計画、造園、建築、照明を専門とする４社からなるデザインチ

ームが委員会の監修に参加することで、分野を超えた一体的な検討を行っ

た。 

 

 

 

  

親水性が向上した緑道空間 

デザイン検討組織図

出典：札幌市

出典：札幌市
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早川堀通り 

新潟県 

新潟市 

事例から学べるポイント 

 

行政、住民、工事関係者が密に議論する場

を設置し、地域づくりへの参画意識を醸成 
 

事業概要                                                           

新潟市中央区下町地区は、かつては北前船が往来し、湊町として栄えた地区である。車社会の到来とともに、市内

に縦横に張り巡らされていた堀は、昭和 39 年までに全て埋められたが、堀と柳の景観の復活を望む声が高まる中、早

川堀がその候補地となった。これを受け、地元住民による勉強会を組織し、整備内容の検討を行った。 

早川堀通りの道路空間再編は、４車線の車道を削減し、歩道を拡幅するとともに、かつてあった堀をイメージした水

辺を整備したものである。 

 

本事例の取組内容                                                              

早川通り周辺まちづくりを考える会 

湊町新潟の原点である下町地区を「住んでいる人が自慢出来る町」にすると同時に、「湊町新潟の顔」になる町に育

てていくことが極めて大切であるとの考えから、地元住民からなる勉強会を組織した。 

勉強会では、整備される水路の水深から植栽の種類、照明の照度などの詳細な仕様まで議論し、必要に応じて実証

実験も行った。憩いの場としてだけではなく、災害時には一時的な拠点エリアとして活用できるよう、防災機能を備える

提案がなされた。 

整備方針をまとめるにあたり、勉強会に加え、早川堀通り沿線世帯を対象とした個別訪問を実施し、沿線住民の意

見を反映させる形で整備に関する提言書を新潟市へ提出した。 

なお、「考える会」の理念である「住民を置き去りにしない」という趣旨のもと、住民が納得するまで話し合いを重ね、完

成までの約 8 年間で 333 回に及ぶ会議を丁寧に行ったことが、地域づくりへの参画意識の醸成につながっている。行政

からの意向を伝達するだけでなく、「考える会」が仲介役となり、地域住民からの意見、工事関係者からのお願いや悩み

相談など、お互いの言い分を十分に聞き入れながら合意形成を図っていった。 

   
 

  

勉強会 模型による計画の検証 現地確認

出典：新潟市
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旧居留地明石町筋 

兵庫県 

神戸市 

事例から学べるポイント 

 

地元協議会と協働で事業を検討し、 

特色あるまちづくりを実践 
 

事業概要                                                            

旧居留地地区は、西日本を代表する中枢管理業務機能の集積地域であるとともに、兵庫開港に伴って設けられた

居留地時代の歴史的環境を体現する重厚な街並みが広がる、神戸を代表する観光地である。しかしながら、歩道幅

員が狭く、歩行者の通行阻害が生じていること、駐車車両により景観が損なわれていることが課題となっていた。このた

め、車線削減やパーキングメーターの廃止により歩道を拡幅し、歩行者通行の安全性や回遊性を向上させることで、地

域のさらなる賑わい創出を図った。 

 

本事例の取組内容                                                      

既存の民間組織を尊重した検討体制の構築 

神戸市（建設局、都市計画総局）と旧居留地連絡協議会（民間事業者、地権者）が連携し、地域のあり方を協議す

ることで、特色あるまちづくりを実践している。 

旧居留地連絡協議会は、終戦直後に地区内の企業などによって組織されたまちづくり団体で、神戸市より景観形成

市民団体に認定されている。“にぎわい”、“伝統”、“風格”、“もてなし”をキーワードに、独自の「都心づくりガイドライン」

を定め、ファサードのコントロールや広告物規制などの誘導を行っている。また、平成 7 年には「旧居留地地区 地区計

画」が以下の通り定められ、沿道建築物の行為制限を実施している。 

  
地区計画 景観形成基準地区計画図

出典：都心づくりガイドライン
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ポイント 1－③ 

事業の将来像・計画内容を 

発信する 

  事業の将来像・基本方針や創出される空間のイメー

ジを分かりやすく伝える 

 事業の将来像・計画内容に関する情報発信により、

地域住民や民間事業者等の地域づくりに対する機運

を高め、地域づくりへの参画意識を醸成する 

 道路空間の再編・利用が地域のまちづくりに及ぼす

多面的な効果をわかりやすく提示する 

  



1.事業の構想・計画 

49 

￭ 道路空間再編の実施主体が、そこに暮らす住民を置き去りにして事業を進めようとすれば、住民から事業に異論が

出てくる。誰のための、何のための事業なのかを議論するプロセスを、住民に公開することが重要である。 

￭ 地域社会を支える公共空間としての道路空間のデザインは、地域の住民や事業者とその検討プロセスを共有する

ことで、初めて地域社会に認められたものとなる。地域の住民や事業者の間に広がった事業への理解と共感は、困

難な状況を乗り越える際の心強い後押しになる。 

￭ プロジェクトの最新情報を広く地域に届けるため、自治体の広報だけでなく、新聞・テレビ・ラジオ等のマスメディア、

その他の機会を活用して情報発信することが重要である。外部からの前向きな評価は、事業関係者にとって大きな

推進力となるので、メディアを積極的に利用することが望ましい。 

￭ メディアを通じた情報発信だけでなく、地域の住民や事業者に直接伝えるためのシンポジウムやパネルディスカッシ

ョン・講演会等の開催や、オープンハウスの開設も、有効な情報発信の手段である。 

 

具体的な取り組み 

情報発信方法の検討 

￭ 事業の目的、検討の進め方、スケジュール、議論の対象等、情報共有が必要な事項を明確に示し、ホームページ、

ニュースレター等、幅広い手法を用いて周知することにより、地域住民や民間事業者等の地域づくりへの参画意識

を醸成する。 

表 情報発信方法（例） 

情報発信方法（例） 概要 

ホームページによる広報 ホームページよる広報活動を通じて、事業の目的、検討の進め

方、スケジュール、議論の対象等を発信する。 

メディアを活用した広報 新聞・テレビ・ラジオ等のマスメディアを活用し、事業の目的、効

果等を広く発信する。 

オープンハウス 中心市街地や公共施設等の人が集まる場所で、パネルや模型

の展示、リーフレット等の資料配布、ビデオの放映等を実施し、整

備の PR や工事情報・観光情報を発信する。 

シンポジウム・パネルディスカッション 著名人、学識経験者による基調講演やパネルディスカッション等

を行い、当該事業の目的等についての理解を深めてもらう。 

ニュースレター・パンフレット 事業内容を文章や写真で分かりやすく整理した印刷物を作成

し、住民に広く配布する。 

出前講座・地域説明会 事業の担当部署が住民のための講座や説明会を開催する。 

 

￭ 事業の段階と目的に応じ、適切な表現方法を採用することが重要である。例えば、整備後のイメージを例にとると、

以下のような表現方法が候補として挙げられる。 

・類似例を見せる（事例の視察、事例の写真） 

・スケッチパース、フォトモンタージュを作成する 

・模型を作成する 

・原寸大のモックアップを作成する 
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社会実験の実施 

￭ 社会実験を実施することにより、地域の道路交通政策上の課題を明確化し、地域全体の課題として問題意識の共

有を図るとともに、事業実施に先立って関係者による理解を深め、関係者間の合意形成を図る。 

￭ 社会実験は、社会的な影響を与える可能性が高い道路空間再編プロジェクトにおいて、事業実施に先立って行う

場合が多い。 

例えば、以下のような実験が行われている。 

・歩行空間の拡張等により車優先の道路から歩行者や自転車優先の道路へ再構築を図る実験 

・パーク＆ライド等を用いた公共交通機関の利用促進を図る実験 

・オープンカフェ等の道路空間の多目的利用を図る実験 

 

道路空間再編・利用の地域づくりへの効果の提示 

￭ 道路空間の再編・利用が地域のまちづくりへ及ぼす多面的な効果をわかりやすく提示することにより、関係者による

事業の必要性についての理解を深め、合意形成を図る。 

￭ 交通円滑化や交通安全の確保だけでなく、観光振興、医療貢献、健康増進、社会生活の場の創出、エリア価値の

向上等、生活の質的向上をはじめとする地域づくりへの貢献を事業効果として提示する。 
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デザインに配慮した仮設防護柵 ボードデッキ型歩行空間

「歩いて楽しいまちなか戦略」社会実験（2007 年）の主なメニュー

 

四条通 

京都府 

京都市 

事例から学べるポイント 

 

社会実験を通じて事業内容の改善・深化を

図り、関係者間の合意を段階的に形成 
 

事業概要                                                           

四条通は、平安京時代の四条大路にあたる目抜き通りであり、市内中心部を東西につなぐ主要な幹線道路である。

特に、本事業の対象となる川端通から烏丸通間は、京都最大の繁華街を形成するとともに、毎年夏になると祇園祭の

山鉾が巡行するなど文化的にも存在感があり、市民、観光客を問わず多数の人々が訪れる。また、鉄道と路線バス

の乗り換えなど、交通結節点としても重要な区間である。本事業は、四条通を含めたまちなか全体の賑わいを創り出

すことを目的とした「歩いて楽しいまちなか戦略」のリーディングプロジェクトであり、四条通の空間再配分（車線削減、

歩道拡幅）、バス待ち環境の改善等を通じて、歩行者の快適性と公共交通の利便性を高めるものである。また、四条

通と交差する細街路を含めて「歩いて楽しいまちなかゾーン」を設定し、都心エリア全体でまちづくりと一体となった面

的な交通環境の整備に取り組んでいる。 

 

本事例の取組内容                                                     

「歩いて楽しいまちなか戦略」社会実験 

本事業は、大都市都心部の交通体系を抜本的に変えること

から、各種の社会実験を通じて、事業内容の改善・深化と関

係者の合意形成に努めた。特に、2007 年の「歩いて楽しいまち

なか戦略」社会実験は、規模や内容の面でインパクトが大きく、

新聞やテレビ等のメディアに大きく取り上げられた。実験的に拡

幅された四条通の歩行空間では、並んで楽しそうに歩く人々が

増えるなど、社会実験を通じて歩道拡幅の効果が確認された。

一方、迂回交通による交通渋滞の発生や、荷捌き車両が不便

を強いられるなど、解決すべき課題も明らかになった。この結

果を受け、四条通の車線削減・歩道拡幅は前向きに進める一

方、トランジットモール化や通行規制は時期尚早と判断し、段階的に合意形成に取り組むこととなった。このため、２０１０

年以降は、四条通の車線削減・歩道拡幅を前提としたバス停集約の試行を続けるとともに、周辺細街路においてシェ

アドスペースやゾーンシステムなど強力な規制を伴わない交通静穏化の社会実験等を継続的に展開した。 

 

社会実験の段階からまちづくりを意識させるデザインの工夫 

本事業は、交通問題の解決ではな

く、まちなかの賑わいづくりを目的とし

ている。したがって、社会実験の段階

から、まちづくりを意識させる工夫を行

った。例えば、車線削減・歩道拡幅を

試行するための仮設防護柵は、工事

用の赤いコーンを用いるのではなく、

景観に配慮した意匠のものをデザイ

ン会社が制作した。また、快適な歩

行・滞留空間を演出するため、デザイン系の大学研究室と連携し、ボードデッキ型歩行空間を試験的に設置した。 

出典：人と公共交通優先の歩いて楽しいまちづくり「四条通歩道拡幅事業」
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神門通り 

島根県 

出雲市 

事例から学べるポイント 

 

社会実験の実施とオープンハウスの 

設置により、関係者間の合意を形成 
 

事業概要                                                           

神門通りは、出雲大社の参詣道として開設され、参拝客により栄えてきたが、車社会の到来から歩行者が減り、かつ

てのにぎわいが失われつつあった。このため、出雲大社御本殿の「平成の大遷宮」を見据え、一畑電車出雲大社前駅

から勢溜交差点までの 330ｍの区間について、シェアドスペースの考え方に基づく安全で観光客が歩きやすい道路整

備のほか、島根県、出雲市、地元が一体となり、地域特性を活かした街並みの形成に取り組むことで、出雲大社の参詣

道としての再生を図った。 

 

本事例の取組内容                                                    

社会実験の実施による安全性の評価と合意形成 
整備後の幅員構成を体験してもらうとともに、その安全性などを評価し、沿道住民の合意形成を図ることを目的として、

歩車道境界の白線を引き直す社会実験を実施した。社会実験中に当該事業の内容を沿道住民や観光客に周知する

とともに、実験の効果を評価するためのアンケート調査を実施するために、沿道の空き店舗を活用して「オープンハウ

ス（事業 PR 館）」を実験期間中に開設した。また、社会実験における幅員変更の効果を測るために、様々な計測調査

を行った。 

その結果、自動車走行速度が低下したこと、普通車の円滑な走行は阻害しなかったこと、並んで歩く歩行者が増加

したこと等を確認した。一方、大型車同士が離合する際に歩道部へはみ出してしまうといった課題も確認した。 

 

オープンハウス（事業 PR 館・神門通り PR 館）の設置 

社会実験期間、及び道路整備期間中、沿道の空き店舗を活用して道路整備の PR と観光案内機能を有する「オー

プンハウス（事業 PR 館・神門通り PR 館）」を開設した。県と市による共同運営の下、常時 2～3 名のナビゲーターが駐

在し、沿道の住民・店舗、観光客、行政の架け橋としての役割を担った。 

なお、事業 PR 館では、飲み物を提供するなど抵抗無く入って来ることが可能な雰囲気づくりを心がけた。アンケート

回答者にガラポン抽選による景品を進呈するなど、沿道ににぎわいを呼び込む仕掛けも取り入れた。また、事業 PR 館

を活用した小学生の出前授業など、幅広い関係主体に向けて周知と理解の呼びかけに努めた。神門通り PR 館は、現

地における工事情報の提供や、意見・苦情の対応窓口の役割を果たしている。 

現在は、出雲市観光協会の神門通りおもてなしステーションとして、観光案内所の役割を担っている。 

 

島根県 ・道路整備事業の PR 

・工事情報の提供 

・意見・苦情への対応 

出雲市 ・観光案内、観光情報の発信 

・まち歩き促進（観光 MM） 

 

 

 

  

表 島根県と出雲市の役割分担 

オープンハウス（神門通り PR 館）の様子

出典：第 8回日本モビリティ・マネジメント会議（2013.7.13）

「神門通りにおける道路整備期間中のまち歩き観光促進に向けた取り組み」
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長者町ウッドテラス

愛知県 

名古屋市 

事例から学べるポイント 

 

整備効果を実際に体験できる社会実験を 

通じて、沿線住民による理解を深化 
 

 

事業概要                                                           

錦二丁目地区は名古屋の都心部、名古屋駅と栄地区の間に位置する地区である。かつては日本三大繊維問屋街

の一つ、長者町繊維問屋街として栄えたが、産業・流通構造の変化により衰退を余儀なくされると、荷捌きのために幅

員を確保した幅広の車道において、一方通行の逆走やスピード超過の通行車両などの問題が生じるようになった。 

衰退した地区の再生に向けて、歩行者が安心して利用できる道路空間の再編を検討するにあたり、沿道地域による

理解を深めるとともに、その効果を検証することを目的として、地域主導による歩道拡幅の社会実験「長者町ストリート・

ウッドデッキ」を実施した。 

 

本事例の取組内容                                                     

車道上にウッドデッキを設置する社会実験の実施 

地域の森林資源を都市部にて積極的に活用することで、山間部の森林環境の保全と都市部の環境改善を同時に

進めるモデル的な活動として、地元まちづくり協議会を中心に錦二丁目「都市の木質化プロジェクト」が立ち上がり、地

域の大学や森林組合、行政と協働で各種取り組みを継続的に進めている。 

このうちストリート・ウッドデッキは、まちなかの公共空間に木造で仮設の休憩場所を設ける実験で、長者町通りの歩道

拡幅に用いられた。現在は地区内の民地の公開空地に設置されている。 

  

 

交通量調査 

平日時の調査において、自動車の逆走台数および車両走行速度がいずれも減少したことから、車道幅員の削減によ

る効果が確認された。 

また、歩行者についても、一日の全歩行者数の 8.4％にあたる 200 人がウッ

ドデッキを利用し、平日のピーク時（12 時台）には 15.2％もの利用が見られた。

なお、社会実験と併せて開催された「長者町ゑびす祭り」において、テーブル

やイスを設置したところ、来訪者による休憩場所としての利用が見られた。 

 

来訪者へのアンケート調査 

平日の利用者、およびイベント開催時の来訪者へのアンケート調査の結果、

通行者からは概ね好評だったことが確認された。社会実験の結果をもとに、

整備計画の策定に向けて、今後検討を進める予定である。 

整備前 整備後 

出典：錦二丁目まちづくり協議会

社会実験の効果 

出典：錦二丁目まちづくり協議会
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歩道部全体をボードデッキとし、通行と滞留を一つの空間で心地よく一体化させている 

（アメリカ・ポートランド） 

路上への店のにじみ出しが、通りの賑わいにつながる 

（フランス・パリ） 
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プロジェクトストーリー 

舞台設定 

舞台は、「ドコカノ県」「アナタノ市」の中心市街地。   

中心市街地の空洞化が進んでいる。 

中心市街地を南北に流れる「堀川」があるが、河川区域内に整備された緑地の維持管理が行き届かず、まちづくり上の

課題となっている。 

「堀川」の両側には、幅員 5.5ｍの狭い道路（一方通行）があり、車の抜け道となっている。 

「堀川」沿いには、さびれた印象の史跡「旧ドコカノ銀行アナタノ支店」がある。  

 

登場人物 

行政 

① アナタノ市役所道路整備部局係長 大森 

道路空間再編で地域づくりを支えることになった新任係長。中心市街地再整備プロジェクトのリーダーに任命される。 

② アナタノ市役所道路整備部局係員 木村 

大森の部下。中心市街地再整備プロジェクトのリーダーとして悪戦苦闘する大森をサポートする。 

③ アナタノ市役所道路整備部局課長 笹土 

大森の上司。道路管理畑が長い。大森の提案に当初は難色を示す。 

 

学識経験者 

④ ドコカノ大学工学部都市工学科教授 黒田 

中心市街地再整備プロジェクト検討委員会の委員長を務める。 

⑤ 赤津川建築工房代表取締役 赤津川 

アナタノ市在住の建築家で、市の都市計画審議会委員を務める。中心市街地再整備プロジェクトでは、地域の機運醸

成を担う。 

 

民間 

⑥ 交通工学コンサルタンツ 宇都宮 

道路計画や交通施策を得意とする建設コンサルタント。 

⑦ トオクノデザイン事務所 小田原 

全国各地の都市デザインを手掛けた実績を持つ辣腕デザイナー。 

⑧ 沿道商店店主 近江田 

堀川沿いで雑貨・衣料を販売する商店主。堀川の道路空間再編プロジェクトに当初は反対する。 

 

あらすじ 

「ドコカノ県」「アナタノ市」の中心市街地活性化プロジェクトのタスクフォース・リーダーに抜擢されたアナタノ市道路整

備部局係長大森。大森は、外部の学識経験者・デザイナーの力を借りながら、城下町時代から残る地域資源の価値を

見出し、リーディングプロジェクトとして堀川沿いのエリア再整備を図る。市道及び周辺道路の幅員再構成やネットワー

クの再構築を行い、道路を舞台とした民間活動を引き出すことで、疲弊した中心市街地に新しいコンテンツを呼び込

み、連鎖的にエリアの改善が生まれていく流れを作ろうとする。その際に大森が直面する様々な課題を、ストーリー仕立

てで解説する。 
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プロジェクトストーリーコラム（その 1） 

1. 事業の構想・計画 

(1) プロジェクトの始まり 

【地域の課題】 

新たにアナタノ市役所道路整備部局に配属され、係長を拝命したばかりの大森のところに、中心市街地

の地盤沈下に悩む産業振興部局の中村がやってきた。昨年度の最後の中心市街地問題市民会議で、『歩い

て楽しいまち』を将来像に掲げたまちづくりを進めることが話し合われたという。中心市街地の活性化

は、市長の重点施策であった。 

「歩いて楽しいまち、か。」自動車利用が一般的なこの地方都市で、そんなことができるのだろうか。そ

のような疑問を持ちながらも、大森はこの言葉に不思議と魅力を感じ始めていた。 

中心市街地問題市民会議の提言を受けて、市役所としても本腰を入れてこの問題に取り組むことになり、

市役所内の組織横断的な連絡調整のために、タスクフォースが組織されることになった。庁内でしばら

く綱引きがあったが、主管は道路整備部局に落ち着き、大森は担当係長を兼務することになった。 

 

(2) 場づくりと人選 

【出会い】 

そんなある日、『地域を支える道路空間再編の手引き』説明会が、県庁で開催された。ドコカノ大学工学

部の黒田教授の解説と事例の紹介は、何かのヒントになりそうだった。 

「この間の説明会で、道路空間を再編する、って言ってたな。あの大学の先生に話を訊きに行ってみよ

う。」 

大森は、“あるくまち勉強会”と称して、部下の木村と 2 人で黒田の研究室へ押しかけ、作戦を練った。 

「マンパワーが少ない中、あまり検討組織ばかりが増えても運営できなくなるけど・・・。しかし、市

民参加の場と、自由に議論できる場はあった方が良いでしょうね。」黒田のアドバイスもあり、部長級が

入る『中心市街地交通まちづくり計画策定委員会』を庁内に組織するとともに、それとは別に市民が入

った検討部会を設置し、実質的な議論をこの部会で深めることとした。 

加えて、この作業をサポートする『中心市街地交通まちづくり計画検討業務』を、コンサルタントに発

注する準備も始めた。この業務は、道路計画や交通施策を得意とする(株)交通工学コンサルタンツが受

注することになった。 

 

(3) 覚悟 

【行政と地域のキーパーソン】 

『歩いて楽しいまち』の将来像を描き出すためには、中心市街地交通まちづくり計画策定委員会の下に

設置された検討部会において、市民の声を交えながら議論することが重要である。この検討部会の座長

には、アナタノ市の都市計画審議会の委員を務めている赤津川に就いてもらおうと、大森と木村は、市

内にある赤津川建築工房の事務所に向かった。 

赤津川は、大手設計事務所を退職後、故郷のアナタノ市に U ターンして建築事務所を開業して 12 年目、

都市計画審議会の中では若手の部類に入る。本業の建築設計と並行して、アナタノ市の中心市街地を盛

り上げるべく、積極的に発言し、地域貢献活動も行っていた。都市計画審議会では、時々、耳に痛いこ

とも提言する物静かだが信念のある人、といった印象を大森は持っていた。 

これまでの経緯とこれからやろうとするプロジェクトの大まかな筋道を聞いた赤津川は、大森をじっと

見据えると言った。 

 

ポイント 1-①地区の課題・特性を踏まえ、

地域の将来像・基本方針を設定する 

ポイント 1-①地区の課題・特性を踏まえ、

地域の将来像・基本方針を設定する 

ポイント 1-②事業の構想・計画の検討体制

を整える 
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「周りの市が道路空間再編に取り組み始めたからアナタノ市でも取り組む、といった甘い考えでは失敗

するのが目に見えています。途中には色々困難が待っているでしょう。やるからには、市のプロジェク

トとして、正攻法でじっくり取り組んでいく覚悟はお持ちなんですね？」 

「はい。やります。」大森はそんなことを問われるとは予想していなかったが、思わず答えていた。武者

震いがしてきた。よし、やってやるか。 

 

(4) 行政ができること、民間ができること 

【行政と民間の役割分担】 

『中心市街地交通まちづくり計画策定委員会』と『検討部会』の進め方について相談するため、大森は

検討部会座長の赤津川と共に、黒田研究室を訪ねた。赤津川は大森に、これからの道路や都市空間の整

備とマネジメントについての持論を説明した。 

「こういった、まちの方向性を議論しようとするきっかけづくりと、議論のための場づくりは、民間の

経済活動に直結するものではないので、行政が最初に旗を振らないと、民間だけでは立ち上がりにくい

でしょう。それと、黒田先生のように適切な人にその議論の場に加わっていただくことを決めるのも、

広いネットワークを持っている行政だからこそやりやすいことだと思います。」 

「また、これからの道路をはじめとするインフラストラクチャーは、整備するばかりでなく、それを維

持管理することも含めて、誰がその費用を負担するのかを今まで以上に意識しなくてはなりません。行

政は、管理者としてインフラストラクチャーに向き合っていかなければなりませんが、その原資は、民

間の経済活動から生まれる税金です。ですから、行政には、民間が稼ぎやすくする環境を整えることを

意識して欲しい。一方、民間側は、その環境の中で、しっかりと稼ぎつつ、地域の魅力を高める経済活

動を生み出す役割を持っています。」 

 

(5) 地域を支える道路空間再編への第一歩 

【中心市街地交通まちづくり計画策定委員会発足】 

『中心市街地交通まちづくり計画策定委員会』では、アナタノ市のまちづくりの歴史的経緯、市街地の

整備計画、交通ネットワークの整備計画、中心市街地の現状と課題が共有された。赤津川が座長を務め

る検討部会では、その現状認識を共有した上で、中心市街地の魅力を高める方策が議論された。そこか

ら見えてきた方向性が、 

・堀川の活用 

・旧ドコカノ銀行の建物の活用 

・歩いて楽しいまちの実現 

だった。 

黒田のアドバイスや国内外の事例研究の影響もあり、大森は中心市街地全体を相手にするのではなく、

地域の将来像を大きく描きながらも、最初に事業に着手する場所を絞り、リーディングプロジェクトと

して、堀川と堀川沿いに通っている市道『堀川通』をシンボル軸とした整備を位置付けることにした。 

 

(6) 変化のきざしを探す 

【まちに跳びこむ】 

「いつのまにか、わが市の中心市街地は、わざわざ行くほどの所ではなくなっていたのか・・・。」 

中心市街地に関する市民アンケート調査の結果からは、中心市街地に出かける機会がほとんど無くなっ

ていることが浮き彫りになっていた。 

 

ポイント 1-②事業の構想・計画の検討体制

を整える 

ポイント 1-①地区の課題・特性を踏まえ、

地域の将来像・基本方針を設定する 

ポイント 1-②事業の構想・計画の検討体制

を整える 

ポイント 1-①地区の課題・特性を踏まえ、

地域の将来像・基本方針を設定する 
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しかし、大森は中心市街地の復権のヒントを求めて、赤津川とともに堀川通に足しげく通う内に、変化

の兆しを見つけ始めていた。赤津川は、いくつかの店舗設計を手掛けており、顔が広かった。築年数が

経ち、オフィスとしては手狭になった雑居ビルの家賃が下がり、小さいながらもこだわりを持った店舗

を新規起業する若者が現れ始めていたのだ。 

 

(7) 情報発信と、危機感の共有 

【機運の醸成】 

市民に向けて情報発信するのであれば、ビジュアルでイメージを出した方が分かりやすい、と交通工学

コンサルタンツの宇都宮が提案した。 

「この段階では、ＣＧとか細部まで作りこんだパースより、手書きのスケッチの方が良いですよ。描き

込んでいない分、その余白に、見た人が自分たちのまちを想像する余地が残りますから。」 

大森と宇都宮は、「歩いて楽しいまち」をテーマにしたシンポジウムを企画し、プレスリリースを報道各

社に投げ込んだところ、地元紙が大きめの記事として取り上げてくれた。議会で取り上げられるなど、「こ

れから何が起こるのだろうか」と小さな波紋が起こった。 

シンポジウムのパネルディスカッションに登壇した黒田と赤津川は、アナタノ市の中心市街地の窮状を

分かりやすい幾つかの数値指標で表現した。数字には、アナタノ市の中心市街地の地盤沈下が、如実に

表れていた。現実を数字で見せられた行政・民間の関係者の間では、中心市街地の活性化に向けた何ら

かのアクションが必要であることが意識され始めた。 

 

→87 ページへつづく 

ポイント 1-③事業の将来像・計画内容を発

信する 
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2-1.事業構造の構築 

におけるポイント  
 

 

  ポイント 2-1-① 

財源の多様化を図る 

ポイント 2-1-② 

他の事業・サービス・施設との連携を図る 

ポイント 2-1-③ 

事業推進の組織体制を整える 
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事業構造の構築におけるポイント 
地域づくりを支える道路空間再編を推

進するためには、財源の多様化を図ると

ともに、他の事業・サービス・施設との連

携を図ることも考慮した上で、事業構造

を構築する。 

構想・計画段階から維持管理段階に

いたるまで、一貫して事業に関わる住

民・行政・専門家・事業者等の関係者が

連携・協働しながら事業を推進するため

の体制を構築する。 
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ポイント 2-1-① 

財源の多様化と民間の参入を図る 

  地域づくりを支える道路空間再編へ民間の参画を促

進するため、規制緩和や税制優遇などの措置、民間

が参入しやすい環境づくりなど、民間の活動・投資を

誘発するインセンティブを付与する 
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￭ 人口減少下の厳しい財政状況においては、地域づくりを支える道路空間再編に対する公共投資も限られてくる。こ

れからの道路空間再編における公共空間の整備・維持管理には、公共の財源だけでなく、民間開発による整備や

民間組織による維持管理といった、これまで一般的ではなかった方法が求められる。 

￭ 民間による道路空間の利用が地域のにぎわい創出や経済活動の促進につながる場合には、行政がこれを許可し

て後押しし、道路の維持管理へ還元するための工夫や、住民や事業者が費用負担という形ではなく維持管理活

動に直接協力する形で維持管理に参画する仕組み等をもっと考えていくべきである。 

￭ これらの工夫・仕組みが、住民や事業者が自ら活動する地域の価値を向上させ、結果的に自らの資産や事業の

価値を上昇させることにつながるという理解が広まることが望ましい。 

 

具体的な取り組み 

公益貢献に応じた容積率割増制度の活用 

￭ 沿道地権者による事業参画を促進するため、メインストリートにふさわしい賑わいや歩行者空間の創出、公共地下

歩道・地下鉄駅との接続等の公共貢献に応じ、容積率割増のルールを設定する。 

(1)地域特性に合わせた緩和ルールの設定 

①個別の地区計画に、貢献内容に応じた容積率緩和のルールを設定 

②独自条例に基づき指定された地区毎に、貢献内容に応じた容積率緩和のルールを設定 

 

(2)複数制度の効果的な組合せ 

課題ケース 解決のための制度組合せ方法（例） 

建物の更新が進まず、建物の高さや壁面も

不揃いな上、歩行者空間にも余裕がない。 

高度利用型地区計画＋街並み誘導型地区計画 

建築物の形態を一体的に誘導し、併せて合理的かつ健全

な高度利用を図るため容積率を緩和 

住宅立地の誘導が求められるエリアである

が、道路幅員が狭く、建物の更新や高度利

用・有効利用が困難である。 

用途別容積型地区計画＋街並み誘導型地区計画  

建築物の形態を一体的に誘導し、併せて住宅立地のインセ

ンティブとして容積率を緩和 

公共施設が未整備であるため、高度利用が

できない。 

誘導容積型地区計画＋街並み誘導型地区計画 

公共施設の整備を促進するため、未整備の場合の容積率

を制限するとともに、建築物の形態を一体的に誘導 
 

 

開発事業者による道路空間整備における税制優遇 

￭ 民間事業者の事業によって道路空間と直接つながるオープンスペース（公開空地）やペデストリアンデッキといっ

た公共空間が創出される場合に、歩行者空間と捉えられる共用部分に対して税制優遇を図る。 

※道路法に基づく道路上における歩行者空間の整備と考えられるものは、非課税であるとともに、公共の用に供す

る道路として使用されている土地（私道）では、幅員等の一定の条件を満たしている場合、固定資産税・都市計

画税が非課税扱いとなることを適用する。 
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道路空間と建築空間の重複利用  

￭ 都市整備の促進と土地の高度利用に関する取り組みの一つで、道路の区域を立体的に定め、それ以外の空間を

利用可能とすることで、道路と建築物等との一体的整備を実現する制度を活用する。 

 

① 立体道路制度の活用による規制対象空間範囲の限定 

￭ 道路法に基づき、道路の区域を上下方向に限定し、立体的に定め（道路の立体的区域）、都市計画法に基づく地

区計画に建築物の敷地として利用すべき区域（重複利用区域）と、建築物を建てることができる範囲（建築限界）

を定めるとともに、建築基準法の道路にあっては同法による道路内の建築制限を緩和する。 

 

＜立体道路制度の概要（道路法第 47 条の 7 等）＞ 

 
 

②非道路扱いによる交通機能の確保 

￭ 建築敷地内で通行機能を確保する。 

・廃道した道路の機能維持（例：再開発事業等における従前道路を代替する空間の確保等） 

・新たな通行スペース確保（例：公開空地等） 

￭ 道路以外の施設として位置づけ、通行機能を確保する。 

出典：札幌市ホームページ 
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エリアマネジメント組織への資金提供促進・税制優遇 

￭ エリアマネジメント組織への資金提供促進・税制優遇により、民間によるまちづくりへの積極的な参画を促進する。

エリアマネジメント組織への資金提供促進・税制優遇方策として、以下のものが挙げられる。 

 一般財団法人民間都市開発推進機構の住民参加型まちづくりファンドを活用（まちづくりファンドを通じたエリア

マネジメント団体への出資） 

 エリアマネジメント組織に対する道路占用料の減免 

 エリアマネジメント組織へ寄付を行った場合の寄付者に対する税優遇（寄付金控除・損金算入） 

 エリアマネジメント組織の収益事業から非収益事業に投入される利益の損金算入 

 

補助事業・法制度の利用 

￭ 道路空間の再編に利用可能な制度や補助金、及び制度や補助金の活用により実施可能な事項を利用して、民

間活動や投資を促す。 

 

1．エリアマネジメントへの支援制度
1.1活動団体の指定
　＜制度＞

制度名 概要 担当

① 都市再生推進法人 地域のまちづくりを担う法人を市町村が指定 国土交通省

1.2活動の円滑化のための制度
　＜制度＞

制度名 概要 担当

① 都市利便増進協定
地域住民や都市再生推進法人が、広場、道路、オープンカフェ、広告板等の
自主的な管理のために締結する協定

② 都市計画提案制度 土地所有者やまちづくり団体等が都市計画の決定・変更を提案できる制度

③ 道路占用許可の特例 オープンカフェ、広告板等による道路占用の許可基準に関する特例制度
国土交通省
経済産業省

1.3活動への財政的支援
　＜補助事業＞

補助事業名 概要 担当

①
都市再生安全確保促進事業
（エリア防災促進事業）

大規模震災発生時における滞在者等の安全と都市機能の継続を図るための
ソフト・ハード両面の対策に対する支援

②
国際的なビジネス・生活環境の
形成及びシティセールスの支援

外国語に対応した生活支援施設等、情報発信機能の充実に係る取り組み
や、国内都市におけるオフィス立地・居住のメリット等、シティセールスの取り
組みに対する支援

③
民間まちづくり活動促進事業
（社会実験・実証実験等）

民間のまちづくり計画や協定に基づく都市施設の整備・活用や、まちの賑わ
い・交流等に資する社会実験等に対する支援

④
都市開発資金
（都市環境維持・改善事業資金）

エリアマネジメント事業を行う都市再生推進法人又はまちづくり法人に貸付を
行う地方公共団体に対して、無利子で貸し付け

⑤ 地域経済循環創造事業交付金
民間事業者が事業化段階で必要とする初期投資経費等に対して地方公共
団体が助成する経費を対象とした交付金

⑥ 中心市街地活性化ソフト事業
認定中心市街地活性化基本計画に位置付けられたイベント等のソフト事業
に要する経費を支援する制度（商店街振興組合、市民団体、第三セクター等
が実施するものを含む）

1.4人材育成
　＜補助事業＞

補助事業名 概要 担当

①
民間まちづくり活動促進事業
（普及啓発事業）

ワークショップ等を通じてまちづくりの実践を促すと同時に人材の育成を図る
取り組みに対する支援

国土交通省

地域づくりを支える道路空間再編に関する主な法制度・支援制度

国土交通省

国土交通省

総務省

（平成29年度時点）
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2．中心市街地活性化に向けた支援制度
　＜補助事業＞

補助事業名 概要 担当

① 都市再生整備計画事業
市町村が作成した都市再生整備計画に基づいて実施する、施設整備や各種
調査、社会実験等のソフト事業など一連の取り組みに対する費用充当

②
道路事業
（区画整理事業）

土地区画整理事業によって都市計画道路等を整備する場合における、これ
らの都市計画道路等を用地買収方式により整備することとして積算した事業
費の額を限度額とした費用の補助

③
道路事業
（社会資本整備総合交付金）

中心市街地区域内に係る事業区域を有し、都市機能の増進及び経済活力の
向上の観点から中心市街地活性化に資する道路整備に対する支援

④
街路事業
（社会資本整備総合交付金）

都市内交通の円滑化や市街地の形成等を図る街路等の整備に対する支援

⑤ 市街地再開発事業

空洞化が進行する中心市街地において、土地の合理的かつ健全な高度利
用と都市機能の更新を図るとともに、活力ある経済活動の基盤となる市街地
の再生・再構築を促進することを目的とした、まちなか再生の実現に資する市
街地再開発事業に係る施設建築物の整備等に対する支援、及び都市計画
道路の整備に要する費用の補助

⑥ 地域・まちなか商業活性化支援事業

地域の拠点となるにふさわしい魅力ある中心市街地の形成を図るための調
査、専門人材活用等に対する支援、及び地元住民や自治体等による強いコ
ミットがあり、当該中心市街地だけでなく周辺地域の経済活力を向上させる
波及効果の高い民間プロジェクト（商業施設等の整備）に対する支援

⑦
戦略的中心市街地商業等活性化
支援事業

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
り組む中心市街地において、商店街・商業者、民間事業者等が地域と連携を
図りながら実施する商業活性化・商業環境向上関連の各種事業に対する重
点的な支援

⑧ 地方創生推進交付金

地域再生計画に記載された、地方版総合戦略に基づく地方公共団体の自主
的・主体的で先導的な事業に対する支援（この内、都市のコンパクト化や公
共交通ネットワークの形成については、先駆性を有する取り組みの立ち上げ
段階や試行段階の事業経費等を支援）

内閣府

3．民間都市開発への支援制度
3.1出資
　＜補助事業＞

補助事業名 概要 担当

① まち再生出資
市町村が定める「都市再生整備計画」の区域等において行われる国土交通
大臣の認定を受けた民間都市開発事業に対する出資等の支援

民都機構

3.2長期の安定した融資型支援
　＜補助事業＞

補助事業名 概要 担当

① 共同型都市再構築
民間都市開発事業の施行に要する費用の一部を負担して、共同で事業を施
行した後、当該不動産を共同事業者に長期割賦弁済条件で譲渡

② メザニン支援
「都市再生緊急整備地域」等の区域において行われる国土交通大臣の認定
を受けた民間都市開発事業に対する貸付又は社債の取得による支援

3.3資金拠出による支援
　＜補助事業＞

補助事業名 概要 担当

① 住民参加型まちづくりファンド支援
地域住民等によるまちづくり事業の助成等を行う「まちづくりファンド」に対す
る資金拠出の支援

民都機構

民都機構

国土交通省

経済産業省
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4．多様な交通サービス充実に向けた支援制度
4.1LRT
　＜制度＞

制度名 概要 担当

①
地域公共交通網形成計画
（地域公共交通活性化再生法）

地域戦略の一環として、持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公
共交通の活性化及び再生を図る地域公共交通網形成計画の策定・実施に
対する支援

②
地域公共交通再編実施計画
（地域公共交通活性化再生法）

地域公共交通網形成計画に基づき地域公共交通再編事業を実施するため
の地域公共交通再編実施計画の作成に対する支援、及び同計画が国土交
通大臣の認定を受けた場合における同事業の実施に関する道路運送法等
の特例等の支援

　＜補助事業＞

補助事業名 概要 担当

①
街路事業
（社会資本整備総合交付金を活用）

都市内交通の円滑化や市街地の形成等を図る街路等の整備に対する支援

②
都市・地域交通戦略推進事業
（社会資本整備総合交付金を活用）

徒歩、自転車、自動車、公共交通など多様な交通モードの連携が図られた都
市の交通システムの整備に対する総合的な支援

③ ＬＲＴシステム整備費補助

④
地域公共交通活性化・
再生総合事業

⑤ 都市交通システム整備事業
総合的な都市交通の戦略に基づくＬＲＴの施設（車両を除く）の整備に対する
包括的な支援

⑥ 路面電車走行空間改築事業

⑦ 交通結節点改善事業

⑧
低炭素化に向けた公共交通利用
転換事業

公共交通ネットワークの再構築や域内交通の利便性向上等、マイカーから公
共交通へのシフトを図る取り組みに対する支援（LRT・BRT導入含む）

環境省
国土交通省

⑨ 鉄道・運輸機構の出資制度

サービス水準の向上、路線再編等により持続的な地域公共交通ネットワーク
の再構築を図る地域公共交通活性化再生法に基づく認定を受けた事業につ
いて、中長期的な収益性が見込まれる等の場合において、産投出資を原資
として出資する等の支援（LRT・BRT整備・運行含む）

鉄道建設・運
輸施設整備
支援機構

4.2BRT
　＜制度＞

制度名 概要 担当

①
地域公共交通網形成計画
（地域公共交通活性化再生法）

地域戦略の一環として、持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公
共交通の活性化及び再生を図る地域公共交通網形成計画の策定・実施に
対する支援

②
地域公共交通再編実施計画
（地域公共交通活性化再生法）

地域公共交通網形成計画に基づき地域公共交通再編事業を実施するため
の地域公共交通再編実施計画の作成に対する支援、及び同計画が国土交
通大臣の認定を受けた場合における同事業の実施に関する道路運送法等
の特例等の支援

　＜補助事業＞
補助事業名 概要 担当

①
街路事業
（社会資本整備総合交付金を活用）

都市内交通の円滑化や市街地の形成等を図る街路等の整備に対する支援

②
都市・地域交通戦略推進事業
（社会資本整備総合交付金を活用）

徒歩、自転車、自動車、公共交通など多様な交通モードの連携が図られた都
市の交通システムの整備に対する総合的な支援

③ 社会資本整備総合交付金
ＢＲＴの走行空間（走行路面、停留所、シェルター等）、車両基地等の整備、Ｉ
Ｃカードの導入等に対する総合的な支援

④
地域公共交通確保維持改善事業補
助金（利用環境改善促進等事業）

ＢＲＴシステムの構築に不可欠な施設（連節車両、停留所施設、ＰＴＰＳの導
入等）の整備、バスロケーションシステム、ＩＣカードシステムの導入等に対す
る補助

⑤
低炭素化に向けた公共交通利用
転換事業

公共交通ネットワークの再構築や域内交通の利便性向上等、マイカーから公
共交通へのシフトを図る取り組みに対する支援（LRT・BRT導入含む）

環境省
国土交通省

⑥ 鉄道・運輸機構の出資制度

サービス水準の向上、路線再編等により持続的な地域公共交通ネットワーク
の再構築を図る地域公共交通活性化再生法に基づく認定を受けた事業につ
いて、中長期的な収益性が見込まれる等の場合において、産投出資を原資
として出資する等の支援（LRT・BRT整備・運行含む）

鉄道建設・運
輸施設整備
支援機構

ＬＲＴの走行空間（走行路面、停留所等）の整備に対する支援
※交通結節点においては、道路区域外の空間を活用するものを含む

ＬＲＴシステムの構築に不可欠な施設（低床式車両、制振レール、車庫、変電
所等）の整備に対する補助

国土交通省

国土交通省

国土交通省
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4.3自転車

　＜補助事業＞
補助事業名 概要 担当

①
都市・地域交通戦略推進事業
（社会資本整備総合交付金を活用）

徒歩、自転車、自動車、公共交通など多様な交通モードの連携が図られた都
市の交通システムの整備に対する総合的な支援

②
道路事業
（社会資本整備総合交付金を活用）

歩いて暮らせるまちづくりの実現に寄与する歩道、自転車通行空間の整備、
バリアフリー化等に対する支援

③
公共交通機関の低炭素化と利用促進
に向けた設備整備事業

自転車通勤あるいは業務利用等の自転車利用促進に係る企業の取り組み
に対する、整備に係る費用の一部支援、及び地方自治体が主体となり取り組
むコミュニティサイクルの整備に対する、自転車の購入費及び利用設備整備
に係る費用の一部支援

環境省
国土交通省

5．道路の高質化・景観形成に向けた支援制度
5.1無電柱化
　＜補助事業＞

補助事業名 概要 担当

① 無電柱化推進事業
電線共同溝の整備によって電線類の地中化を図るとともに、高度情報化社
会の早期実現に向けて道路の地下空間に光ファイバー等の通信線をまとめ
て収容するのに掛かる経費の支援

② 社会資本整備総合交付金 電線類の地中化に伴う費用の一部支援

③ 電線共同溝整備事業
電線共同溝の建設及び管理に関する特別の措置等を定め、特定の道路につ
いて、電線共同溝の整備等を行い、当該道路の構造の保全を図りつつ、安
全かつ円滑な交通の確保と景観整備を図る取り組みに対する支援

5.2景観
　＜補助事業＞

補助事業名 概要 担当

① 街なみ環境整備事業
住環境の整備改善を必要とする区域において、地方公共団体及び街づくり協
定を結んだ住民が協力して取り組む美しい景観の形成、及び良好な居住環
境の整備に対する支援

②
集約促進景観・
歴史的風致形成推進事業

集約型都市構造への転換を目指し、人口密度を維持しようとするエリア等に
おいて、求心力のある魅力的な環境づくり等を通じた居住等機能の立地誘導
や地域活性化を目的として実施する、景観・歴史的風致形成に資する取り組
みに対する総合的な支援

③ 歴史的地区環境整備街路事業
歴史的価値のある地区について、通過交通の迂回を主目的とする幹線街路
の整備にあわせ、歴史的みちすじを含む地区内道路において、歴史的環境
を保全しつつ、面的な街路整備を実施する、体系的な取り組みに対する支援

6．安全で快適な歩行空間の創出に向けた支援制度
　＜補助事業＞

補助事業名 概要 担当

①
都市・地域交通戦略推進事業
（社会資本整備総合交付金を活用）

徒歩、自転車、自動車、公共交通など多様な交通モードの連携が図られた都
市の交通システムの整備に対する総合的な支援

②
道路事業
（社会資本整備総合交付金を活用）

歩いて暮らせるまちづくりの実現に寄与する歩道、自転車通行空間の整備、
バリアフリー化等に対する支援

③ 特定交通安全施設等整備事業

道路における交通事故の発生状況、交通量その他の事情を考慮して、特に
交通の安全を確保する必要があると認められる道路における特定交通安全
施設等整備事業（交通安全施設等整備事業の推進に関する法律（昭和 41
年法律第 45 号）第３条第１項に規定）の実施に対する支援

警視庁

7．他事業との連携による一体的な空間形成に向けた支援制度
　＜補助事業＞

補助事業名 概要 担当

①
都市公園事業、
市民緑地等整備事業

商店街等の中心市街地の活性化に資する公園・緑地の整備に対する支援

②
下水道事業、
都市水環境整備下水道事業

中心市街地の環境改善や防災機能の向上を図るため、汚水処理整備をはじ
め、浸水被害の防止、地震対策及び再生水のせせらぎ水路への活用等を目
的として実施する下水道整備に対する支援

③ 河川事業、統合河川環境整備事業
中心市街地における洪水の防止や地域のまちづくりと一体的に実施する河
川の整備及び環境整備に対する支援

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省
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社会資本整備総合交付金の申請方法 

￭ 社会資本整備総合交付金の申請の際には、おおむね３～５年で実現しようとする目標、事業内容等を記載した整

備計画及び、チェックシート等の事前評価の結果が分かる資料を提出する必要がある。 

 

表 整備計画の様式に記載すべき事項 

申請書類 様式に記載すべき事項 

整備計画（参考様式２） 計画の名称、計画の期間、計画の目標、計画の成果目標（定量的指標）、定量的指標の

定義及び算定式、定量的指標の現況値及び目標値、全体事業費、効果促進事業費の割

合、交付対象事業の概要（番号、事業種別、地域種別、交付対象、直接／間接、事業者、

事業及び施設種別、要素となる事業名、事業内容、市町村名、事業実施期間（年度）、全

体事業費、費用便益比、個別施設計画策定状況、備考） 

参考図面（参考様式３） 計画の名称、計画の期間、交付対象、事業位置図 

 

 

社会資本整備総合交付金の申請フロー 

出典：国土交通省ホームページ 
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札幌駅前通 

地下歩行空間 

北海道 

札幌市 

 

事例から学べるポイント 

 

公益貢献に応じた容積率緩和ルールを設定

し、沿道地権者による事業検討を促進 

 

事業概要                                                           

札幌市の都心部では、積雪寒冷の気候から、昭和 47 年のオリンピック開催に合わせて開業した地下鉄大通駅、及

び地下鉄さっぽろ駅・ＪＲ札幌駅の２つの核を中心とした地下街を整備し、以来、活力ある商業圏を形成してきた。 

駅前通地下歩行空間は、二極化した２つの地区を結ぶことで商業圏の回遊性上を図るとともに、人々が憩い楽しめ

る空間を創出することを目的として、季節や天候に左右されない安全で快適な地下歩行空間を整備したものである。 

また、併せて地上部の幅員再構成（歩道拡幅）も実施し、憩いのある歩行空間を創出している。 

 

本事例の取組内容                                                     

公益貢献に応じた容積率緩和ルールの設定 

札幌のメインストリートとしてにぎわいを創出するとともに、札幌駅周辺と大通周辺の２極化した商業核の連携を強め、

都心の魅力を高めていくことが求められていた。そこで、メインストリートにふさわしい賑わい・歩行者空間の創出や公共

地下歩道・地下鉄駅との接続等、公共貢献に関わる項目を評価対象とし、貢献の度合いに応じて容積率制限を緩和

するルールを地区計画で設定した。このルールは、沿道地

権者による事業検討の呼び水となっている。なお、『まちづく

り計画策定担い手支援事業』を活用した札幌駅前通沿道

地権者からの都市計画提案に基づいて計画を策定してお

り、計画策定の過程で、沿道地権者と行政との間で目指す

べきまちのイメージを共有しながら検討を進めたことで、貢

献内容に関わる細かい数値基準を設定することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立体道路制度を活用した出入り口の整備 

地上と地下を結ぶ出入り口は歩道内に設置されるのが一

般的であるが、道路空間の幅員確保や良好な景観形成など

の効果が期待できることから、立体道路制度を活用し、民地

内における出入り口の整備を積極的に進めている。 

  

[貢献内容と容積率のボーナス] 

①札幌駅前通沿いのにぎわいの演出 

（1 階部分を店舗、飲食店等とすること、歩道状空地を整備するこ

と等） 

→+50％ あるいは +100％ 

②公共地下歩道もしくは地下鉄駅との接続及び賑わいの演出 

→+50％ あるいは +100％ 

③公共地下歩道もしくは地下鉄駅への出入り口の設置 

→+50％ 

④広場の整備 

→+50％ 

出典：札幌市

立体道路制度を活用した出入り口

容積率緩和ルール

出典：国土交通省

容積率緩和の評価対象
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丸亀町商店街 A 街区 

香川県 

高松市 

事例から学べるポイント 

 

国の補助事業活用により民間負担を軽減

し、民間主体による道路空間整備を実現 
 

事業概要                                                           

高松市の丸亀町商店街は、約 400 年の歴史を誇る全長 470ｍの商店街である。中心商店街にふさわしい賑わいある

商店街であり続けるため、活性化プロジェクトの第１弾として、一番北側のＡ街区において市街地再開発事業を実施し

た。回遊性の向上や、賑わいのある快適な歩行者空間の創出などを目的とし、地元商店街が主体となり、道路空間と

沿道を一体的に整備している。 

 

本事例の取組内容                                                     

国の補助事業活用による民間主体の道路空間整備 

丸亀町商店街 A 街区の整備にあたり、アーケード及びカラー舗装、町営南北駐車場の整備費用は、高松丸亀町商

店街振興組合（以下、組合）が負担した。総工費 15.5 億円の内訳は、高度化資金 10 億円、市補助金 3 億円、自己資

金 2.5 億円となっている。 

組合では、高度化資金を 15 年（3 年据置、12 年均等払）かけて返済するにあたり、利子補給制度を活用したため、

組合は元金を返済するのみとなり、各店から 1m あたり 3,000 円／月の間口割で徴収する負担金と駐車場の収益によっ

てこれを返済する計画とした。 

通常だと市道は黒アスファルトで舗装するのが一般的であるところ、商店街側の負担により中心商店街にふさわしい

賑わいを演出するカラー舗装が実現した。 

 

  

 

 

 

 

 

 

アーケード及びカラー舗装 

出典：高松市 
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ポイント 2-1-② 

他の事業・サービス・施設との連携を 

図る 

  道路空間再編を進める上では、様々な制約（用地の

制約、予算の制約、時間の制約、体制の制約等）を

取り払って検討し、他の事業・サービス・施設との連

携を図る 

 沿道の面的整備事業等との連携により、効率的に道

路空間再編の取り組みを進める 

 道路交通の環境改善施策のみだけでなく、まちづくり

や不動産価値向上等、複数の施策を総合的・一体的

に進める 
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￭ 道路は複数の施設をつなぐ役割を持つ。一つの道路空間は、それらの施設が合わさって構成しているが、それぞれ

の施設はそれぞれの事業主体によって整備されるものである。 

￭ 道路をはじめとする河川・公園・鉄道などの土木（及び建築）に関わる職能の専門家は、事業主体の依頼に応じて、

それぞれの施設のデザインを担うことになるが、これらのデザインを相互に調整する場は、多くの場合は存在しない。

このため、一つの道路空間に関連する各事業がバラバラに進むことが起こりがちである。 

￭ 加えて、施設が出来上がってから数十年に渡り、施設と向き合い、施設を使っていかなければならない住民が、施

設デザインの形成過程に関わる機会が用意されていることはそれほど多くない。 

￭ このような状況を脱却し、道路空間を多様な要素が調和した公共空間として整備するためには、道路だけでなく周

辺の多様な要素(橋梁・公園・都市広場・河川・建築物)も含めて道路空間と捉えること、複数の事業を総括して議論

する場を作ることが重要である。 

 

具体的な取り組み 

他部局との連携による取り組みの推進 

￭ 上位計画の位置づけや基本方

針等を確認し、中心市街地活

性化・観光振興・環境保全等の

個別重点施策がある場合は、そ

の内容を把握・整理する。 

￭ 中心市街地活性化基本計画や

観光振興計画等の分野別計画

のレビュー、行政担当部局等へ

のヒアリングなどを通じ、観光、

商工、農林水産、環境、文化、

教育、防災、福祉等の各分野に

おける当該地域及び事業対象

地の将来像・現況・事業動向等

を把握し、部局間の連携を図る。 

 

他事業との連携による効率的な取り組みの推進 

￭ 道路と隣り合う施設（河川・公園・港湾等）を一体的な空間として捉え、多様な要素が調和した公共空間を形成す

るため、道路と河川、道路と公園、道路と港湾などの施設間の連携、及び民間事業者との連携を検討する。 

￭ 他事業との連携にあたり、相互に連携・調整を図ることで、単独事業では解決できない課題を解決する。 

￭ 関連する沿道の面的整備事業等と整備時期や整備手法等の調整を図り、投資効果を 大限得られるよう、効率

的に道路再編の取り組みを進める。 

 

複数の施策を組み合わせた総合的・一体的な取り組みの推進 

￭ 道路交通の環境改善施策だけでなく、まちづくり・福祉・不動産価値向上等、複数の施策を総合的・一体的に進め

ることを検討する。 

  

他部局との連携によるまちづくり推進

出典：「沿道まちづくりのすすめ」 財)都市づくりパブリックデザインセンター
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宍道湖 

夕日スポット 

島根県 

松江市 

事例から学べるポイント 

 

道路・河川・公園の一体的な整備により 

単独事業では解決できない課題を解決 
 

 

事業概要                                                           

宍道湖東岸の国道９号は、宍道湖を背景に嫁ヶ島を望む夕景が大変美しく、鑑賞・写真撮影等を行う観光客・市民

が訪れるポイントとなっている。しかし、歩道が狭く（ 小 1.5m 程度）来訪者と歩行者・自転車などの通行人が輻輳する

とともに、路上駐車が通過車両の支障となっていた。 

宍道湖夕日スポットは、このような状況を解消するため、通行人・通過車両の安全を確保するとともに、鑑賞・撮影者

のたまり場（親水護岸）として、安全かつ安心して利用できる新たな観光スポットを整備したものである。国直轄の河川・

道路事業と島根県の都市計画、松江市の公園事業が連携しながら、環境・景観に配慮した一体的な基盤整備を通じ

て、魅力的な観光資源の創出に取り組んだ。 

 

本事例の取組内容                                                     

管理者の枠を超えた協働事業による整備案の検討 

当該地区は宍道湖、国道９号、都市公園が隣接して

おり、各管理者に課せられた制約条件の下で、相互に

連携・調整を図りながら事業を進める必要があった。 

夕日スポットを整備する上で、道路管理者には「国道

の線形と車線数の維持」、河川管理者には「宍道湖の

面積と容量の維持」、公園管理者には「都市公園の面

積の維持」という制約条件があった。 

これら管理者毎の制約条件が夕日スポットを整備す

る上での課題となっていたため、道路管理者である松

江国道事務所、河川管理者である出雲河川事務所、

都市計画を所掌する島根県、公園管理者である松江

市で構成する「宍道湖夕日スポット整備連絡調整会議」を設立した。諸問題に対して

相互に連携・調整を図ることで、環境・景観にも配慮した一体的な周辺整備を行うこ

とが可能となり、単独事業では解決できない課題の解決と、より魅力ある観光資源の

創出につながった。 

 

行政の連携による道路・河川・公園の一体的な整備の実現 

整備を行うにあたり、資金負担については、道路区分は松江国道事務所、河川区分は出雲河川事務所が分担する

形で連携を図るとともに、整備内容・手法については、各専門分野で構造・施工性等の検討を行った後、以下の手法を

採用した。 

①夕日テラス、歩道拡幅、水際歩道等の宍道湖の改変が生じる部分について、道路と併せた合併施行方式で整

備することで、河川管理者と道路管理者の事前協議も含めた時間短縮と事業の効率化が実現。 

②都市計画公園内の横断地下道や駐車場等の整備について、道路施設と公園施設双方の機能を有した一体的

な整備とすることで、事業の効率化が実現。  

道路・河川・公園の一体的な整備

出典：松江国道事務所
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御祓川大通り 

石川県 

七尾市 

事例から学べるポイント 

 

川と道の一体的な整備により、 

商店街の活性化と住民の交流を促進 
 

事業概要                                                            

七尾市は、古くから能登の政治、経済、文化の中心地として栄えてきた港町である。近年、中心市街地では空洞化

が進み、周辺からの吸引力も低下していたため、拠点性の高い都市機能を中心市街地に集約させることが不可欠と考

えられた。このため、御祓川大通りを七尾駅と七尾港を結ぶ御祓川界隈の都心軸となるシンボルロードとして位置付け、

商業－文化－交流機能を集積させることにより、みち・かわ・まちなみが一体となった魅力的な都市空間を創出した。 

 

本事例の取組内容                                                     

川と道の一体的整備 

・護岸／橋梁架替 

石積み護岸整備、船着場の再現、親水護岸の整備により、川と道の一体性が高められた。また、泰平橋、長生

橋、慶応橋の３橋の架け替えに伴い、まつり文化をベースとした夫々異なるテーマを持った高欄等の橋面デザイ

ンが採用された。 

・七尾市道西４号線 

御祓川対岸の七尾市道についても、まちづくり交付金事業によって御祓川大通りと一体となった修景整備を実

施した。 

 

ガイドラインによる沿道建築の誘導 

沿道建築物の景観誘導について、沿道住民が参加する検討会議において地区計画を検討し、一部区間において

事前審査を実施している。 

 

   
 

  

護岸、架替橋梁 親水護岸 ガイドラインによる沿道建築物の統一 
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伊丹酒蔵通り 

兵庫県 

伊丹市 

事例から学べるポイント 

 

複数事業を組み合わせた道路整備により、

沿道と調和のとれたまちなみを形成 
 

 

事業概要                                                            

伊丹酒蔵通りは、ＪＲ伊丹駅と阪急伊丹駅を結ぶ道路で、周辺は江戸時代からの酒造業の発展とともに町家や社寺

が集積する地区となっている。阪神・淡路大震災により酒蔵などの歴史的建造物が倒壊したほか、周辺におけるマンシ

ョン開発が進んだことから、既存の町並みと新たなまちの調和が課題となっていた。このため、舗装更新や遺構復元な

どの修景整備のほか、条例や景観計画による沿道建築物の誘導を実施した。また、一連の整備後も、屋外広告物の社

会実験等、まちなみづくりを継続的に実施している。 

 

本事例の取組内容                                                     

複数事業を組み合わせた一体的な空間の形成 

・市街地再開発事業 

国鉄伊丹駅を起点に、阪急伊丹駅に直線的に向かう線形であったが、国鉄伊丹駅前第１種市街地再開発事業

によって線形を改めるとともに、歩行者専用道路として再整備した。 

なお、駅舎建て替えに伴い、線路沿いに県道から接続する都市計画道路 伊丹駅桜ヶ丘線、及び駅前広場の

整備を実施した。 

・街路整備事業 

白壁の築地塀、黒瓦、黒板壁の酒蔵のほか、沿道の歴史的建造物による古い町並みを引き立たせるため、石

張り舗装や照明などを整備した。 

また、発掘調査で発見されたかつての水路「大溝」を再現し、酒造りで栄えた江戸時代の趣を伝えている。 

・住宅地関連公共施設整備促進事業 

酒蔵通りとともに中心市街地の歩行者優先道路ネットワークを構成する宮ノ前通りとの交差部には、住宅建設に

伴う道路残地を利用して、三軒寺（法厳寺、正善寺、大蓮寺）の縁日などで市民が集えるイベント広場「三軒寺

前広場」を整備した。 

   

 

  

宮ノ前通り 看板、のれん等によるまちなみづくりの社会実験 

出典：伊丹市

石張り舗装
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蔵本通り 

広島県 

呉市 

事例から学べるポイント 

 

道路・公園・河川の複合事業により、 

屋台やイベントで利用しやすい空間を創出 
 

 

事業概要                                                           

呉市の中心部に位置する蔵本通りは、市の幹線道路の一つで、沿道には市役所や図書館・文化ホールなどが立地

している。昭和 50 年代後半、都市景観形成モデル事業の一環として、上下 6 車線から４車線への変更、歩行者空間の

拡充、及び隣接する公園や河川を含めた一体的な整備がなされた。また、蔵本通りの整備に伴い、戦後市内に点在し

ていた屋台を、道路に隣接する公園区域内へ集約し、現在では呉市の名所として親しまれている。 

車線の削減による交通処理上の問題は特に発生せず、道路横断距離が短くなったことで歩行者の安全確保に貢献

している。 

 

本事業の取組内容                                                     

道路空間の再構築による歩行者空間の拡充と無電柱化 

6 車線の道路を 4 車線に削減することで生じた空間を、川沿いの都市公園区域に取り込むなど、道路・公園・河川の

複合事業として一体的に整備し、電線類の地中化なども合わせて開放感あふれる緑豊かな都市空間を創出している。 

 

  

 

  

  

公園と一体となった歩道空間 屋台設置スペース（白線内）

河畔テラス 屋台への水道・電気・下水道設備ユニットを 

収納したベンチ
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ポイント 2-1-③ 

事業推進の組織体制を整える 

  事業の一貫性を確保するため、担当者の人事異動

に左右されない事業推進の組織体制を構築する 

 道路空間のデザイン・マネジメントを実施するための

適正な人材確保と推進主体内外の連携を可能とす

るネットワークを構築する 

 道路空間再編による良好な都市空間形成に向け

て、住民や専門家、景観行政担当部局等と連携して

空間デザインを検討する体制を構築する 

 道路空間のデザインの質を担保し、空間デザインの

一貫性を確保するため、専門家の知恵を借りる 

 構想、計画、設計、施工、運営・維持管理までの全て

のプロセスにおいて、専門家から多様な意見を聴取

する 
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￭ 長い時間を要する道路空間再編において懸念される危機的状況として、行政内の人事異動による担当者の交代と

縄張り意識への拘泥がある。 

￭ 定期的な人事異動や首長交代に伴う組織改編等により、それまで積み上げてきた内容が一旦棚上げされ、事業が

停滞する危機である。従来からの業務の流れにおいて掲げてきた、まちづくりにとって大事なことは何か、そのために

実現すべき空間デザインはどのようなものか、といった目標が失われ、効率的に業務をこなすことに捉われてしまう

可能性がある。 

￭ また、事業関係者が共通の理念と目的を共有せず、自分の領分の外側に踏み込まない、内側に踏み込ませないと

いう意識だけで事業に従事していては、良い成果に結実しない。このような状況を回避する取り組みが必要である。 

￭ 道路空間再編を成功に導く上で重要なポイントの１つは、有能な専門家をプロジェクトメンバーに加えることである。

各種制度・事業手法に熟知している人物、事業を動かすための人脈を有する人物、具体的な空間デザインができ

る人物、検討組織を束ねることができる人物など、多様な職能が求められる。これらの職能を持った検討チームを

形成するためには、価格競争だけではなく、技術力を問うことが必要である。 

￭ 有能な専門家の伝手が無い場合は、第三者機関に専門家を照会するという手段もある。土木学会や、各地方整備

局が相談窓口になることもあるし、都道府県で景観アドバイザー制度を創設している所もある。 

 

具体的な取り組み 

事業実施体制の検討 

￭ 事業の規模等を総合的に勘案し、幅広い関係者が事業実施に参画する体制を検討する。参画する主体としては、

市町村（道路整備部局、交通部局、まちづくり部局、道路管理部局、道路管理者）、都道府県、鉄道事業者、商業

事業者のほかに、交通事業者（バス・タクシー事業者等）、地域住民、NPO、地元商工会、開発事業者、交通管理

者、国、専門家（学識経験者）、関連施設管理者等が挙げられる。 

￭ 構想・計画、設計に携わった担当者が、施工段階や運営・維持管理段階まで一貫して事業を担当する仕組みづくり

（人事制度の構築など）を検討する。 

￭ 専門家や地域住民代表、地元自治体関係者等の参画を得て、長期にわたって地域づくりを行う組織を事業者が中

心となって新たに立ちあげる、あるいは、住民や地権者等が主体となるエリアマネジメント組織の立ち上げを事業者

や関連行政機関が支援することで、事業の構想・計画段階から維持管理段階にいたるまで一貫して事業に関わる

推進体制を、関係者の協働・連携の下に構築する。 

 

コーディネーターの参画  

￭ 事業主体と地域との間に中立的なコーディネーターとしての立場で専門家が参画することで、計画・設計・施工の一

貫性を担保し、まちづくり・地域づくりに関わる多様な事業を調整し、行政内部との情報共有、課題発生のリスク低減

を図る。 

 

景観担当部局等との連携・協働 

￭ 事業対象地の自治体が景観行政団体となっている場合には、景観担当部局が設置されているので、事業者及び

事業担当部局は、景観担当部局と緊密な連携を図る。 

￭ 地域における景観形成の目標像を関係各課と共有するとともに、円滑な事業推進のための庁内体制を構築する。 
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関係者の連携・協働による空間デザインの検討体制の構築 

￭ 幅広い関係者がデザイン検討に参画する体制を構築する。参画する主体としては、行政担当部局（道路整備部局、

交通部局、まちづくり部局）、都道府県、地域住民、専門家（建築、都市計画、アーバンデザイン、ランドスケープデ

ザイン、歴史、土木・構造、交通、パブリックアート）、開発事業者、学識経験者等が挙げられる。 

￭ 各分野の複数の専門家からなる委員会を設置して景観形成を主導する等、分野横断的なデザイン検討チームを

形成する。 

￭ 空間デザインの検討においては、交通、沿道、ランドスケープ、アクティビティといった要素を検討する必要がある。

道路空間再編を成功に導く上で特に専門的技術を要する検討項目と、その検討に必要な専門家を以下に示す。 

 

表 専門的技術を要する検討項目と必要な専門家 

検討項目 専門家 

交通 地区交通計画 交通技術者 

沿道 建築物のデザイン誘導等 建築技術者 

ランドスケープ 広場、街路など屋外空間のデザイン ランドスケープ技術者 

都市計画 空間全体の都市デザイン  

アーバンデザイン技術者 アクティビティ 活動内容 

トータルデザイン 空間、プロセス、プログラムのデザイン 
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専門家等の活用 

￭ 都市景観は街路、民間・公共の建築物、公園、河川等の公共施設などにより総合的に構成されるものであり、その

デザインは高度な専門的知識や技術を要するものである。そのため、建築、都市計画、アーバンデザイン、ランドス

ケープデザイン、歴史、土木・構造、交通、パブリックアート等様々な分野の専門家から、指導・助言を得る必要が

ある。 

￭ 道路再編事業に対する専門家等の参画方法としては、以下の取り組みが挙げられる。 

➀プロポーザル・設計コンペ等の活用 

￭ 良好な都市景観の形成を図る空間デザインの検討においては、高度な技術力や判断力が必要であることから、こ

れらに対応できる能力を持つ設計者を採用することが重要である。当該地域や事業対象地に相応しい空間デザイ

ンを実現することが出来る技術力、経験などを持つ企業や設計者を適切な方法により選定する。例えば、設計者を

選定するプロポーザル方式、 も優れた設計案を選ぶ設計コンペ等が挙げられる。 

②アドバイザー制度の活用 

￭ 各分野の専門知識や経験を有し、地域を熟知し、公平な立場にある学識者等をアドバイザーとして活用する、ある

いは土木学会等へ相談することにより、事業者が実施する景観形成の取り組みに対して専門的立場から助言・アド

バイスを受ける。 

③マスターアーキテクト方式の採用 

￭ 1 人の専門家に全体像のコーディネートを委ねるマスターアーキテクト方式を採用し、道路空間や沿道建築の景観

調整を図り、一貫性のある景観形成を主導する。 

④デザインレビュー制度の構築 

￭ 都市空間・建築物のデザインの質を高め、暮らしの場を豊かにすることを目的とし、都市開発や建築、公共空間、

社会基盤等の整備計画・空間デザインに関する助言、指導等を行うデザインレビュー制度を構築する。 
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レンガみち 

宮城県 

女川町 

事例から学べるポイント 

 

コーディネーター投入により、事業の各段階

における官民各主体の連携・調整を推進 
 

事業概要                                                           

レンガみちは、女川駅前広場と女川湾を一直線に繋ぐ全長約 200m、幅員 15m の煉瓦舗装の歩行者専用道路で

ある。女川町の中心市街地における都市の骨格を形成するシンボル軸となる道路をつくり、中心市街地に人々を集め、

回遊させることで、賑わいを広げる町の玄関口として機能する復興まちづくりを計画した。 

海を「資源」として生かしたまちづくりを目指す女川町では、海への眺望が良い駅周辺の商業エリアを賑わいの拠点

として位置づけ、駅舎と海をつなぐ眺望軸上にまちのシンボルとなる歩行者専用道路を整備した。 

 

本事例の取組内容                                                     

まちづくりを支援するコーディネーターの投入 

復興事業は、様々な事業が同時並行で進行すること

から、事業間の情報共有が適切に行われない場合、事

業の停滞、手戻りが発生する。女川町では、同時並行で

進められる様々な分野の事業の各段階において、官民

の各主体間の連携と相互調整を図るコーディネーターを

投入している。コーディネーターの役割として、①縦割り

の業務遂行体系に対して横方向の視点から事業間の連

携を誘発する、②事業の進捗を阻害するリスクを早期に

発見し除外する、③「まち」としての質の向上を図るため

の施策を立案・実行する等が挙げられる。庁内の各分野

の状況を把握するとともに、事業推進上の課題を抽出し、

その対応を促す等の取り組みを通じて行政内部との情

報共有、課題発生リスクの低減を図っている。 

 

女川町復興まちづくりデザイン会議 

復興事業の計画について、より価値の高いものとする

ことを目指し、「デザイン会議」を立ち上げ、継続的な活

動を行っている。デザイン会議の特徴は、委員に①意思

決定者である町長、②各分野の専門家を招聘し、会議

においては、③関係課の課長、④設計者、⑤施工者、

⑥施設管理者、⑦町民といった関係者が一同に会し、

事業を推進する上で重要な事項を決定する場となって

いることである。デザイン会議では、ワンストップで合意

に至ることができるため、時間短縮を図りながら質の向

上を図ることが可能である。さらに、まちのあり方や方向

性などを関係者間で共有し、価値観を同一にしながら、

それぞれの立場の役割を果たすことを可能としている。  

コーディネーターの役割 

横ぐし会議

権利者
交渉

区画整理
審議会

関係各課

復興推進課

まちづくり支援
コーディネーター

調整

参加

参加

まちづくり推進
協議会

用地対策会議
本部長：副町長
事務局：復興推進課

商工業界協議会
水産業界協議会

復興まちづくり
デザイン会議

学識経験者等

調整

個別
協議

事務局

支援

課長・参事参加

復興調整定例会議
（1回／週）

復旧・復興工事
連絡調整会議

県発注工事受注者

調整

離半島調整会議

ＣＭｒ

ＵＲ

調整

調整

調整

まちづくり推進
協議会

まちづくり
ワーキング
グループ

参加

町民の意見
の把握

業務内容に応じた専門コーディネーター体制 

価値創造の仕組み（デザイン会議） 
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九品仏川緑道 

東京都 

目黒区、世田谷区 

事例から学べるポイント 

 

まちづくり会社を設立し、 

民間主体による地域づくりの体制を構築 
 

事業概要                                                               

自由が丘は、東急東横線と大井町線が交差する自由が丘駅を中心に面的に商業が集積する地区である。様々な

表情を持つ路地空間に路面店やテラス型店舗が連なる魅力的な界隈であるが、来街者の多さに対して道路が狭く、

歩行環境の改善が求められていた。目黒・世田谷との区境にあたる九品仏川緑道では、官民が一体になって道路、緑

道、駅前広場などの整備を進めるとともに、地区毎に街並みルールを定めている。これらの取り組みにより、緑道は来街

者の憩いの場となり、イベント会場としても活用されている。 

 

本事例の取組内容                                                     

目黒区と世田谷区の協働による一体的整備（１次整備時） 

中央部の旧九品仏川が行政界となるが、自由が丘商店街振興組合が東京都管轄の組織であること、目黒区側と世

田谷区側の均一な発展が望まれたことから、地元商店街、目黒区、世田谷区の３者が一体的な整備を図り、両区を自

由に横断できる歩行者空間の創出と高質化が実現した。この他に、近接するマリクレールストリートの無電柱化や照明

整備など、面的な取り組みが行われた。 

 

まちづくり会社による継続的な都市環境改善の取り組み（２次整備時） 

「目黒区中心市街地活性化基本計画」を受け、商店街振興組合や住区住民会議・町会などが主体となり、平成 14

年、まちづくり会社「㈱ジェイ・スピリット」を設立した。 

２次整備は、地域からの要望を受け、「自由が丘地区都市再生整備計画」に基づき目黒区が事業化したもので、まち

づくり会社と地域商店会が中心となって、各種取り組みの調整、整備案の取りまとめ、施工を実施した。 

また、まちづくり会社では、緑道の整備に加え、街並み形成指針の作成や運用、地区内の商店街の面的な整備など、

歩きやすい環境づくりに継続的に取り組んでいる。 

   

 

  

地区計画に則った沿道建築九品仏川緑道と両側側道 マリクレールストリート・鉄道高架下 
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四番町スクエア 

滋賀県 

彦根市 

事例から学べるポイント 

 

マスターアーキテクト制度を導入し、 

道路空間や沿道建築の景観調整を推進 
 

事業概要                                                           

彦根城の南東部に広がる市場商店街は、生鮮食料品や惣菜の街として県下で も賑わった商店街の一つであった。

しかしながら、郊外に大型量販店が展開するようになると、次第に空洞化が進み、商店街も衰退していった。 

このため、商店街の業種組み替えや業態の改善、集約換地によるランドマーク施設の建設などを目的に「街なか再

生土地区画整理事業」を実施した。事業実施にあたり、マスターアーキテクト制度による道路空間や沿道建築物の統

一を図り、活気ある商店街の再生を実現した。 

 

本事例の取組内容                                                         

事業実施体制の構築 

換地を行うにあたり、街区ごとに大まかな業種を決め、個々の店舗は自らの業種によって換地先を決定するという手

法をとった。また、自己が利用しないとした地権者の土地については、整備区域内に設けた共同利用街区に集約換地

を行い、まちのランドマークとなる「核施設」を建設することとした。 

一連の事業を実施するための組織として「区画整理組合」と「共同整備事業組合」を同時に設立し、区画整理組合

では区画整理事業、共同整備事業組合では区画整理組合ではできない「賑わいの仕掛けづくり」や「まちづくりの仕組

みづくり」を実施した。 

 

マスターアーキテクト制度の導入 

「区画整理による土地の入れ替え・再配置｣と「換地先における事業者目線での施設整備｣を一体的に考え、実施す

るための事業スキームを構築した。 

景観形成の調整機関として「まちづくり協定委員会」を設立し、マスターアーキテクトからまちの全体調整に係る指導

を受けながら、緩やかな統一による景観形成を図った。まちづくりに関する協定として、｢福祉のあるまちづくり基準｣や

｢建築・景観ルールブック｣を策定するとともに、マスターアーキテクト制度に基づく柔軟な景観誘導の下、各建築主の

感性を尊重しながらも統一感のある街並みを形成していった。 

 区画整理組合

出典：彦根市
マスターアーキテクトによる誘導

四番町スクエアの事業スキーム
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英国建築都市環境委員会 

イギリス 

 

事例から学べるポイント 

 

幅広い分野の専門家によるデザインレビュー 

を実施し、デザインの質を担保 
 

事業概要                                                           

英国建築都市環境委員会（CABE：Commission for Architecture and Built Environment)は、都市空間・建築物の

デザインの質を高め、国民の暮らしの場を豊かにすることを目的として、公共事業・民間事業を問わずその地域にとっ

て景観上重要な地区における事業のデザインレビュー(事前チェック)を行う制度である。1999 年に DCMS (Department 

for Culture , Media and Sport :文化メディアスポーツ省)所管の外郭団体として設立され、2005 年より英国政府の法廷

行政機関となった。DCMS 及び DCLG (Department for Communities and Local Government : 地域社会・地方自治

省)から出される活動費によって運営を行っている。 

 

本事例の取組内容                                                     

デザインレビュー制度の導入 

デザインレビュー委員として、建築、都市計画、アーバンデザイン、ランドスケープデザイン、歴史、サスティナビリテ

ィ、インクルーシブ・デザイン、土木・構造、交通、パブリックアート、開発事業者等、幅広い分野の専門家(十分な実務

経験がある人々)を委員に任命し、各プロジェクトの種類に応じてこれら委員の中から出席者を選定する。また、必要に

応じて、個別分野の専門家（例えば、「医療施設」のような特殊施設について）も加えた体制を構築している。 

国内の重要なプロジェクトについて、幅広い分野から選出されたパネル(委員会)メンバーにより、デザイン案の評価、

見直しの提案等を行っている。また、都市開発や建築、公共空間、社会基盤等の整備計画・空間デザインに関する助

言、教育、出版等、幅広い活動を展開している。 

地方自治体に対する情報提供及び先導機関としての役割と、重要なプロジェクトについてその計画・デザインの質を

チェックする「デザインの監視役」としての役割を併せ持っていると言える。 

 
デザインレビューの様子 

出典：英国建築都市環境委員会（CABE）のデザインレビュー制度、景観・デザイン研究講演集 No.3 
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景観専門監制度 

長崎県 

長崎市 

事例から学べるポイント 

 

行政内部に専門家を入れた 

デザイン監理体制を構築し、 

デザインの質の確保と人材育成を推進 
 

事業概要                                                           

長崎市では、複数の重要な大型公共施設の計画、及び建築等の空間デザインに関する施設相互間の調整が必要

とされていた上に、職員全般の景観に対する意識を底上げするための継続的な指導が求められていたことから、公共

空間デザインの質の確保や、人材の育成を目的とした景観専門監制度を設置した。 

 

本事例の取組内容                                                     

景観専門監制度の導入 

空間デザインの専門家である学識者が、市の内部に軸足を置き、事業の

企画・立案の段階から行政担当者と一緒に、デザインの調整や指導等を行

っている。 

景観専門監が事業に関係する複数の部局と横断的に協議・調整すること

で、縦割りとなっている行政の組織を統合する役割を果たしている。また、景

観専門監は、1 年目の職員、係長、課長、部長、市長まで必要に応じてあら

ゆる立場の職員と協議するため、上層部の政治的な判断、現場での担当者

の技術的検討や関係者との調整の間を統合する役割を果たしている。 

 

英国建築都市環境委員会（CABE）のデザインレビュー制度との違い 

英国建築都市環境委員会（CABE）のデザインレビュー制度は、幅広い複数の専門家が外部からデザインの調整

を図っているのに対し、長崎市の景観専門監制度は、1 人の専門家が行政内部からデザインの調整を図っている点

が大きく異なる。 

また、長崎市の景観専門監制度は、専門家が行政担当者の意識醸成や人材育成を目的としている点も、大きな

特徴の一つであると言える。 

  

景観専門監と担当者による技術的検討の様子

出典：九州大学高尾忠志准教授 
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風景を活かしたみちが地域の顔となる 

（イタリア・アマルフィ） 

河川沿いの道路空間が市民の憩いの場へと変化する 

(フランス・パリ) 
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→58 ページより 

プロジェクトストーリーコラム（その２） 

2-1. 事業構造の構築 

(8) 財源の確保 

【事業化へ】 

大森は、この『歩いて楽しいまち』プロジェクトの事業化に向けて動き始めた。まず、前年度までの中

心市街地交通まちづくり計画の提言を受けて、『歩いて楽しいまちづくり検討委員会』を発足させる準備

に入った。歩いて楽しいまちに直接関係する道路整備部局だけでなく、中心市街地の商業を所管する産

業振興部局、歩く価値を施策に位置付けるために健康福祉部局、ＣＯ２削減を目標の１つに据えたこと

から都市環境部局、交通を所管する政策企画部局の部長級にも入ってもらうこととした。それぞれの部

局の施策の中に、『歩いて楽しいまち』の考え方の共有を図ることを狙いとした仕掛けの１つである。 

また、歩いて楽しいまちづくりプロジェクトの事業実施のために、国土交通省の交付金の交付申請に向

けた整備計画策定の準備を整えた。 

 

(9) まちづくりの旗の下に 

【道路事業も他事業も巻き込む】 

今後のプロジェクトの進め方を相談するために訪れた何度目かの“あるくまち勉強会”で、黒田が、「大

森さん、堀川シンボル軸は、堀川通という『道路』と、堀川という『河川』を一体的に再整備しないと、

このエリアの魅力を活かしきったことにならないんじゃない？」と言った。 

確かに、堀川沿いに整備されている緑地公園は、整備から 50 年が経ち、成長した木々が鬱蒼とした雰囲

気を作っており、市民からも近寄りにくい、暗くて怖い等の声が寄せられていた。 

「黒田先生、そうは言っても、堀川は河川部局の管理施設ですし、緑地公園は公園部局の管理施設です。

手を出しにくいですよ。」 

「道路と河川と公園の管理はそれぞれの担当部局がやるにしても、堀川シンボル軸の再整備をきっかけ

に、一体的に利用する方法が考えられないですか？公共空間をもっと市民に開放していくきっかけにも

すべきだと思いますよ。」 

先生から重たい宿題をもらってしまった。 

当初定めたプロジェクトの枠組みに囚われると視野狭窄に陥る。プロジェクトの効果を高めるために何

が必要なのか、検討過程の中で問い直すことが、プロジェクトを良い方向に導くということは大森にも

分かっていた。大森は、うーん、と唸るしかなかった。 

 

(10) デザイン担当者の選定 

【プロジェクトの質の確保】 

『歩いて楽しいまちづくり検討委員会』では、シンボル軸の空間デザインを創り上げることが重要な課

題と考えた大森は、委員会で議論を進めるための計画策定業務について、公募型プロポーザルでコンサ

ルタントを選定することを上司の笹土課長に伺うことにした。大森が考えたコンサルタント選定の条件

は、①堀川シンボル軸の整備を契機とした“歩いて楽しいまちづくり”の進め方についての優れた提案

を持つこと、②優れた空間デザインの実績を持つこと、の２つであった。 

「“歩いて楽しいまちづくり”の進め方について提案を出してもらうのは分かるが、デザインの検討を始

めるのは早すぎるんじゃないか？計画が華美なものになってコストが増えるのが心配だ。」と笹土課長が

示した懸念に、大森は答えた。 

 

ポイント 2-1-②他の事業・サービス・施設

との連携を図る 

ポイント 2-1-③事業推進の組織体制を整え

る 

ポイント 2-1-①財源の多様化を図る 
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「デザインの議論をすると、コストが増えるという認識があるかもしれませんが、本来、空間デザイン

という行為は、必要な機能を果たす最適な形態を、許されるコストの範囲内でおさめるための取り組み

です。だからこそ、部分的にコストアップがあっても、トータルではコストダウンを図ることができる

専門家が必要なんです。」 

 

応募した数社の中から選定されたのは、全国でいくつも都市デザインの実績を持つトオクノデザイン事

務所と、交通問題の解決を得意とする交通工学コンサルタンツの混成チームだった。 

→128 ページへつづく 
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2-2. 空間デザインの検討 

におけるポイント  
 

 

  

ポイント 2-2-① 

人・車の関係を見直し、人優先の道路空間を形成する 

ポイント 2-2-② 

道路空間の再編により多様な交通サービスの充実・交通結節機能の充実を図る 

ポイント 2-2-③ 

道路空間を有効利用し、活用される滞留空間として利用転換を図る 

ポイント 2-2-④ 

道路空間と沿道街区を融合し、一体的な空間形成を図る 
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空間デザインの検討におけるポイント 
道路空間の再編によって、人と車両の

関係をコントロールし、人優先の快適な

空間を創出する。高齢化が進む中、自

動車に過度に依存することなく、誰もが円

滑に移動するため、多様な交通サービス、

交通結節機能の充実を図る。将来、人

口減少により交通需要が減少していく中

で、道路空間を有効利用し、活用される

滞留空間として利用転換を図る。都市の

魅力向上や活力を創出するため、まちづ

くりの観点から、トータルでの都市空間の

形成を意識した道路空間のデザインが

必要である。 
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ポイント 2-2-① 

人・車の関係を見直し、人優先の道路

空間を形成する 

  人優先の道路空間を形成する際、地域全体における

円滑な交通処理を図るため、面的な交通処理計画を

検討する 

 地域の道路を面的に俯瞰して、路線毎に何が主役な

のかを明確にし、限られた道路空間を有効利用する 

 車主体の空間から転換し、歩行者・自転車・公共交

通を中心とした人優先の空間を創出する 

 地域づくりにつながる道路空間の活用に向けて、通

行・アクセス・空間の各機能のバランスを図りながら

機能を洗練させる 
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￭ 道路は、自動車をはじめ、歩行者・自転車・公共交通の通行や、沿道利用者のアクセスと駐停車、オープンスペ

ースの形成など、様々に利用される。 

￭ その中で、地域づくりを展開しようとする市街地の道路では、自動車以上に歩行者・自転車・公共交通に配慮すると

ともに、都市活動の誘導を目指すべきである。対象とする道路空間の都市全体における役割分担を見直した上で、

求められる都市活動に応じて横断構成を見直し、限られた幅員の中で空間を再配分することを検討する必要があ

る。 

 

具体的な取り組み 

面的な交通処理計画の検討 

￭ 地域全体の面的な交通ネットワークの交通容量に応じた適切な自動車交通対策を実施した上で、対象地域の道

路空間の再編を実施することが必要である。 

￭ 面的・総合的な交通まちづくりの一環として、賑わい、歩行者の快適性・安全性のバランスを考慮した歩行者空間

を形成する必要がある。 

￭ そこで、地域全体を見渡した面的な交通ネットワークを再構築し、地域全体で円滑な交通処理を図るため、以下

の項目を検討する。 

①人優先の道路空間を確保する方策、通過交通の抑制対策の検討 

1)人優先の道路空間を確保する方策の検討 

 対象とする道路空間において、現在どのような問題が生じているの

か、あるいはどのようなニーズがあるのかを把握し、将来に渡って

必要とされる道路機能を検討する。 

 その上で、必要とされる道路機能を確保するため、対象とする道

路空間の都市全体における役割分担を見直した上で、道路空間

配分のあり方を検討する。 

2）通過交通の抑制対策の検討 

 歩行者・自転車利用者の安全な通行を確保するため、速度規制、

一方通行規制、徐行規制等の交通規制により自動車交通をコント

ロールすることを検討する。 

 ハンプやクランク等、車両速度を抑制する道路構造等により歩行

者や自転車の通行を優先するゾーンを形成することを検討する。 

 エリア進入部におけるハンプやボラード、狭さくの設置等、エリア内

への通過車両の抑制対策を検討する。 

 

②解析等による地域交通に対する影響の検討 

 人口減少や高齢化による社会情勢の変化、周辺道路ネットワークの変化によって、当該道路空間の自動車

交通量がどのように変化するかを把握し、自動車の通行空間に余裕が生じるのか、将来に渡って変化が生じ

る可能性があるかを検証する。 

 ①の対策を実施したケースを設定し、転換交通量、混雑度や渋滞長さ等のシミュレーションを含む解析等に

より、車線減少やエリア内の速度規制等が地域全体の交通へ与える影響、駐停車車両に与える影響、具体

的な交差点処理の方法を検討する。 

 周辺道路における渋滞発生等、当該道路の車線数削減による影響が大きく見込まれる場合には、道路の利

用特性を詳細に検証することにより、整備手法を変更する、時間帯によって使い方を変更する、異なる利用

主体を同じ空間内で共存させる等の方法を検討する。  

自動車速度規制

（スペイン・バルセロナ）

ライジングボラード

（フランス・ストラスブール）
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道路空間の再配分等による人優先の道路空間創出 

￭ 歩行者が快適と感じられる空間構成に再編するため、歩行者空間から通過交通を遠ざけるとともに、並木、照明等

の配置により、「通る人」と「溜まる人」、公共交通を乗降する「使う人」等、多様な利用形態が快適な秩序の下に共

存できるよう工夫する。 

 

出典：名古屋市資料に基づき一部加筆 

 

 
歩道部全体をボードデッキとし、通行と溜りの空間が心地よく一体化した道路空間を演出している 

（アメリカ・ポートランド） 

出典：名古屋市 
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通過交通のない歩行者空間の確保 

￭ 住民や来街者が歩いて楽しむ

ため、複数の街路によって構

成される特定の面的エリアを

通過交通のない歩行者空間

ゾーンとする。 

 

 

出典：名古屋市資料に基づき一部加筆 

 

  
広場や通り抜け通路が組み合わされた中心部には、通過交通が入らず、ゆっくりと散策しながら時間を楽しむことができる。 

駐車場はそれを取り囲むように適宜配置されている 

（小布施町） 

出典：名古屋市 
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道路空間を構成する要素を揃え、バッファ（緩衝帯）を設ける 

￭ 並木、街灯、ベンチ、停留所等、路上に溢れている様々な要素を整理し、列状に揃えて並べることで、通行する

場と休む場が区分されながらも共存し、互いに心地よく使える空間を形成することができる。 

￭ さらに、歩行者空間と車道の間にバッファ（緩衝帯）を設けることで、歩行者が車道から心理的に守られ、歩行者に

とって穏やかで快適な街路空間となり、その結果、沿道のにぎわいを向上することが可能となる。 

 

出典：名古屋市資料に基づき一部加筆 

 

  
歩道空間に複数の並木が配置され、それぞれの列に照明柱やストリートファニチュアが連続して 

一種のバッファを形成している 

（フランス・パリ） 

出典：名古屋市 

 

 
並木、植え込み、自転車走行レーン等による多層のバッファの例。 

バッファ（緩衝帯）に守られて、歩道部は車道の喧騒をほとんど意識させない 

（フランス・パリ） 

出典：名古屋市 
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車道に歩道との中間領域を創出  

￭ 人が道路を歩くことでまちの賑わいが生まれるため、自動車優先の道路

を転換し、歩行者に主体性を与える工夫を行う。 

￭ 車道に複数のレーンがある場合、歩道に近いレーンをバス優先レーン

や乗降レーン・駐停車スペースとして、舗装で機能を区分する。さらに、

乗降レーンを単なる色分けにとどまらず、歩道に準じた特殊舗装で仕上

げることにより、歩道と車道の間に中間領域的な雰囲気を創出すること

が可能となる。 

出典：名古屋市資料に基づき一部加筆 

 

  
乗降レーンと通行レーンで舗装を変えた例 

乗降レーンをざっくりとした小舗石による石畳で仕上げ、歩道の切石舗装と連続した雰囲気を創出している 

（飯山駅前広場、飯山市） 

出典：名古屋市 

 

  
上記事例と同じく、乗降レーンを歩道に近い舗装パターンで仕上げた例 

イベント時は歩道の延長上としてこのスペースが使われる 

（日向市駅前広場、日向市） 

出典：名古屋市 
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空間を分断させないためのデザイン的な配慮 

￭ 空間的に分断された印象をやわらげるため、歩車道を一体的な素材で舗装する。可能な限り、車道ではなく、歩

道の舗装仕様で統一を図るよう検討する。 

￭ さらに、細身のボラード（車止め）や、植栽桝のようなストリートファニチャーで緩やかに区切ることにより、空間の連

続性が保つことが可能となる。歩道部と車乗入れ部の境界に縁石や段差を設けず、完全に一体化できるとその効

果はより高まる。 

 

出典：名古屋市資料に基づき一部加筆 

 

広場の中に設けられた自動車走行レーン 

細身のボラードによって歩車は区分されているが、舗装は同素材で、歩車道境界の縁石もない 

車が通っていないときは歩行者が横断できるようになっている 

（フランス・ナント） 

出典：名古屋市 

 

  
広場の中に設けられた自動車走行レーン 

広場内は公共交通（バス）だけが通行できるよう、ライジングボラード（遠隔操作による電動昇降式の車止め）で制御している 

（フランス・ナント） 

出典：名古屋市 
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舗装のデザインの工夫 

￭ 歩車道境界の段差をなくし、同一平面で歩車を共存させることで運転者に注意を促す工夫を図る。 

￭ 歩行者主体の空間としての機能を向上させるためには、舗装材で歩道と車道を分けながら、歩道に準じた素材を

車道舗装に使うことが有効である。 

出典：名古屋市資料に基づき一部加筆 

 

  
歩道部（路肩）と車道部を段差のない同一平面とし、同系統の素材（石畳）で統一している 

（伊勢神宮「おはらい町通り」、伊勢市） 

出典：名古屋市 

 

 
歩道部（路肩）と車道部を段差のない同一平面とし、同系統の素材（石畳）で統一している 

さらに、歩道部の舗装が白線の内側に僅かににじみ出すことで、歩行者に優先権があることを示している 

歩行者通行量が増加し、沿道商店の活性化につながった 

（出雲大社「神門通り」、出雲市） 

出典：名古屋市 
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まちに溶けこむ工作物・ハード的施設等のデザイン 

￭ 公共交通の乗降スペースと、分電盤等の設備や標識等の工作物の配置は歩車道境界に沿わざるを得ないため、

必要なスペースを確保した上で、歩行者通行と空間的に共存しつつも明確に分節する。 

￭ 道路空間を構成するハード的施設は脇役として控えめなデザインとする。 

 

商業車両・一般車両の利用等を考慮した道路空間の使い方の工夫 

￭ 道路空間再編により車線を削減して歩道を拡幅する場合には、商業車両の荷捌き等のスペースの確保が課題と

なるため、接続道路に集約する、あるいは沿道の一部に集約する等、道路空間の使い方を工夫する。 

￭ 空間的な制約が大きい場合は、可動式ボラードを採用し、荷捌き車両等が集中する時間帯は停車空間として活用

し、歩行者通行量の多い時間帯は歩行者空間と活用するといった、運用面での工夫も考えられる。 

 

荷捌きスペースの確保 

出典：京都市ホームページ 

  

 時間帯によってボラードの位置を変えて運用している札幌シャワー通り 

 

ユニバーサルデザイン、無電柱化、通学路の整備等の連携 

￭ 歩行者空間や自転車走行環境の整備にあたっては、ユニバーサルデザイン、無電柱化、通学路整備等、他の関

連施策と一体的に計画し、連携を図ることが必要である。 

￭ 特にバリアフリー重点整備地区においては、ベビーカー、車椅子、シニアカー等を含め、全ての歩行者が安心して

快適に移動できるよう、歩道幅員の確保、車両乗入れ部や交差点部における歩車道境界の段差解消、車いすや

ベビーカーががたつきにくい舗装材の採用等、歩行空間のユニバーサルデザインを図る。  
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空間デザインの検討事項 

￭ 道路景観を構成する主な要素である「道路の性格」、「線形計画（平面的位置関係・縦断的位置関係）」、「横断

構成」、「構造物の位置・延長等」について、与条件を設定し、空間デザインを検討する。 

①道路の性格 

￭ 都市における当該路線の役割や立地、日常的に道路を利用する市民の生活実感に即した類型として、以下の分

類例を参考に、道路の性格に応じた空間デザインを検討することが望ましい。 

 

表 道路の性格の分類例 

  

②線形計画 

￭ 沿道及び周辺施設と街路の平面線形を考慮した計画とすることが望ましい。 

￭ 平面的な位置関係に加え、地形条件も踏まえた縦断的な位置関係を考慮し、印象的な都市景観を創出す

ることを検討する。 

③横断構成 

￭ 道路の性格を考慮し、その道路にふさわしい横断構成とすることで、都市の個性を表現する。 

￭ ゆとりある歩行者空間の確保、うるおいのある植栽空間の確保等、歩行者の利用ニーズに見合った適切

な幅員構成とする。 

④構造物の位置・延長等 

￭ 地域景観に大きな影響を与える道路構造物のデザインについて配慮する。 

  

a 大都市都心部

b 地方都市駅前

a 大都市広域型

b 地方中心商店街

c 地域型・近隣型

a 参道型

b 旧街道

c その他

a 幹線道路

b 一般街路

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

河川・水路沿いの道

プロムナード

LRT・BRT走行道路

一般市街地の幹線道路

その他

歴史地区・観光地の道路

目抜き通り

商店街（一般）

商店街（歴史・観光系）

駅周辺開発による道路

市場・横丁・裏通り

まちなか広場
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四条通 

京都府 

京都市 

事例から学べるポイント 

 

面的・総合的な交通まちづくりの一環として 

賑わいと安全性のバランスを考慮した 

歩行空間を形成 
 

事業概要                                                           

四条通は、平安京時代の四条大路にあたる目抜き通りであり、市内中心部を東西につなぐ主要な幹線道路である。

特に、本事業の対象となる川端通から烏丸通間は、京都最大の繁華街を形成するとともに、毎年夏になると祇園祭の

山鉾が巡行するなど文化的にも存在感があり、市民、観光客を問わず多数の人々が訪れる。また、鉄道と路線バスの

乗り換えなど、交通結節点としても重要な区間である。本事業は、四条通を含めたまちなか全体の賑わいを創り出すこ

とを目的とした「歩いて楽しいまちなか戦略」のリーディングプロジェクトであり、四条通の空間再配分（車線削減、歩道

拡幅）、バス待ち環境の改善等を通じて、歩行者の快適性と公共交通の利便性を高めるものである。また、四条通と交

差する細街路を含めて「歩いて楽しいまちなかゾーン」を設定し、都心エリア全体でまちづくりと一体となった面的な交

通環境の整備に取り組んでいる。 

 

本事例の取組内容                                                     

歩いて楽しいまちなかゾーン 

四条通の歩道側車線は駐停車車両が多く、削減しても交通機能上の影

響は少ないという見解を得たものの、バスの定時性確保を考えると、四条通

沿道に用のない通過交通はできるだけ排除することが望ましかった。このた

め、交差する細街路における自動車交通の削減についても一体的に考える

必要があった。 

四条通歩道拡幅事業は、四条通を含む歴史的都心地区に対し、安全で

快適な歩行者空間を確保し回遊性を高めるとともに、公共交通の魅力向

上を通じて都心へのアクセス性を高め、まちなか全体の賑わいを創出することを目的としている。歴史的都心地区の細

街路を通行する自動車の 5～6 割は通過交通であることから、計画当初から「まちなか通過交通の抑制」を重要な課題

として挙げていた。 

このため、2007 年の大規模社会実験では、四条通の歩道拡幅・トランジットモール化と一体的に一部の細街路の車

両通行禁止を試行したが、局所的に自動車が集中する等の問題が発生したため、当面は規制を伴う手法は用いずに、

通過交通の抑制に取り組むこととなった。続いて、海外で導入事例のある「シェアドスペース」について一部区間で試行

したが、細街路の自動車交通量を減らさないと歩行者安全性の面で問題があると判断された。このような検討を経て、

自動車の走行速度の抑制と、歩行者・自転車・自動車の通行位置の整序化を図ることを目的に、 

・ 路側帯の拡幅（車両通行部の幅員を４ｍから３ｍに狭め、路側帯を引き直す） 

・ 自転車用カラーライン（ベンガラ色）の設置 

・ 幹線道路と細街路の接続部における看板（ロゴマーク）設置とカラー舗装（灰色）の導入 

による「歩いて楽しいまちなかゾーン」の整備が検討された。この事業は、2012 年に一部区間で実証実験として取り組ま

れ、２０１3 年から 2 年間で歴史的都心地区全体の細街路に導入し、その後は歴史的都心地区の隣接エリアにも展開し

ている。さらに、京都府警により歴史的都心地区内の三条通において速度規制が 30km/h から 20km/h に変更され、交

差点において速度抑制のための凹凸のある舗装やカラー舗装が導入された。このように、歴史的都心地区全体で、道

路管理者・交通管理者が協力しながら、安全で楽しく歩ける歩行環境の整備が進められている。 

歩いて楽しいまちなかゾーン
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大手前通り 

兵庫県 

姫路市 

事例から学べるポイント 

 

トランジットモールの導入により、 

交通結節機能・歩行者の安全性を向上 
 

事業概要                                                           

ＪＲ姫路駅と世界文化遺産「姫路城」を結ぶ大手前通り周辺は、かつては城下町として栄え、現在も市の商業・業務

の中心的役割を果たしているものの、昨今の社会・経済情勢を受け、回遊性の向上等、都心部における賑わい創出の

ための施策が求められていた。そこで、ＪＲ線の連続立体交差事業を契機として、姫路駅周辺の都市機能の強化と地

区の魅力向上を目的とした、幅員再構成による歩道拡幅、および駅前広場の再整備を行った。 

駅前広場のリニューアルに伴い、姫路城へのアクセス道路となる大手前通りを再整備し、歩行者の安全確保と快適

性・回遊性の向上、公共交通の利便性向上を図った。また、駅前広場では、世界文化遺産「姫路城」を擁する城下町

にふさわしい「城を望み、時を感じ人が交流するおもてなし広場」をデザインの基本コンセプトとした整備が行われた。 

 

本事例の取組内容                                                     

トランジットモール化・幅員再構成による歩行者空間の創出 

JR 線連続立体交差化事業によって

南北市街地を結ぶ道路が増えるととも

に、環状道路網が確保されたことから、

大手前通りの駅側一部区間（十二所前

線以南）について、公共交通を除く一般

車両の通行規制（トランジットモール化）

を実施した。これに伴い、車道を削減

（片側 3 車線＋停車帯→1 車線＋停車

帯）するとともに、歩道を拡幅し、歩行者

にやさしい空間を創出した。姫路駅北

駅前のトランジットモールでは、駅前広

場を含む街区から通過車両を排除し、

通行はバス、タクシーといった公共交通

のみとすることで、交通結節機能の向上

を図っている。 

 

シンボルロードにふさわしい姫路を感じさせる道路空間のデザイン 

駅を降りてすぐに姫路城が眺められるヴィスタ景が実現し、それを強調する

ように、車道両側の広幅員の歩道に敷かれた石畳が、姫路城へ向かって伸び

ている。 

  

幅員構成（代表幅員） 
整備前 

整備後 

出典：姫路市受領資料

姫路城へのヴィスタ景を確保したシンボルロード 
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神門通り 

島根県 

出雲市 

事例から学べるポイント 

 

道路空間再編と沿道の修景により、 

まちのにぎわいを創出 
 

事業概要                                                          

神門通りは、出雲大社の参詣道として開設された道路で、かつて参詣客

の往来が絶えなかったが、車社会の到来とともに歩行者が減り、往時の賑

わいが失われつつあった。 

そこで、出雲大社御本殿の「平成の大遷宮」を迎えるにあたり、一畑電車

出雲大社前駅から大社入口までの330ｍ区間を、観光客の安全と歩きやす

さに配慮した「シェアードスペース」として整備するとともに、島根県、出雲市、

地元が一体となり、地域特性を活かした街並みの形成に取り組むことで、出

雲大社の参詣道再生を図ることとなった。 

 

本事例の取組内容                                                     

幅員再構成による安全で観光客が歩きやすいシェアドスペースの創出 

有効幅員 12ｍの「使い方」を見直し、歩道を拡幅した分、車道を削減し、

中央線を消したほか、石張り舗装による速度抑制を図った。車道部の石張

りは、大社境内の石畳との連続性を考慮し、境内同様、大判の石材を縦

向きに敷き並べている。また、歩道部に採用した横向きの舗装パターンを、

白線の内側にはみ出させることで、車道部が狭く見える視覚的な効果を生

んでいる。歩道部と車道部を同一平面かつ同系統の素材（石畳）で統一し

たシェアドスペースとすることで、歩車共存を図るとともに、白線の内側に

歩道部の舗装が僅かににじみ出すことで、歩行者に優先権を与えている。 

 

  

   

石張り舗装

幅員構成 

整備前 

整備後 

出典：出雲県土整備事務所

神門通り
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山王通り 

山形県 

鶴岡市 

事例から学べるポイント 

 

現道維持による事業費の節約と、 

利活用を考慮した整備による 

地域活動の活性化を実現 
 

 

事業概要                                                          

鶴岡市の中心市街地に位置する山王商店街では、郊外店舗の進出などにより売上高が減少傾向にあったが、平成

6 年から道路を舞台としたナイトバザールを開催し、商店街の活性化に取り組んできた。当初、両側の歩道が狭く危険

な状況にあったことから道路拡幅を計画していたが、拡幅に伴う店舗の移転による活力低下などが危惧されたため、現

道幅員を維持した幅員再構成を行うこととなった。歩車道全断面に無散水融雪を設けることで、除雪余裕幅を割愛し、

歩道を拡幅するとともに、ナイトバザール等、イベント利用時の使い勝手に配慮した整備を行った。 

 

本事例の取組内容                                                     

みち広場 

ナイトバザールなどのイベント時に道路全体が舞台となるよう、歩車道を一体的に利用できるフラットな断面構成を採

用した。イベントに必要な給排水装置を整備するとともに、拡幅に備えて既に沿道建築物をセットバックした区間にフリ

ーマーケットゾーンとして広幅員の歩道を整備した。 

 

幅員再構成 

都市計画決定では幅員 18ｍ

へ拡幅する予定だったが、現道

拡幅を行った場合、沿道の殆ど

の店舗が移転し、地域の活力が

低下することなどから、現道幅員

（W=11ｍ）を維持して再整備する

こととなった。 

また、商店街の回遊性向上の

観点から、歩車道全断面に水熱

源ヒートポンプ方式の融雪装置

を設置し、堆雪幅を割愛（車道

を削減）するとともに、無電柱化

によって、歩道の有効幅員を拡

大した。 

 

ボラード 

山形鋳物の特注品で、フットライトを内蔵し、植木鉢やのぼりを設置できるイベント装置としての機能を兼ね備えたボ

ラードを設置した。なお、照明については、民地側でも商店街振興組合が同様に、山形鋳物の特注品で行灯型の照明

を設置した。 

幅員構成（代表幅員） 
整備前 

整備後 

出典：鶴岡市
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道後温泉本館周辺広場 

愛媛県 

松山市 

事例から学べるポイント 

 

抜本的な交通体系の見直しと道路空間の 

高質化により、来街者のアクセス性・ 

観光拠点としての価値を向上 
 

事業概要                                                            

道後温泉は、古くから四国を代表する観光地であり、本館は国の重要文化財に指定されている。本館正面の道路は、

多くの観光客でにぎわう一方、通行する車両も多いことから、歩行者の安全確保が重要課題となっていた。 

そのため、道後温泉本館と道後温泉駅をつなぐ周辺の道路体系を抜本的に再編することで、歩行者優先の空間を

創出するとともに、景観に配慮した道路空間の高質化を通じ、地域の顔となる観光拠点として整備した。 

 

本事例の取組内容                                                     

交通体系の見直し 

道後温泉本館と道後温泉駅をつなぐ周辺の道路体系を抜本的に見直し、

周辺道路の整備を通じて通過交通の主動線を変更するとともに、歩行者の

安全確保を目的とした車両の進入禁止を実施した。 

 

道路の付替え整備による歩行者優先空間の創出 

整備前、本館の正面（西側）と北側は県道、東側と南側は市道であったが、

これらを入れ替えることで、本館前の整備を市が主導的に進めることが可能

となった。通行量の多い県道を本館の裏側に付替えることで、本館正面の道

路を歩行者専用道路として再整備し、歩行者の安全を確保するとともに、石

張り舗装などで景観の向上を図った。また、本館の裏側についても付替道路

の整備に合わせて歩道を拡幅するとともに、トイレを備えたポケットパークを整

備し、本館一帯を安心して周遊できる環境づくりを図った。 

  

   

交通体系の見直し

出典：松山市

整備前 

整備後 

幅員構成（代表幅員） 
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ポイント 2-2-② 

道路空間の再編により 

多様な交通サービスの充実・ 

交通結節機能の充実を図る 

  利用者にとって快適で便利なサービス水準を確保す

るため、都市の骨格となる公共交通軸を設定し、交

通計画と地域づくりの施策をセットで集中的に実施

する 

 公共交通軸へのアクセス交通を確保するとともに、

乗換抵抗を減らすため、乗り継ぎポイントを整備する 

 公共交通と端末交通との結節空間の充実を通じ、公

共交通と徒歩をつなぐ 
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￭ 都市全体における当該道路の役割を意識しつつ、交通ネットワーク再編（人を集める仕掛け、人が回遊する仕掛

け、人を滞留させる仕掛け）と、都市機能更新（魅力的な拠点づくりの仕掛け、機能更新の仕掛け、既存機能の活

用の仕掛け、まちに住む人・働く人を増やす仕掛け、まちの魅力を面的に広げるためのシナリオ）の両面を睨んだ

計画を検討することが望ましい。 

 

具体的な取り組み 

利用者が快適に、便利に利用できる公共交通サービスの充実 

￭ 都市の骨格となる公共交通軸につ

いては、自家用車に過度に依存す

ることなく、誰もが目的地へ移動で

きる環境を整備するため、リバーシ

ブルレーンの導入、一般車の走行

車線から物理的に分離されたバス

専用空間を走行するＢＲＴの導入、

ＬＲＴの導入、連節バスの走行・停

車が可能な道路構造の採用等、公

共交通サービスの充実を検討す

る。 

￭ コミュニティバスやデマンド交通等

公共交通軸へのアクセス交通を確

保する。 

 

自転車利用環境の創出 

￭ 自転車と歩行者の分離により、安全性が高く、かつネットワークとして連続した自転車通行空間の整備を図る。 

￭ 歩行者、自転車の安全性・快適性向上の観点から、路線毎に交通状況（自動車の規制速度及び交通量等）や道

路状況（道路横断面構成）が変化する箇所を踏まえ、自転車利用空間の適切な区間設定を行った上で、「自転車

道」、「自転車専用通行帯」、「自転車と自動車が車道で混在（以下、車道混在）」のいずれかの整備形態を設定す

る。 

  

ＢＲＴが一般車の走行車線と物理的に分離したバス専用空間を走行する

（フランス・ナント）
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交通結節点における乗り換え利便性の向上 

￭ 上屋・ベンチ等の整備により、

バスの待合空間の充実を図る

とともに、沿道と連携した快適な

空間を整備し、沿道も含めた道

路空間の一体的な利用を検討

する。また、バスの乗り換え拠点

であるバスターミナルの拡充に

ついても、併せて検討する。 

￭ 交通結節点では、周辺部にお

ける渋滞緩和のため、道路と鉄

道の立体交差化、駐車場等の

整備、満空情報の提供を含む

案内の充実、上下移動の少な

い歩行者動線の確保等を通じ、

交通手段ごとの動線を整序化

し、乗換利便性を向上させる。 

 

交通結節点の高度利用 

￭ 交通結節点に求められる多様な機能をバランスよく発揮させるため、駅前広場の立体的整備により、異なる交通手

段を分離し、十分な交通容量を確保する。また、その上空部を上手に活用し、都市機能を集積させる。 

 

公共交通と端末交通との連携 

￭ 結節点及びその近傍に立地する施設に対する歩行者動線の確保・充実を図る。 

￭ コミュニティサイクルの導入等、公共交通と徒歩をつなぐ交通システムの導入を検討する。 

 

駐車場の適正配置 

￭ 歩行による移動と自転車・自

動車交通との接続を強化する

ため、自転車・自家用車・荷

捌き駐車場等の適正配置を

検討する。 

￭ 駐停車の状況調査、周辺の

駐車場の収容台数と利用状

況の調査を実施し、駐車の需

給バランスと停車帯の幅員、

停車帯の設置場所・台数、タ

クシーや荷捌きへの対応策に

ついて検討する。 

 

  駅周辺に地下駐車場が整備されている

（フランス・ストラスブール）

鉄道、LRT、バスの結節機能を有するトランジットセンター

パークアンドライド用の駐車場も周辺に整備されている

（フランス・ナント）
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花園町通り 

愛媛県 

松山市 

事例から学べるポイント 

 

車線数の削減により歩行者空間と自転車道

を確保し、自転車の回遊性・歩行者の 

安全性を向上 
 

事業概要                                                            

花園町通りは、松山市駅の正面に位置する市内 大の幅員を有する道路で、市の玄関口として重要な役割を担う

通りである。一方、大量の路上放置自転車に加えて、アーケードの劣化や空き店舗の増加など、一層の衰退が懸念さ

れている。 

このため、道路空間の再配分による快適な歩行者空間の創出、駐輪対策に加え、歩道部におけるイベントスペース

などの賑わい空間の創出について、社会実験による検討を進められてきた。 

 

本事例の取組内容                                                     

道路空間再配分 

現況の片側２車線の車道を１車線にすることで、自転車道を設け、歩行者空間を拡大する計画である。自転車道は

社会実験時は一方通行であったが、実際の整備では双方向通行を計画している。 

また、荷捌きや乗降を目的とする駐停車の要望が強いことから、副道型もしくは車道に隣接する形で荷捌きスペース

の設置を計画している。 

  

  

 

関連整備 

花園町通りにおける大量の放置自転車を減らすため、周辺における路外駐輪場の整備を検討している。なお、道路

内に来客用の駐輪場が必要との声を受け、路上駐輪場を一定程度確保する方向で検討を行っている。 

  

幅員構成 

整備前 

整備イメージ 

出典：松山市
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大手モール 

富山県 

富山市 

事例から学べるポイント 

 

幅員再構成により LRT 走行空間を確保し、 

公共交通サービスの充実と 

エリア価値の向上を実現 
 

事業概要                                                           

富山市では、都市機能が集積した中心市街地における重点的な拠点整備を行っており、中心部を走る市内電車を

環状線化することで、富山駅周辺地区と中心商店街周辺地区のアクセス強化、都心地区全体の回遊性と魅力の向上

を図ったものである。環状線化区間の整備にあたり、軌道施設と道路施設をトータルにデザインし、都心地区の顔として

ふさわしい魅力ある街路空間を形成している。 

 

本事例の取組内容                                                     

トータルとしての空間デザイン 

車両、電停、車道、歩道などの意匠（形状、色彩）をトータルでデザインした。道路のデザインについては、軌道・車

道・歩道が一体的に見えるトランジットモールのような空間として、街路全面を黒御影石で舗装するとともに、架線柱と

一体となった車道照明、バナーポールを兼ねた歩道照明を整備した。車両の外形デザインについては、将来的な南北

の路面電車乗り入れに配慮して富山ライトレールと同型とした上で、外装色は富山ライトレールの有彩色７色に対し、無

彩色とした。なお、電停と車両床面がほぼ同じ高さで、スムーズな乗降が可能な低床式車両を採用している。 

 

幅員再構成による LRT 走行空間の確保 

有効幅員を変更せずに軌道を設置するにあたり、車道幅員を必要 小限に設定することで、歩道幅員の削減を

小限に抑えた。ゆったりとした歩行空間を確保した上で、イベント利用にも配慮した植栽配置を行い、木陰を利用

したサークルベンチを設置している。 

 

  

幅員構成 整備前 

整備後 

出典：富山市
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御堂筋 

大阪市 

大阪府 

事例から学べるポイント 

 

側道の閉鎖により自転車レーンを創出 

 

事業概要                                                           

御堂筋は、大阪市の中心部を南北に縦断する幹線道路であり、1937 年の完成以来、80 年にわたり、いちょう並木（大

阪市の文化財として指定）が創り出す美観に象徴されるシンボルストリートとして広く市民に親しまれている。 

市中心部の交通状況が変化する中、自動車交通量が約 40 年前に比べ約 4～5 割減少する一方、自転車交通量は

約 40 年前の約 6～7 倍と大きく増加している。これにより、歩行者と自転車が歩道内で輻輳していたため、歩行者の安

全と自転車の円滑な通行を確保することが求められていた。そこで、側道を廃止し、これを歩行者及び自転車のため

の空間として再編する計画が進んでいる。 

近年の交通状況の変化を踏まえ、都市の魅力向上に資する取り組みとして、道路空間の再編により、｢人にやさしく歩

きやすい空間｣、｢憩いや交流、活力形成に資する空間｣、｢大阪の顔としてふさわしい空間｣の形成を目指している。 

 

本事例の取組内容                                                     

側道の閉鎖による自転車レーンの創出 

大阪市では、「御堂筋の道路空間再編に向けたモデル整備」を実施し、

喫緊の課題である歩道内における歩行者と自転車による輻輳の解消を図る

とともに、モデル整備により道路空間再編の将来イメージを現地で可視化し、

歩行者・自転車通行の安全性や快適性、にぎわい形成等の検証につなげ

ていくことを目指した。 

そこで、大阪市では、約 200ｍの対象区間において側道を閉鎖し、これ

を自転車専用道路として整備するとともに、歩道の拡幅を行った。このモデ

ル区間の整備によって、千日前通以北の御堂筋での本格実施における問

題点・課題の抽出と効果検証を行うとともに、今後の事業展開に関する基礎

データの収集に取り組んでいる。 

 

 
 

  

モデル区間の整備計画

出典：御堂筋の道路空間再編に向けたモデル整備ﾘｰﾌﾚｯﾄ

モデル区間の整備状況
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熊本駅城山線 

熊本県 

熊本市 

事例から学べるポイント 

 

サイドリザベーション方式により、利用者の

利便性・安全性を確保 
 

事業概要                                                            

九州新幹線の開業に伴い、熊本駅では在来線の連続立体交差事業、地域高規格道路と駅を結ぶ都市計画道路

事業、駅西土地区画整理事業などの「熊本駅周辺地域整備事業」を進めている。 

河川を中心とした「水辺の景」、駅を中心とした「出会いの景」、道路を中心とした「木立の景」から構成される「パーク

ステーション」のコンセプトの下、「木立の景」の軸となる都市計画道路 熊本駅城山線において、現道拡幅、市電サイド

リザベーション化を実施し、街路樹の中を人や車、市電が通る「森のみち」を整備したものである。 

 

本事例の取組内容                                                     

サイドリザベーション方式により、利用者の利便性・安全性を確保 

道路を横断せずに市電の乗り降りができるよう、上下線の軌道を歩道寄りに移設した。既存軌道のサイドリザベーショ

ン化としては、日本で初めての本格的な試みである。 

安全確保の一環として、歩行者や二輪車等の軌道内への進入を防ぐため、軌道敷の歩道側・車道側両方にフェン

ス又は植樹帯を設置しており、専用軌道のような景観となっている。軌道とは反対の東側歩道が河川に面しており、乗

降の需要がないこと、西側沿道の大規模開発と同時に計画を進めることで沿道の出入りを事前に制限できたことから、

サイドリザベーションによる沿道への影響を 小限に抑えることができた。 

安全上の観点から交差点部に路面電車専用の信号が設置されたことで、サイドリザベーション化区間における所要

時間は延びたものの、道路を横断せず路面電車の乗降が可能となったこと、停留所に屋根及びベンチが設置されたこ

と等を受けて、利便性が向上した。 

  

  

  

幅員構成 
整備前 

整備後 

出典：熊本市
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新潟 BRT 

新潟県 

新潟市 

事例から学べるポイント 

 

現行の道路空間を活用した段階的な BRT

の導入により、公共交通サービスを強化 
 

事業概要                                                           

新潟市は、本州日本海側における唯一の政令指定都市で、人口 81 万人を有する拠点都市である。一方、低炭素

都市の観点からみると、県庁所在地としては全国ワースト３位となっている。これは、代表交通手段分担率の約 70％が

自動車という、高い自動車依存によるところが大きい。 

このため、新潟市では、環境負荷が少ない超高齢社会に対応できる持続可能な都市を目指し、公共交通を中心と

した都市交通戦略を策定し、都心部における BRT（Bus Rapid Transit、次世代型バスシステム）の導入に取り組んで

いる。 

 

本事例の取組内容                                                     

BRT 運行に向けた段階的整備の実施 

平成２６年度の導入段階では、専用走行路、島式ホームの設置は行わず、現行のバスレーンを活用した。BRT 導入

以降、交通の流れの変化などを観察しながら現地で検証を行い、その結果を踏まえ関係機関と協議を行った上、地元

の理解を得ながら、概ね５年を目途に段階的な整備に取り組む予定としている。 

 

BRT 運行に向けた段階的整備計画 

出典：新潟市「新潟市ＢＲＴ第１期導入計画」 
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ポイント 2-2-③ 

道路空間を有効利用し、活用される 

滞留空間として利用転換を図る 

  遊休化した道路空間の再編や、道路空間の再配分

による滞留機能の充実により、活用される滞留空間

として利用転換を図り、歩行者ネットワーク上に憩い

や溜まりの空間を創出する 

 賑わいや交流を創出するため、楽しく歩ける回遊ネ

ットワークを形成する 
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￭ 交通環境の変化に応じて、都市全体の道路ネットワークの中で対象道路が担うべき機能も変化する。自動車交通

量が減少するなどして、対象道路の交通負荷が低下する場合は、道路幅員の再構成により、自動車の通行機能

を削減し、滞留機能に空間を振り分けることが可能となる。 

￭ こうした見直しにより、安全で快適なゆとりある歩行や滞留を可能とする空間をまちの中に創出し、まちづくりを誘導

することが望ましい。 

 

具体的な取り組み 

住民や来街者が自由に憩い・集える滞留空間の創出 

￭ まちの回遊性向上のために

歩行者ネットワーク上に、休

憩などができる憩い・緑陰空

間を整備する。 

￭ 街区単位での共同化を促進

し、街角広場などの公開空

地やゆとりある歩行空間を整

備する。 

￭ 沿道住民が日常的に利用す

るとともに、お祭り等のイベン

トができるまちなか広場を創

出する。 

￭ 人が自然と集まり、交流する

場となるよう、木陰を創出し、

休憩のためのベンチを適宜

設える。 

 

 

 

 

  

出典：名古屋市資料に基づき一部加筆

沿道と接続しない浮島のような形で

オープンカフェが展開している例

段差を上手に使いフラットな

滞留空間を生み出している

（フランス・ボルドー）

暑い地域では、木陰の休憩場所に自然と人が集まる

（メキシコ・オアハカ）
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回遊性を高める歩行者ネットワークの構築  

￭ 沿道の統一されたまちなみや低層部の連続するにぎわいなど、歩いて楽しいまちを演出する。 

￭ 主要な回遊ネットワークとなる道路空間では、歩道拡幅、自転車走行空間の整備、緑化などの環境整備を行い、

安全で快適な歩行者環境を創出する。 

 

歩行者用サインのデザインの工夫 

￭ 来街者を目的地へ確実に誘導し、効率的に回遊してもらえるよう、サインはユニバーサルデザインに対応した構造

とするとともに、デザインを統一する。 

 

サインのデザインの基本的な考え方 

・シンプルで認知性の高いデザインとする 

・ユニバーサルデザインとする 

・連続性のある計画的な配置を行う 

・統一したルールを設定する 

 

 

市内で統一されたデザイン性の高い案内サイン 

(イギリス・ロンドン) 

出典：ロンドン市交通局 
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長野中央通り 

長野県 

長野市 

事例から学べるポイント 

 

歩行者空間の拡充と休憩所等の設置により 

回遊性・滞留機能を向上 
 

事業概要                                                           

長野中央通りは、ＪＲ長野駅から善光寺に至る中心市街地の南北軸を形成する歴史ある参道で、古くから市民や観

光客が訪れて賑わってきた。しかしながら、近年、商業の郊外化の進展により、中心市街地の衰退に危機感を持った地

域商店街が中心となって、道路のあり方を検討し、歩行者優先の道路整備を推進した。車道幅員の削減により歩道を

拡幅し、車中心から歩行者のための道路に転換することで、まちなかの回遊性や魅力を向上させ、中心市街地の活性

化を図ったものである。 

 

本事例の取組内容                                                     

幅員再構成                                                           

数回の社会実験を経て、車道を削減し歩道

を 1.5ｍ拡幅することとなった。実験時には、スラ

ローム車道なども検討されたが、直線の線形を

採用した。舗装は、歩車道共に石張り舗装とな

っており、歩道は既存歩道との一体性から同系

色、車道は歩行者優先を印象付けるため、敢え

て明度の高い桜色の御影石を採用した。また、

歩行者空間の連続性と車両の速度抑制を考慮

し、バス停留所の切り込み、及び荷捌き場は設

けていない。この他、イベント時などにおける道

路空間の柔軟な活用に対応できるよう、歩車道

境界はフラットとした。 

 

休憩場所等の設置 

拡幅されたゆとりある歩道の各所に、休憩スポットを配置した。区間ごとに異なる形状の施設デザインを採用し、長野

駅近傍の区間では近代的なデザイン、善光寺に近づくに従い「和」を意識した空間デザインとした。また、長野オリンピ

ックの表彰式会場であったセントラルスクエアに、休憩場所や写真スポットを兼ねたポケットパークを整備した。 

 

道路附属物 

ボラードは、イベントなどの様々な利用に対応するため可動式とし、車道舗装に馴染む色彩とした。また、参道として

の雰囲気づくりのため、既存のモニュメント（灯篭・丁石・石碑など）をアップライト照明によって顕在化させ、歴史を感じ

させる歩行空間を

演出している。 

    

幅員構成 

整備前 

整備後 

出典：長野市

ボラード モニュメント 灯篭
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北 3 条広場 

北海道 

札幌市 

事例から学べるポイント 

 

道路から広場へ都市計画変更することで、 

滞留空間を創出 
 

事業概要                                                            

北３条広場（愛称：アカプラ）は札幌駅前通と市の歴史的観光資源である北海道庁赤れんが庁舎の間に誕生した広

場である。快適で楽しいまち歩きの場、及び様々な活動や憩いの場として整備された、道路と広場の機能を併せ持つ

公共空間である。この場所は、かつて都市計画道路「北３条通」として運用されていたが、平成 19 年に広場としての都

市計画決定を受け、隣接する敷地におけるビル建設に合わせて、一体的な空間デザインの整備が行われた。 

 

本事例の取組内容                                                     

道路の広場への転換 

北海道庁赤れんが庁舎やイチョウ並木といった既存の地域資源を生かしながら、地域性を感じさせる赤レンガを敷

き詰めた広場的空間を整備することで、札幌の歴史と文化が感じられる魅力的なスポットへと生まれ変わった。 

本路線は、「札幌舗装道路発祥の地」でもある。当時の車道に用いられた木製レンガによる木製舗装が現在も赤レン

ガ舗装の下に保全されていることから、広場内に北３条通の歴史や木塊舗装を紹介したモニュメントを設置した。 

  

  

 

管理体制の構築（稼働率向上方策） 

通常、道路を通行以外の目的で使用する場合、使用者が個別に関係機関から許可を受ける必要がある。そこで、

札幌市は本路線を都市計画広場として位置づけ、これを独自の広場条例に基づいて管理することにより、原則、使用

者は広場管理者（指定管理者制度導入のため、指定管理者）に利用を申し込み、許可を受けることで利用が可能とな

り、使用に係る手続きが大幅に簡素化された。 

 

  

幅員構成（代表幅員） 
整備前 

整備後 

出典：札幌市
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浜松市ギャラリーモール・ソラモ 

静岡県 

浜松市 

事例から学べるポイント 

 

民間事業者による廃道の広場整備により、 

集客力・回遊性・拠点性を向上 
 

事業概要                                                             

JＲ浜松駅と遠州鉄道新浜松駅を結ぶギャラリーモールは、歩行者専用の市道であったが、隣接する多目的ビルの

再開発に合わせ、モールと両側の建築物を一体的に利用できるよう、これを廃道し、広場として再整備したものである。

旧多目的ビル内のイベント広場の機能を代替させるため、大屋根を設置し、全天候型のイベント広場とした。 

再整備にあたり、道路法に基づく市道認定は廃止したが、通行機能を確保するため歩行者専用道路としての都市計

画決定は変更せず、道路の付替えも行わなかった。 

 

本事例の取組内容                                                     

民間事業者による廃道の広場整備 

当初、立体道路制度による整備を検討していたが、当時は道路の新設や改築に適用するための制度であったため、

既存道路の活用へ適用することができなかった。そこで、道路上空に床を設けることはできないことから、道路法上は廃

道とした上で、通行機能を将来的にも担保する必要があったことから、都市計画決定は変更せず、歩行者専用通路兼

広場としてこれを位置付け、付替え道路の整備も行わなかった。 

これにより、民間事業者（遠州鉄道㈱）が、浜松市から行政財産の目的外使用許可を得た上で、広場上空及び地

下に建築物を設置することが可能となった。通行機能を確保したイベント広場を沿道商業施設と一体的に整備する

ことで、施設の集客力、及びエリアの回遊性・拠点性が向上した。 

 

  

 

 

整備後 

出典：浜松市

幅員構成（代表幅員） 

整備前 
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ポイント 2-2-④ 

道路空間と沿道街区を融合し、 

一体的な空間形成を図る 

  公有地である道路と民有地である沿道を一体的に取

り扱うことで、道路空間と沿道街区の融合を図る 
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￭ どれほど美しい道路をつくっても、沿道の建築物にシャッターが下りたままでは、心地よい風景・住民に愛される風

景とはならない。 

￭ どれほど細心の注意を払って道路照明柱をデザインしても、その周りに電柱や標識、店舗看板が乱立していては、

期待した効果を発揮することはできず、デザインに投じた労力は徒労に終わってしまう。 

￭ 地域づくりに取り組む道路の沿道では、民有地における建築デザインの誘導や、民有地と道路の中間領域の整備

に配慮し、道路区域と民有地が一体となった道路空間の形成に努めることが求められる。 

 

具体的な取り組み 

道路と沿道建造物との連携 

￭ 道路整備と一体となった沿道地域の整備を検討し、沿道地域のまちづくりとの連携を図る。 

￭ 商店街等の沿道市街地の機能の維持・向上や、幹線街路の沿道にふさわしい健全な土地利用を推進する。 

 

沿道店舗とワークショップを重ねて実現した、通りと沿道店舗の一体的な整備 

沿道敷地内を歩道と同一平面かつ同様の石畳で整備し、 

官民境界を目立たせないようにした上で、テーブルやベンチを設置している 

（出雲大社「神門通り」、出雲市） 

出典：名古屋市 
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道路空間と沿道街区の融合 

￭ 公有地である道路空間と民有地である沿道街区の境界において、相互の融合を図る。 

￭ 管理主体は明確にしつつも、空間的には区別が曖昧な｢沿道空間｣として公共空間の一体的な整備を図る。公民

が公共空間をシェアすることで、オープンカフェやイベントをはじめとする文化活動、及び商業活動の活発化を図

ることができる。（公民による沿道空間のシェア） 

 
今後の街路空間のあり方 

出典：「沿道まちづくりのすすめ」 財)都市づくりパブリックデザインセンター 

 

沿道店舗が道路空間ににじみ出して営業している例 

商業活動が路上ににじみ出すと、通りの雰囲気に賑わいが生じる 

（メキシコ・メキシコシティ） 

歩行環境の促進 

￭ セットバック等によって民地側にも歩行者空間を創出すること

で、歩行環境を向上させる。 

￭ また、歩道の拡幅部分にベンチや植栽を設置することにより、

憩いのスペースを提供する。 

 

 

歩行環境の向上 

出典：「街路の景観設計」土木学会編/昭和 60 年 12 月 
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川越一番街 

埼玉県 

川越市 

事例から学べるポイント 

 

都市計画道路の整備と沿道の一体的な 

まちづくりにより、交通渋滞を解消する 

とともに、沿道商店街の賑わいを創出 
 

事業概要                                                            

川越は、江戸城の北の守りとして栄えた城下町で、いまなお江戸時代の町割りが色濃く残っており、とりわけ中心市街

地の幹線道路でもある一番街には、蔵造りの町家が数多く残っている。しかしながら、既往の都市計画決定では道路の

拡幅により、歴史ある町並みが失われる恐れがあった。このため、交通体系の見直し等を経て、現道幅員を維持する都

市計画へ変更し、町並み保存と歩行環境の改善を図った。一帯が重要伝統的建造物群保存地区に指定されたことで、

建造物の修景や支道の整備が積み重なり、エリアとして魅力的な空間を創出している。 

 

本事例の取組内容                                                     

都市計画道路の計画見直し 

川越一番街では、昭和37年に幅員20ｍへ拡幅する都市計画決定がなされて以来、沿道地権者が街路事業に合わ

せた建て替えを望んだため、結果的に歴史的建築物が存置された。昭和 50 年以降、歴史的な町並みの価値が見直

され、一番街一帯は重要伝統的建造物群保存地区に指定された。こうした状況の中、町並み保存の動きに合わせて、

中心市街地への流入抑制を中心とする交通体系の見直しが進み、バイパス整備の計画を受けて、現道幅員（11ｍ）を

維持する都市計画変更が実現した。 

 

歩行環境の整備 

車線の幅員削減による路側帯の拡幅については、バスなどの大型車両の通行も考慮して、各側 0.25ｍ程度の変更

に抑えた。路側帯の幅員を十分確保できない区間については、沿道建築物への影響がない範囲内で、部分的な拡幅

を実施している。 

  

  

幅員構成（代表幅員） 

出典：埼玉県

整備前 

整備後 
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丸の内仲通り 

東京都 

千代田区 

事例から学べるポイント 

 

車道幅員の削減と壁面後退により、 

市と地権者が協働で人中心の空間を創出 
 

事業概要                                                            

丸の内仲通りは、東京都心部の業務中心ｴﾘｱである千代田区大手町･丸の内･有楽町地区（通称：大丸有地区）の

中心軸として、地区を南北に縦断する区道である。1990 年代以降、沿道の老朽化した建物の更新が進む中、官民が

通りの景観整備や活性化に取り組むとともに、車道幅員の削減、歩道拡幅により人中心の空間を創出した。民地の拠出

をはじめ、千代田区と沿道地権者が協働で取り組むことで実現したもので、管理運営についても官民が協力して取り組

んでいる。 

 

本事例の取組内容                                                     

道路線形・幅員の再構成 

線形は従前の道路中心線を継承しつつ、歩車道の幅員再構成を行った。社会実験により、路上駐車状況の変化や

停車車両脇を走行する車両について危険性の有無を確認するとともに、将来的な沿道建物の建替時における駐車場

出入口の整備方針を総合的に勘案して、車道幅員を 9ｍから 7ｍに削減している。 

 

  

 

  

 

道路附属物の設置 

歩車道境界には、取り外し可能なオリジナル・デザインのボラードと、プランターを設置している。また、街路灯は、バ

ナーやハンギングフラワーを設置できるようになっており、仲通りの賑わい演出に大きく貢献している。 

  

幅員構成 整備前 

整備後 

出典：千代田区
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牧之通り 

新潟県 

南魚沼市 

事例から学べるポイント 

 

道路と沿道建造物が連携した風情あるまち

なみ整備により、商店街のにぎわいを創出 
 

事業概要                                                            

牧之通りは、旧塩沢町の中心市街地を縦貫する路線である。かつては旧三国街道沿いの宿場町として栄え、歴史と

文化のある商店街であったものの、近年は郊外型の大型店舗の隆盛により停滞感を強めていた。このため、都市計画

道路として現道拡幅による歩道の新設や電線類の地中化を行い、安心・安全な歩行者空間を創出するとともに、地元

組合が旧三国街道の趣を再現するために景観協定の策定をはじめとする景観まちづくりに取り組むことで、統一感のあ

る新たな街路空間が創出された。 

 

本事例の取組内容                                                     

壁面後退（セットバック） 

街路事業にあわせて沿道の建築物を 2ｍ幅で壁面後退（セットバック）した上で、この部分に連続する雁木（延長 350

ｍ，両側）を整備することで、統一感のある特徴的な景観を創出するとともに、夏の日差しや冬の降雪に対応した快適

な公共空間を創出している。また、従来の防犯灯に代わり、雁木の柱に取り付けた照明による雁木内・歩道部分のライ

トアップ、及び雁木の屋根に設置された照明による通りを挟んだ向かい側の建物に対するライトアップを行うことで、魅

力的な夜間景観を演出している。 

 

空間のデザインルールによるまちなみづくり 

板張り外壁の建物が数多く残るまちの特性を活かすため、沿道住民で構成する「牧之通り組合」が中心となり、沿道

建築物の外観・意匠の統一、色彩の制限などを定めた建築協定「まちなみ形成協定」や「デザインルール」を締結し、

旧三国街道の宿場町として栄えた雪国特有のまちなみの復元を進めてきた。組合では、「まちなみ形成協定運営委員

会」を設け、地区内に建築する建物等の色彩・形状などを審査した上で、「まちなみ景観協定合格証」を交付している。 

  

  

  

幅員構成 
整備前 

整備後 

出典：新潟県
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聚楽横丁 

兵庫県 

神戸市 

事例から学べるポイント 

 

近隣住環境計画制度の活用により、 

路地空間の個性を活かした住環境を形成 
 

事業概要                                                            

聚楽横丁は、新開地本通の後背地に形成された路地空間である。ヒューマンスケールの空間に、飲食・娯楽・サー

ビス等の施設や住宅が軒を連ねる横丁であるが、私道２項道路であることから、建築行為が起ればセットバックにより 4

ｍに道路が拡幅され、路地空間の持つ個性がなくなる恐れがあった。このため、安全性を確保しつつ路地空間の持つ

良さを維持できるように、神戸市の「近隣住環境計画制度」を活用し、横丁らしい風情ある景観づくりに取り組むとともに、

併せて舗装の高質化を実施したものである。 

 

本事例の取組内容                                                     

検討体制（新開地周辺まちづくり協議会） 

地域住民及び商業者からなるまちづくり協議会を中心に、横丁の整備を検討した。聚楽横丁は私道であるため、まち

づくり協議会及び地元まちづくりNPO法人が事業計画と工事発注を実施している。整備後には、まちづくりの方針、路上

のうるおいづくりやファサード・照明についての考え方を示した「聚楽横丁まちなみガイドライン」を作成し、横丁らしい景

観づくりに取り組んでいる。 

 

近隣住環境計画制度を用いた路地空間の整備 

横丁の路地は私道 2 項道路（建築基準法第 42 条第 2 項の道路）で、道

路の中心から 2.0ｍまでの範囲を主要路地空間として確保する必要がある

ため、建築行為が起こった場合、セットバックによって 4.0m に道路が拡幅さ

れ、路地空間の持つ個性が失われる恐れがあった。 

そこで、安全性を確保しつつ路地空間の持つ良さを維持できるよう、市

の「近隣住環境計画道路制度（うるおいのある路地タイプ）」を利用して、中

央部分の幅員 2.7ｍを超える範囲は、風情とうるおいある横丁空間として、

以下の取り組みを実施した。 

①住環境形成や利便性確保のためオープンスペースを確保する。 

②緊急時の車両通行や歩行者避難等の障害となるものは設けない。 

（設置できる花壇の高さは概ね 10 ㎝程度までとする。） 

③風情とうるおいある横丁空間づくりや美化に努める。 

    

路地空間の整備

近隣住環境計画制度の概要 

出典：神戸市 
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鉄輪温泉 

いでゆ坂等 

地区内街路 

大分県 

別府市 

 

事例から学べるポイント 

 

面的な歩行空間の整備により、 

回遊型の観光パターンを創出 

 

事業概要                                                            

別府八湯の一つである鉄輪温泉地区は、湯治場として栄え、豊富な温泉に恵まれた別府を代表する温泉場である。

しかし、近年の交通事情の変化、住民の高齢化、まちの魅力づくりの弱さなどから、観光客数が減少し、将来への危機

感が高まっていた。 

このため、ふれあいと情緒ある温泉街の賑わい再生、うるおいに満ちた湯けむりたなびく交流型観光地の創出を目標

に掲げ、人的交流が活発で賑わいのある観光拠点づくりに取り組んできた。観光交流センターを併設した温泉施設や

広場の整備、地区内道路（全９路線)の石張り舗装など、面的な整備を通して、路地裏・湯けむり散策が楽しめる温泉街

としてまちの再生を図ったものである。 

 

本事例の取組内容                                                     

景観整備上の工夫により、自動車走行速度の抑制と維持管理の負担軽減を実現 

メインストリートであるいでゆ坂と周辺の路地を、昔ながらの情緒と味わいある魅力的な温泉街として再生するため、

石畳舗装をはじめとする景観整備を実施した。空間デザイン上の特徴として、路側帯は明示せず、舗装パターンと側

溝によるイメージ狭さくやハンプを用いた自動車の速度抑制を図っている。 

また、石畳舗装の下に温泉管共同ＢＯＸを整備し、温泉間をまとめて埋設するとともに、随所に管理孔を設けることで、

温泉管の維持管理に伴う道路掘削を解消した。 

 

面的な歩行者空間の整備により回遊型の観光パターンを創出 

メインストリートのいでゆ坂だけでなく、周辺の９路線についても面的な景観整備を実施することで、地区全体の歩行

環境を整え、回遊性の高い空間を創出している。温泉情緒溢れる街並みを演出するため、街路灯についても石畳舗

装の整備と併せ、メインの通りには和風の街路灯を、裏路地には風情を醸し出すため裸電球を設置している。 

整備後は、整備路線を NPO 法人鉄輪湯けむり倶楽部主催の湯けむり散歩コースに組み入れるとともに、地区内に点

在する温泉遺産の活用を図った。市営温泉の建替えに伴い、観光交流センターを併設し、観光客と地域住民が交流

する新たな観光拠点を創出するとともに、鉄輪むし湯と元湯跡地などに、人々が集まりふれあいができる空間としてポケ

ットパークを整備し、フリーマーケット等を通じた地元住民と観光客の交流を図っている。面的な街路整備と併せ、これ

らの拠点整備を行ったことで、まちの回遊性が向上し、まち歩きを楽しむ観光パターンが生まれている。 

   
観光交流センター「鉄輪むし湯」 むし湯ポケットパーク まちおこしセンター「地獄蒸し工房 鉄輪」

出典：別府市



2-2.空間デザインの検討 

128 

→88 ページより 

プロジェクトストーリーコラム（その 3） 

2-2. 空間デザインの検討 

(11) 交通の流れを変える 

【人の居場所を大事にした道路空間のデザイン】 

トオクノデザイン事務所の小田原、交通工学コンサルタンツの宇都宮は、アナタノ市の中心市街地の特

性を調べ、堀川通と堀川の空間としてのポテンシャルを分析すると、シンボル軸の整備の４つの基本方

針を提案した。 

①堀川通の南行車線を、歩行者と自動車が共存するシェアドスペースとして再構成する。 

②バスストップ、荷捌き車両停車帯、駐輪場、シェアサイクルステーション等を整備し、交通結節機

能を強化する。 

③緑地公園と堀川通を一体的な空間としてデザインし、落ち着いて堀川の流れを眺めることができる

滞留テラスを数ヶ所配置する。 

④堀川通沿道にある旧銀行支店を、まちづくりの拠点施設として位置づけ、堀川通と一体的に整備す

る。 

 

(12) 説明の力 

【庁内調整】 

大森は、小田原・宇都宮の提案を整理して、課長の笹土へ報告した。笹土は、道路管理畑のキャリアが

長い。 

資料説明を一通り聞き終わると、笹土は口を開いた。 

「堀川通に車が入れなくしたら、周辺が混雑するようになるんじゃないのか？」 

「シェアドスペースは、車を完全に排除するものではありません。少し車に遠慮してもらうための工夫

をします。また、周辺道路の交通上の影響が心配だったので、検討しております。」大森は簡易な交通量

配分結果を示した。交通工学コンサルタンツの宇都宮が関係者説明用にと準備していた資料だ。 

「もともと堀川通の交通容量は小さいですし、幹線道路の抜け道として使われていることもあって、隣

の幹線道路に交通量を載せ替えてもさほど混雑度は上がらないと見られます。」 

「他にも気になる点がある。道路は、人や車の通行のための空間が本義だ。休んだり、イベントをした

りといった機能は、どこか別の場所でやれば良いだろう。わざわざ道路にそのための施設を設置するほ

どのことなのか。」 

 

(13) デザインの力 

【合意形成】 

『歩いて楽しいまちづくり検討委員会』が開催された。 

デザイナーの小田原の提案は、委員たちを身構えさせるには十分なインパクトを持つものだった。 

そもそも、委託業務の検討対象範囲は、『シンボル軸を構成する空間』となっていたが、この提案は道路

だけにこだわらず、周辺施設までを含めた総合的な空間像を見事に描き出していた。 

ほとんどの市民委員と行政委員は、基本的に賛意を示したが、沿道商店の店主の一人、近江田は、車で

の寄り付きができなくなることへの懸念を示し、「諸手をあげて賛成する訳にはいかない」と締めくくっ

たのだった。 

→147 ページへつづく 

ポイント 2-2-①人・車の関係を見直し、人

優先の道路空間を形成する 

ポイント 2-2-①人・車の関係を見直し、人

優先の道路空間を形成する 

ポイント 2-2-①人・車の関係を見直し、人

優先の道路空間を形成する 
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3.事業の実施 

におけるポイント  
 

  

ポイント 3-① 

関係者の役割分担・ルールを明確にする 

ポイント 3-② 

地域づくりの取り組みの実施体制を構築する 
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事業の実施におけるポイント 
道路空間を活用した地域づくりの

取り組みを実施する際には、関係者

の役割分担・ルールを明確にし、相

互協力が可能な体制を構築すること

が重要である。 
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ポイント 3－① 

関係者の役割分担・ルールを 

明確にする 

  道路空間を活用した地域づくりの取り組みを実施する

上では、道路管理者だけでなく、沿道まちづくりを進め

る主体や地方公共団体、他の施設管理者等の連携が

必要である 

 官民連携型の道路空間マネジメントには、多様な機

能・利害を調整するルールと役割分担が必要である 

 道路景観の維持管理・向上について、自主的な管理

を担う地元組織が必要である 

 道路空間の管理について、地域組織（まちづくり組織

など）がアダプト制度や里親制度などの取り組みを広

げる 
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￭ 道路空間再編のデザインは、多くの関係者が、時間と労力を費やして議論した集大成である。しかし、実施段階に

入ると、事業の成否が時の担当者の資質に委ねられてしまい、それまで議論されてきた蓄積が省みられないというこ

とが起こりがちである。取り組みの一貫性・継続性を保つためにも、このような状況を回避しなくてはならない。 

￭ このため、多くの関係者の思いを継承し、最後まで継続的に議論し、さらに出来上がった道路空間に責任を持って

活用する主体が育つ場づくりが重要である。 

￭ 自分達が参加して決めたものが実際に形になるという体験は、地域づくりの取り組みへの住民の参加意識を強化す

ることにつながる。地域の参加意識を醸成し、自らの場所であるとの認識を持つきっかけづくりとして、施設の実物を

作成して実験する、民間を含む関係者が実際に体験して素材や色彩、形態を決定する、という方法も有効である。 

 

具体的な取り組み 

関係者間協議による役割分担・ルールの明確化 

￭ 関係事業者等が適正な沿道利用のルールや役割分担、沿道利用の使い方等を協議会、ワーキング等で協議し、

関係者の役割分担・ルールを明確化する。 

 

関係主体の調整及び諸手続きを円滑に進める体制の構築 

￭ 民間と行政が効率的に連携を図る工夫として、関連する事業の行政側の窓口をワンストップ化する。 

 

設計・施工時の空間デザインを継承するためのルール・体制づくり 

￭ 実施設計・施工事業者等と、空間デザインの方針を共有するための方法として、以下が挙げられる。 

 検討委員会等におけるチェックのプロセスを通すことを特記仕様書へ盛り込む 

 実施設計・施工事業者等との打合せや現場説明時に、空間デザインの方針を遵守するよう指示する。 

 運営委員会等を開催し、専門家から実施設計・施工事業者へ空間デザイン上のアドバイスを実施し、空

間デザインの質の担保を図る。 

￭ 道路空間デザインの質や一貫性を確保するため、計画・設計段階に携わった担当者（行政担当者、民間のコンサ

ルタント会社、専門家等）が施工段階まで継続的に業務に携わるデザイン監理体制を構築する。 

￭ 施工にあたっては、実物大模型による試験施工を実施し、計画・設計段階に携わった担当者による現地確認を実

施する。 

￭ また、舗装材等の選定にあたっては、周辺の景観と調和するため、実施設計で意図した材料を施工段階で使用で

きるよう調整する。 
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地元による景観の維持・向上に係る活動組織の設置 

￭ 整備後の街路空間の維持管理や利活用等に係る取組体制を構築する。 

￭ 地域住民が自主的な提案により、地域の実情やニーズに応じて、地域独自の建築物の形態、緑化、照明、屋外広

告物等の景観ルールを定める。 

￭ 景観ルールを定めた後は、運営委員会等を設置し、地域住民が景観ルールの内容を継続的に順守するよう運営す

る。 

 

指定管理者制度を活用した道路空間の維持管理 

￭ 行政とは異なる民間目線の価値観も導入しながら、道路空間の新たな価値を創出するため、民間の力を活用する

指定管理者制度を導入する。 

指定管理者に行わせることができる道路の管理の範囲 

・行政判断を伴う事務（災害対応、計画策定及び工事発注等）及び行政権の行使を伴う事務（占用許可、

監督処分等）以外の事務（清掃、除草、単なる料金の徴収業務等で定型的な行為に該当するもの等）であ

って、各自治体の条例において明確に範囲を定められたもの。（これらを指定管理者に包括的に委託するこ

とは可） 

 

アダプト制度や里親制度などの取り組みの拡大 

￭ 公共負担としての道路管理者による管理のみでは、財政的な面も含めて限界があるため、地域組織(まちづくり組

織、市民グループ等)による、アダプト制度や里親制度等を活用した取り組みの充実・拡大を図る。 
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中尊寺通り 

岩手県 

平泉町 

事例から学べるポイント 

 

継続的なデザイン監理の仕組みを構築し、 

設計案の確実な施工を担保 

 

事業概要                                                           

中尊寺通りは、JR 平泉駅から世界遺産「無量光院跡」を経て、世界遺産「中尊寺」に至る、町の中心部を通る道路

で、かつての奥州街道、及び旧国道 4 号にあたる。昭和初期の現国道の整備と近年の国道バイパスの整備により、通

過交通の主要経路が転換したため、自動車交通を主体とした道路から、地域のための生活道路、及び駅から観光拠

点に至る徒歩ルートを兼ねた歩車共存道路として、幅員の再構成、無電柱化を行ったものである。 

 

本事例の取組内容                                                     

検討体制の構築 

議題レベルに応じた 3 段階の会議体を組織し、

ボトムアップによる合意形成を図った。 

 

検討委員会 全体デザインや整備方針について、学

識者、地域代表者が審議。 

作業部会 個別のデザインについて、学識者をコ

ーディネーターに地域有志が議論。 

デザイン検討の中心となる組織。 

住民協働部会 具体的な施設配置等について、広く沿

道住民が協議・決定。 

 

 

確実な施工を担保する継続的なデザイン監理体制の構築 

さらに、中尊寺通りの道路工事において、デザイン設計案の確実な施

工を担保する仕組みとして、計画・設計段階に従事した業者をプロポーザ

ル方式で選定し、随意契約により継続的にデザイン監理に携われる仕組

みを構築している。 

  

検討体制 

計画・設計 施工

計画・設計段階に携わった業者が
施工段階まで継続的にデザイン監理

出典：岩手県
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鳥取駅前太平線 

鳥取県 

鳥取市 

事例から学べるポイント 

 

民間の創意工夫によるソフト施策と、 

ソフト施策実現に必要なハード施策の実施 
 

事業概要                                                            

鳥取駅前太平線は、まちの玄関口である鳥取駅前に位置する市道で、幅員再構成によって車道幅員を削減すると

ともに、拡幅した歩道部に芝生広場を設置した。また、雨天時でも人が集える魅力的な空間とするため、まちの新たな

シンボルとなる開閉式の大屋根を設置した。ハード整備と併せ、イベント開催等による当該空間の日常的な有効活用

の仕組みを構築することで、賑わい創出による歩行者通行量の増加が期待されている。 

 

本事例の取組内容                                                     

市道駅前太平線管理・活用協定 

駅前太平線の維持管理及び道路空間の活用について、

官民一体で取り組むことにより、鳥取駅前に魅力的な空間を

生み出し、中心市街地の活性化を推進するため、平成２４年

１０月、鳥取市と新鳥取駅前地区商店街振興組合で「市道駅

前太平線管理・活用協定」が締結された。 

協定では、市と商店街組合それぞれの役割分担を明確に

するとともに、お互いが情報を共有しながら、課題の解決に

取り組む官民協働の運営・管理体制を構築している。 

 

民間主体の運営体制の構築 

整備後の日常的な広場の利活用や維持管理について、

民間（沿線商業者など）が主体となって取り組む仕組み（運

営管理体制）を構築している。本プロジェクトでは、「自然に

人が集まる、魅力ある空間」を目指して、民間の創意工夫に

よるソフト施策（イベントの企画・運営など）と、そのために必要

なハード施策（行政が主体となる施設の整備・更新）を同時に

進行させることで、官民連携による継続的な事業の推進を実

現している。 

 

   

 

  

推進体制

役割分担

竣工式オープニング 映画祭 防災フェスタ

出典：鳥取市
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早川堀通り 

新潟県 

新潟市 

事例から学べるポイント 

 

日常的な管理と大規模な補修について、 

官民の役割を明確化した協定を締結 
 

事業概要                                                            

新潟市中央区下町地区は、かつては北前船が往来し、湊町として栄えた地区である。車社会の到来とともに、市内

に縦横に張り巡らされていた堀は、昭和 39 年までに全て埋められたが、堀と柳の景観の復活を望む声が高まる中、早

川堀がその候補地となった。これを受け、地元住民による勉強会を組織し、整備内容の検討を行った。 

早川堀通りの道路空間再編は、４車線の車道を削減し、歩道を拡幅するとともに、かつてあった堀をイメージした水

辺を整備したものである。 

 

本事例の取組内容                                                     

早川通り周辺まちづくりを考える会 

湊町新潟の原点である下町地区を「住んでいる人が自慢出来る町」にすると同時に、「湊町新潟の顔」になる町に育

てていくことが極めて大切であるとの考えから、地元住民からなる勉強会を組織した。 

「考える会」の理念である「住民を置き去りにしない」という趣旨のもと、住民が納得するまで話し合いを重ね、完成ま

での約 8 年間で 333 回に及ぶ会議を丁寧に行ったことが、地域づくりへの参画意識の醸成につながっている。行政から

の意向を伝達するだけでなく、「考える会」が仲介役となり、地域住民からの意見、工事関係者からのお願いや悩み相

談など、お互いの言い分を十分に聞き入れながら合意形成を図っていった。 

 

官民の役割を明確化する協定の締結 

新潟市では、水路や植栽の維持管理について、「考える会」と維持管理協

定を結び、「考える会」へ維持管理業務を委託することで、地元住民による維

持管理を展開している。 

役割分担としては、日常的な管理（清掃、低木の剪定、水やり、施肥等）を

「考える会」が担い、大規模な補修は市が実施することとしている。維持管理

の作業を通じ、地域住民による通りへの愛着が深まっている。 

 

官民連携による道路空間の利活用 

利活用の面でも、官民が連携しながら各種イベントの開催等に取り組んでいる。完成後には、「考える会」と市が共催

で、沿道に新規出店したレストランによるオープンカフェを実験的に実施した。また、毎年 5 月に開催される「新潟下町・

早川堀つつじ祭り」におけるフリーマ

ーケットの出店や、一斉清掃と併せ

た夏祭りの開催等、市のサポートの

下で「考える会」を中心とした利活

用の取り組みが展開している。 

  

つつじ祭りの賑わいオープンカフェの実験

地元住民による維持管理活動

出典：新潟市

出典：新潟市
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パークレット 

アメリカ 

サンフランシスコ 

 

事例から学べるポイント 

 

パークレット設置者（民間）と 

行政内関係機関の役割分担の明確化 

 

事業概要                                                           

サンフランシスコ市では未・低利用の道路空間を公共空間へと転換する Pavement to Park（P2P）プログラムを策

定し、道路空間の魅力向上を図っている。市内の土地の 25%を占める街路空間には、実質使われていない領域が多い。

この未・低利用空間を手軽に歩行者空間へと転換する試みが P2P プログラムであり、その目標は、①街路が持つ潜在

的な機能の発揮、②非自動車交通の利用促進、③歩行者の安全と賑わいの向上、④コミュニティ交流の育成、⑤地

元商店や地域ビジネスの支援となっている。 

パークレットはこの P2P プログラムの一環として、広幅員道路の駐車帯に人が滞留できる仮設的な装置や設備を設

置し、広場化させる制度の名称で、サンフランシスコの多くの地域に展開している。パークレットは希望者のプロポーザ

ルに基づいて設置されるため、多様な主体によるパークレットのデザイン、設置、維持管理が行われている。 

 

本事例の取組内容                                                     

パークレット設置者（民間）の役割 

パークレット申請者（民間）は、近隣の地権者・住民・商店街等への告知、

資金負担（審査、制作・設置に係る全ての費用）、パークレットのデザイン・制

作・設置、設置後の様々な責務（維持管理など）など、様々な役割を主体的

に果たすことが求められる。 

 

 

行政内関係機関の役割 

パークレットの完成までには、設置者のほかサンフランシスコ市の計画局、交通局、公共事業局が下図の流れで関

わることとなっている。計画局は申請の受付事務とデザイン協議及び審査を担当し、交通局は歩行者・自転車・自動車

の通行上問題がないかどうかの審査を担当する。そして、公共事業局が法令及び性能審査と工事中及び竣工後の検

査、維持管理・修繕・使用に関する協定の締結といった役割を担う。申請から許可発行、その後の管理・監視まで随時

適当な部局がパークレットに関与する仕組みとなっている。 

 

  

提
案
募
集

企画提案

周
辺
告
知

提
案
申
請

提
案
の
審
査
・
選
抜

審
査
料
支
払

受
領

審査・選抜

許
可
料
支
払

デ
ザ
イ
ン
調
整

最
終
デ
ザ
イ
ン
審
査

申請者

計画局

交通局

事業局

最
終
書
類

一
括
送
付

受
領

許
可
発
行

告
知

公
共
の
告
知

敷
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査

道
路
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等

撤
去

竣
工
検
査

デザイン審査・許可 デザイン審査・許可

パークレット

制作・設置

完
成

6週間 5週間 2～6ヶ月程度 6ヶ月まで

パークレットの完成までの手続きの流れ

出典：サンフランシスコにおける道路の広場化デザインに関する考察,日本建築学会計画系論文集 81 巻 725 号,1589-1599,2016 を参考に作成

パークレット設置例

出典：Parklet ホームページ
http://pavementtoparks.org/resources/photos/#/ms-4/1
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ポイント 3－② 

地域づくりの取り組みの実施体制を 

構築する 

  良好なまちなみの維持管理、地域の活動を持続的

に実践するためには、運営主体の組織化が必要であ

る 

 道路空間を活用した地域づくりの取り組みを実践す

るにあたり、沿道まちづくりを進める主体や地方公共

団体、他の施設管理者、道路管理者や交通管理者

等の関係者と協議し、理解・協力を得る 

 道路空間を利用するためには、道路の占用と使用の

許可を取る必要がある 

 占用許可及び使用許可を取得するにあたり、道路は

公共の財産であるため、公共性・公益性を担保した

計画を策定する必要がある 
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￭ 地域づくりの取り組みを円滑に進めるためには、事業の実施段階までに築き上げてきた地元住民、地権者、民間事

業者、都道府県、国などの関係者との信頼関係を強化することが有効である。 

￭ 道路空間と、道路に接する沿道施設との調和が図られないことも往々にして起こりがちである。沿道施設の管理者と

一度協議をするだけで、こちらの思い通りに全て上手く運ぶということはあまり無い。相互に進捗を確認し、調整を図

る仕組みが求められる。 

 

具体的な取り組み 

運営主体の組織化 

￭ 運営主体の組織化を進めるためには、運営主体となる地域住民や事業者等の当事者意識の醸成、行政によるサ

ポート、組織化を促す各種条件（制度・人材・資金等）の整備が必要である。 

￭ 運営主体の組織化を図るための取り組みを以下に挙げる。 

①段階的な運営主体の構築 

￭ 運営主体の組織化には時間を要するため、組織化の準備期、試行期、確立期を経て、段階的に組織化を図ること

が望ましい。道路空間の運営管理の段階には、道路空間の維持管理、運営等に関する主体が参加し、様々な事項

を協議、決定できる組織を構築する。 

1)組織化の準備期 

 参加者公募により個別具体の検討を行う「ワークショップ」の企画立案や、将来的な運営管理体制の構築に

向けた検討等を実施する。 

 自治会や商店街組織等の既存組織が活動を活発に行っている場合には、説明会・ワークショップの開催や

事例視察等により、地域づくりや民間主体主導の取り組みの必要性を呼びかけ、地域づくりの機運を高める。 

 また、危機感を感じた民間主体が発意した場合に、民間主体が自主性を発揮できるように、行政やアドバイ

ザー等は初期の段階から支援役に回るのが望ましい。 

2)組織化の試行期 

 運営・維持管理時（供用時）の組織化に向けて、具体的に運営管理の主体となることが期待できる「実験的

組織」を拡大し、個々の活動を活発化させる。 

 運営主体となる民間事業者等は、社会実験を事前のマーケティングの場として活用し、需要や市場性を見

極める。 

3)組織化の確立期 

 住民や民間事業者等の関係者が役割分担を明確にし、運営管理体制を確立する。 

②運営主体の組織化に向けた条件整備 

1)法人格の取得 

 法人格を取得することで、団体名義の契約や登記が行えるようになるとともに、責任主体としての組織の社会

的信用が高まり、委託事業等の受託や寄附を受けやすくなる。 

２)人材の確保 

 地域住民等を主体としたワークショップの開催等を積極的に推進し、当事者意識を醸成することで、自主的

に地域運営組織のリーダーや担い手などの役割を分担するとともに、学びの場を設け、運営管理に必要な知

識・技術の修得に努める。 

３）活動資金の確保 

 事業収益、指定管理者制度に基づく指定管理料、委託事業の受託費、構成員からの会費、外部支援者から

の寄附、行政からの交付金や補助金など、持続可能な活動を実施するための資金を確保する。 

 行政が一部出資する形で、「公益性」と「企業性」を併せ持ったまちづくり会社を設立・運営し、地域づくり活動

を実施する場合には、行政の関与をできる限り減らし、民間主体主導で進めることが望ましい。 



3.事業の実施 

140 

 

 

 

 

 

 

 

トータルマネジメントできる実施体制の構築 

￭ 個別事業のみならず、関連する

複数の公共事業や民間事業を、

一貫性を持たせながら総合的に

マネジメントできる実施体制を構

築する。 

 

 

 

 

 

道路空間を活用した地域活動のまちづくり計画への位置づけ 

￭ 地域の合意形成や他の道路利用者の理解を得るため、地方公共団体が作成するまちづくりに関する計画に、道路

空間を活用した地域活動を位置づける。 

 

地域活動の円滑な推進に向けた道路空間の利活用方法の検討 

￭ 通行規制による交通渋滞、歩行者の円滑な通行の阻害、周辺住民からの苦情（騒音等）、地域内での新たな利害

対立の発生（通行形態の変化による客数の減少等）等の問題を考慮する。 

￭ 公共性・公益性の観点から、道路美化活動や放置自転車対策等の公益活動をあわせて実施することを検討する。 

 

継続的な協議による合意形成 

￭ 道路管理者、交通管理者、地方公共団体、民間事業者等を含めた協議会や勉強会を実施し、関係者と事業実施

前から継続的な協議を積み重ね、イメージ・方向性を共有する。 

￭ 協議会の場で、地域活動の財源確保につながる道路広告物を設置する際の取扱いについて合意形成を図る。 

 

交通管理者に配慮した施設配置計画の検討 

￭ 交通管理者（警察）から道路使用許可を得るためには、交通事故防止、治安維持が図られることを示す必要があ

り、店舗により生ずる死角への対策や、店舗陰からの歩行者飛び出しの防止措置、緊急自動車の通行に対する適

切な処理等を踏まえた施設配置を検討する。 

<道路使用許可における施設配置の条件（例）> 

・交差点から一定程度のバッファをとること 

・郵便ポスト、バス停への動線、沿道建物の駐車場出入口、非常用消火栓等から十分な余白を取ること 

・事故や緊急時の対応を考慮して、２人で運べるものとすること 

・自転車・歩行者の動線、及び安全を確保すること 

・点字ブロックを阻害しないこと 

実施体制の考え方
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社会実験による道路空間活用の実現可能性の検証 

￭ 道路の占用及び使用許可を受けるため、道路管理者や交通管理者の協力を得ることが必要である。社会実験によ

り、歩行者や道路空間等へ悪影響がないこと、安全性や事業効果等を検証し、管理者協議の円滑化を図る。 

￭ 都市再生整備計画の策定に先立つ道路管理者・交通管理者（警察）との協議では、社会実験の結果を踏まえた詳

細な情報を提供し、合意形成の円滑化を図る。 

￭ 社会実験の施策推進上の位置付けを明確化し、国土交通省の公募型社会実験や、社会資本整備総合交付金を

活用する、もしくは単独で社会実験を実施する計画及び予算措置を行う。 

￭ 社会実験の蓄積や十分な事前調査などを通じて、運営主体を確実に確保する。 

￭ 採算性、資金調達の方法、行政支援の要否等、施策の実現可能性を、社会実験を通じて判断する。調達した資金

の一部、道路活用による様々な収益方法を確認し、その収益を道路のマネジメントに活用する仕組みづくりを検討

する。 

 

占用・使用許可の申請 

￭ 道路を活用した活動を行うためには、道路管理者の占用許可と交通管理者（警察）の使用許可が必要である。 

￭ 活動内容の検討段階で十分な時間を持ち、事前に相談等を行い、意思疎通を図ることが重要である。 

 

道路占用許可の特例制度の活用 

￭ 都市再生特別措置法、中心市街地活性化法、国家戦略特別区域法などの特例措置として、占用許可を取得で

きる場合もあるため、実施する活動内容や場所を踏まえて制度の活用を検討する。 
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日本大通り 

神奈川県 

横浜市 

事例から学べるポイント 

 

運営主体が市と協定を締結し、 

道路占用・道路使用に関して一括で調整 
 

事業概要                                                            

日本大通りは、横浜開港の原点である関内地区の中央に位置し、都心臨海部の軸線を構成する通りである。地下鉄

みなとみらい線の開業や地下駐車場の整備などを機に、都心機能の強化や地区の個性を活かした魅力づくりを目的と

して、歴史ある都市軸にふさわしい風格のある道路空間へと再整備された。 

整備後、賑わいある景観の創出などを目的に、公益性の高い地域団体が主体となってオープンカフェを実施するな

ど、継続的な道路空間の利活用に取り組んでいる。 

 

本事例の取組内容                                                     

道路占用・使用に関する市との基本協定の締結 

日本大通りでは、店舗運営者ではなく、市と基本協定を結んだ地域団体「日本大通り活性化委員会（以下、活性化

委員会）」がオープンカフェの実施主体となっている。 

活性化委員会は、道路占用と景観形成に関する協定を横浜市と締結し、協定に基づく運営・管理を行うこと、営利

行為を伴うことから減免は適用せずに道路占用料をきちんと支払うことを定め、取り組みの公益性を担保することで、沿

道事業者の有志団体による道路占用許可を認められている。 

協定の締結にあたり、交通管理者（警察）との密な協議を実施するとともに、設置にあたっては、協定に基づく現場立

会いを行い、細かい取り組み内容の確認を行っている。さらに、活性化委員会は、道路管理者、交通管理者（警察）へ

の申請を一括で行うとともに、道路管理者、交通管理者（警察）をはじめとする関係機関との協議内容の出店者への周

知、及び日常的な助言や改善点の要請を行うなど、調整役としての役割も担っている。 

なお、活性化委員会では、オープンカフェのほかに、自主イベントやイルミネーションの企画運営、外部からの持込

みイベント、テレビや映画の撮影の調整なども行っている。 

 

 

 

  

出典：横浜市

実施体制
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新宿モア 4 番街 

東京都 

新宿区 

事例から学べるポイント 

 

交通管理者も含めた協議会での継続的な

協議により、道路占用の合意形成を円滑化 
 

事業概要                                                            

新宿駅東口の新宿モア街は、ヨーロッパ風の景観を基調として整備されたエリアで、時間帯によって車両通行が禁

止される歩行者天国となっている。当初は、上質な賑わいを特徴とした来訪者が楽しめるまちなみであったが、次第に

違法駐車や放置自転車が増えるなど、環境が著しく悪化していった。そこで、地域の環境改善と賑わいの再生のため、

数年に渡る社会実験を経て、都市再生特別措置法に基づく特例制度を活用した常設のオープンカフェを設置したもの

である。なお、全国で初めて道路占用特例制度を運用した事例である。 

 

本事例の取組内容                                                     

検討体制の構築 

社会実験の実施期間中に、新宿区、

新宿駅前商店街振興組合、交通管理

者（警察）等を含む協議会を設立し、

継続的な協議を行ったほか、道路占

用担当、事業支援担当、道路管理者

等で、占用特例制度の適用に向けた

プロジェクトチームを組み、調整・協議

を重ねていった。 

都市再生整備計画の策定に先立つ

公安委員会との協議では、歩行者へ

の影響がないことなど、社会実験の検

証結果をはじめとする詳細な情報を提供することで、スムーズに同意を得ることができた。 

 

事業実施上の工夫 

道路占用区域の設定においては、道路幅員や交差点からの離隔距離等の条件に基づき、占用物件を設置できる場

所が限定されるため、占用許可物件毎に占用区域の設定を行った。警察協議において、店舗によって生じる死角への

対策や、店舗陰からの歩行者飛び出しの防止措置、緊急自動車の通行に対する適切な処理等について指摘を受けた

ことから、施設配置などを工夫した。 

地域の環境悪化の主要因である違法駐輪を排除するためには、常設施設で年間を通じて営業することが必要で、

そのためには地元団体が占用主体となることが重要であるとの見方から、社会実験の実施主体でもある新宿駅前商店

街振興組合が占用主体に選定された。 

   整備前 整備後 

出典：新宿区

出典：新宿区

実施体制
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高崎まちなかオープンカフェ 

群馬県 

高崎市 

事例から学べるポイント 

 

道路管理者、警察、関係部局との 

事前勉強会でイメージを共有した後、 

社会実験によって安全性と効果を検証 
 

事業概要                                                            

高崎市の中心市街地は、古くから交通の要衝として発展し、現在、高崎駅は鉄道やバス路線が多数乗り入れる広域

交通ターミナルとなっている。しかしながら、大型小売店の郊外立地や開発のスプロールにより、中心市街地の活力が

相対的に低下したため、コアゾーンにおける人・もの・情報の流動を促進させる方策が必要とされた。 

そこで、オープンカフェの設置やコミュニティサイクルの導入を通じ、来街者をまちなか散策へと誘導し、長い時間、

滞留したくなるまちづくりに取り組んだものである。 

 

本事例の取組内容                                                     

高崎まちなかオープンカフェ推進協議会 

高崎市、高崎商工会議所、商店街団体、飲食店の店主などで協議会を立ち上げ、道路管理者（県道と市道両方）

や交通管理者（警察）をはじめ、都市計画、市街地整備、産業政策の各部署も含めた事前勉強会を定期的に開催し、

法改正の趣旨を互いに理解するとともに、具体的な事業イメージを共有しながら協議を進めていった。 

 

 

社会実験による安全性と効果の検証 

都市再生特別措置法に基づく道路占用許可の特例制度を活用するにあたり、様々な事案を検証するため、約１ヶ月

間の社会実験を実施した。実験の結果、通行上の支障や苦情を訴える意見はなく、道路の占用・使用にあたり、問題

なく実施できる事業であることが実証された。なお、各店舗前の歩道において、テーブル、イス、パラソルなどの設置に

より点字ブロックが遮断される箇所については、協議会の負担により、既存の点字ブロックを迂回させる形で仮設の点字

ブロックを敷設した。 

なお、道路占用や道路使用の許可申請は、個別の店舗運営者ではなく、協議会が実施している。 

 

  
出典：道を活用した地域活動の円滑化のためのガイドライン

実施体制

社会実験実施時の様子 

出典：国土交通省
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長者町ウッドテラス

愛知県 

名古屋市 

事例から学べるポイント 

 

道路管理者との協議により、 

地域主導の社会実験を実施 

 

事業概要                                                            

錦二丁目地区は名古屋の都心部、名古屋駅と栄地区の間に位置する地区である。かつては日本三大繊維問屋街

の一つ、長者町繊維問屋街として栄えたが、産業・流通構造の変化により衰退を余儀なくされると、荷捌きのために幅

員を確保した幅広の車道において、一方通行の逆走やスピード超過の通行車両などの問題が生じるようになった。 

衰退した地区の再生に向けて、歩行者が安心して利用できる道路空間の再編を検討するにあたり、沿道地域による

理解を深めるとともに、その効果を検証することを目的として、地域主導による歩道拡幅の社会実験「長者町ストリート・

ウッドデッキ」を実施した。 

 

本事例の取組内容                                                     

道路管理者との協定による地域主導の社会実験の実施 

道路管理者との協定に基づき、設置に係る費用負担、設置・撤去の各工

事、実験中の維持管理等、地域が主体となって社会実験を行った。 

具体的には、名古屋市とまちづくり協議会で「市道長者町通における歩道

拡幅社会実験に関する協定」を結び、実験内容のほか、仮設歩道部分の清

掃や維持管理、電気・ガス・水道事業者との調整、第三者への損害賠償や

苦情対応などをまちづくり協議会が担うことを規定した。なお、第三者への損

害賠償を担うため、まちづくり協議会が損害賠償責任保険に加入している。 

 

事業実施上の工夫 

日本では車道部分における道路占用の基準が厳しいことから、道路占用ではなく、道路工事施工承認を申請し、一

時的に道路の構成を変更するという名目の下、協議会が工事を施工した。（フラワーポットの設置箇所のみ、道路占用

許可扱い）交通管理者（警察）からは、事前協議以外は道路工事の道路使用許可を手続きしたのみとなっている。 

なお、車道の西側には路上パーキングがあり、申請手続き上の支障があったこと、片側のみを拡幅した方が効果を

顕著に把握できることから、車道の東側のみを用いる形で社会実験を実施した。 

 

日本においてパークレットを展開する場合の課題 

日本で道路空間を活用するためには、道路管理者である自治体・国から道路占用許可を受けた上で（道路法）、交

通管理者である所管警察署から道路使用許可を受ける必要がある（道路交通法）。 

道路管理者の許可を得るためには、活動内容に公益性があり、信頼できる主体であることが必要となる。 

一方、交通管理者（警察）の許可を得るためには、第一に交通事故の防止と治安維持が保証されていることを示す

必要がある。海外のパークレットのように、自動車が通行する車道区域で使用許可を得るためには、自動車事故に対す

る安全性の検証など、説明材料が必要となる。また、わが国においてベンチや街路灯等の附属物以外は、一時的な占

用物件となるため、長期間設置することが困難である。サンフランシスコのパークレットは、1 年毎に更新を行っているた

め、最低でも 1 年間にわたって設置することが可能であるが、日本においては即日設営・即日撤去が求められる。 

さらに、事故や緊急時に備え、２人で運ぶことができるものである必要があり、設置物に制約が生じることも課題として

挙げられる。  

地域による実験準備

出典：名古屋市
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歩行空間が人々の日常的な憩いの場に変わる 

（韓国・ソウル） 

ライトアップが道路空間を魅力的に演出する 

（イギリス・ロンドン） 
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→128 ページより 

プロジェクトストーリーコラム（その 4） 

3. 事業の実施 

(14) 交通流と安全性と賑わい創出の連立方程式 

【社会実験の実施へ】 

委員会の回が進むにつれ、様々な立場の市民意見を取り入れ、空間デザインの質は高まっていったが、

やはり沿道商店主たちの賛意を得るには至らなかった。 

最後に、赤津川が提案した。「実際に整備してしまう前に、整備を実施する上でどんな問題があるのか把

握するとともに、整備後にデメリットが生じるかどうかを確かめる手法として、『社会実験』があります。

期間を限定して、堀川通でシェアドスペースをつくってみませんか。」 

結局、この発言が引き金となり、堀川通シェアドスペース社会実験に向けて、年度が明けてから準備を

開始し、天候の良い秋の実施を目指すことになった。 

大森は、仮設物でシェアドスペースをつくるにしても、それによってできあがる空間の質にもこだわり

たかった。一般的な三角コーンと、Ａ型バリケード等で空間を仕切ってしまうと、ただの工事中の道路

にしか見てもらえなくなることが心配だった。 

そこで、次年度の委託業務の中に、しっかりとしたデザイン提案を盛り込むこととした。 

もう一つの心配は、シェアドスペースのような“曖昧”な空間を、交通管理者が社会実験と言えど認め

てくれるか、ということだった。 

こちらについては早めに事前協議を進め、制約条件を洗い出すことにした。 

 

(15) 公園と道路の一体的整備に向けた体制づくり 

【官官連携】 

堀川通のシェアドスペース社会実験は、積極的な広報や、報道機関による取材のおかげもあり、初日か

ら大勢の人が堀川通に足を運び、賑わいを生む結果となった。『まちなかのどこに、これだけの人が居た

のだろうか』と思わせるほど、社会実験期間中、沢山の人が集まった。 

社会実験の間、沿道の商店では来客数・売上ともに増加し、人が安心して歩ける環境を整えることの重

要性が、関係者の間で改めて共有された。この結果を見て、堀川通沿道の商店主から反対の声は、出な

くなった。 

この社会実験の成功を受けて、堀川通・堀川・緑地公園・旧銀行支店を一体的に整備するとともに、堀

川通を『パークストリート』と位置付け、歩行者と自動車が共存するシェアドスペース、及び滞留スペ

ースがある道路空間として再編することに、本格的に取り組むことになった。 

このため、市役所内の道路整備部局、河川管理者、公園管理者、学識経験者などで構成する『パークス

トリートデザイン会議』が発足した。 

デザイン会議では、堀川通周辺の地域づくりの意義を各主体が共有しながら、堀川通の道路空間再編の

進め方、堀川通に隣接する公園の管理のあり方、堀川と堀川通における河川空間と道路空間の一体的な

利用などについて理解を深めるための議論を進めていった。 

 

(16) プロジェクトの危機 

【交通管理面の配慮】 

「係長、ダメでした。」 

道路整備部局係員の木村が、大森係長の机まで報告に来た。 

 

ポイント 3-②地域づくりの取り組みの実施

体制を構築する 

ポイント 3-②地域づくりの取り組みの実施

体制を構築する 

ポイント 3-①関係者の役割分担・ルールを

明確にする 
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交通管理者との事前協議として、所轄の警察署交通係に出向いて、「パークストリート」の計画を説明し

てきたのだ。 

しかし、所轄署の交通係長は、計画の説明を聞き終わると、「この計画に同意を出すことは難しいかもし

れないですね。」と言ったという。 

大森は冷静に、「ダメという理由は何だった？」と問い返した。 

木村は、「所轄署が言うには、この道路デザインは、事故が起こる可能性を増やす、というのです。」と

答える。 

「うーん。現状では自動車は対面通行で、歩行者は道路の端っこを肩身の狭い思いをして歩くしかない。

この計画は、自動車を一方通行にした上で外側線を描くのだから、明確に歩車を分離しているという点

は現状と変わらないし、北向きの自動車交通が減るのだから、むしろ改善されると思うのだが。」と大森。 

「外側線より内側に、路側帯のカラー舗装がはみ出してくるデザインが問題視されました。歩行者が車

道にはみ出す誘因になるって。」 

「舗装材の仕上げが異なるだけだから、法令には違反してないと思うんだが。」 

「そこは、見解の違いですね。ともかく、今のデザインのまま進めると、いずれ頓挫するかもしれませ

ん。」 

大森は、来るべき本協議に向けて、交通管理者も同意できる計画になるよう、見直しを迫られることに

なった。自動車・歩行者・自転車の動線を阻害しないこと、安全性が担保されること、緊急車両の通行

に支障が無いことなど、交通管理者の視点で確認を進めることになった。 

 

３週間後のパークストリートデザイン会議で議論された計画案プロトタイプは、これまでの計画案の印

象を一新するものだった。 

「これなら、景観も向上するし、交通管理者の理解も得られるかもしれない。何より、やってみたい気

にさせる。」大森は、次の交通管理者との事前協議に向けて、資料作成にとりかかった。 

 

(17) 継続する組織と体制 

【プロジェクトの志を継続する】 

道路空間の再編は２～３年で工事が完了するとしても、本来、地域づくりは２～３年で成就するもので

はない。 

大森は、行政の事情とは独立して、パークストリートの道路空間再編プロジェクトの進捗を外部から見

守り、目標達成を評価する組織として、パークストリートデザインマネジメント委員会を組織し、黒田

教授に委員長を委嘱することとした。 

また、どんな現場でも設計変更は避けられない。設計変更の場面は、デザイン意図と異なる方向へ妥協

するか、デザイン意図を受け継いでデザインを向上させる機会とするか、の分岐点である。 

ものを造るのは半年程度の工事だが、できあがった物は、その後 50 年、100 年と市民に使われることに

なる。大森は、構想段階から関係者が議論してきたデザインコンセプトを受け継ぎ、実空間に反映させ

るために、デザイナーの小田原にデザイン監理を依頼し、パークストリートデザインマネジメント委員

会に報告する流れをつくった。 

→166 ページへつづく 

 

ポイント 3-①関係者の役割分担・ルールを

明確にする 
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4.マネジメントの展開 

におけるポイント  
 

 

  
ポイント 4-① 

継続的なマネジメントに向けて資金の安定的確保を図る 

ポイント 4-② 

持続可能な運営管理体制を構築する 
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マネジメントの展開におけるポイント 
官民協働の継続的なマネジメントを

展開するためには、専業的に携わる人

材を中核とした持続可能なマネジメン

ト体制を構築するとともに、マネジメント

活動に必要な財源を確保し、マネジメ

ントに係る人材が安定的・持続的に活

動に専念できる環境を整備することが

必要である。 
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ポイント 4－① 

継続的なマネジメントに向けて 

資金の安定的確保を図る 

  税以外の新たな資金調達の方策として、道路空間整

備や運営管理に民間資金を導入する仕組みを検討

し、財源の多様化を図る 

 道路空間を活用した路上イベントの実施やオープンカ

フェの設置など、地域の活性化や都市の賑わい創出

に寄与する取り組みを通じて、民間主導の事業展開

につなげる 

 道路空間の活用を通じて得られた利益は、地域に再

投資し、還元する 
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￭ 民間主体が自ら勉強しながら、公共空間の中でどのようなことをやりたいのか検討し、行政はそれを実現させる上で

の課題を抽出するとともに、民間主体に対してまちづくりの機運を高める働きかけを行い、両者が協力して公共空間

の維持管理と運営の方法を議論することが望ましい。 

￭ 住民と力を合わせ、道路空間を守り育てることができれば、それは本質的なまちづくりにつながる。100 年の間メンテ

ナンスフリーの高質な素材が使えなくとも、住民とともにメンテナンスすることができれば、100 年の間、その道路空

間は住民に愛される場所となる。 

￭ 民間建築は経済原則に従わざるを得ないため、高い理想の下でまちなみ景観を誘導することは容易ではない。行

政は、「民のことは民で」という意識が強いが、行政にしかできない役割がある。民間主体に対してまちづくりの機運

を高めるよう働きかける、まちの将来像を広報する等の役割を果たすことは可能である。 

 

具体的な取り組み 

運営・維持管理の財源確保に向けた多様な収益事業の展開 

￭ 地域における良好な環境や地域の価値の維持・向上は、公益的な活動であることから、これらに係る運営・維持管

理費を確保する必要がある。 

￭ マネジメントを実施する運営主体は、資金の安定的確保を図るため、道路空間を活用した事業や、その他収益事

業を展開し、そこで得られた収益を地域づくりの活動に還元することが重要である。運営・維持管理の財源を確保す

るための収益事業としては、以下のものが挙げられる。 

①道路空間を活用した収益事業の展開 

a)道路空間を活用した広告事業 

￭ 道路空間や広場において、屋外広告などのスペースを企業等に販売することによって、道路空間等の維持管理に

係る自主財源を確保する。 

b)道路空間の利活用による収益事業 

￭ 道路空間を活用し、オープンカフェやイベントなど利潤が上がる事業を実施し、事業収益を上げる。 

②その他の収益事業の展開 

 交通まちづくりに資する路外駐車場、フリンジ駐車場、駐輪場の運営事業 

 ビルなどの不動産経営 

 クレジットカード事業 

 地域共通ポイント事業 
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民間投資を取り入れた基盤整備財源の確保 

￭ 海外で導入されている TIF 債やレベニュー債等の基盤整備財源確保の方策を参考に、受益自治体による費用負

担の仕組みを検討する。 

表 海外で導入されている財源確保の方策（例） 

TIF 債 レベニュー債 

固定資産税等の税収増を担保とする債券(TIF 債)を

発行。道路整備等の開発利益(地価上昇等)を、必要

な基盤整備に還元。 

調達した資金の使途が特定されており、特定の事業収益（レベニ

ュー）が返済財源となる新型地方債を発行。 

 

 

 

住民、民間企業等からの寄付の促進 

￭ 地域管理活動に対する民間企業の寄付金の損金算入限度枠を拡大する。 

 

道路空間占用料・使用料による維持管理の財源確保 

￭ オープンカフェや物品販売の出店者から道路占用料或いは道路使用料を徴収し、維持管理の財源とする。 

参考事例：日比谷公園の運営管理 

日比谷公園では、公園敷地内でカフェ等を出店する店舗から占用料を

徴収し、これを公園の清掃等の維持管理費用に充当している。 

 

 

 

 

日比谷公園内のカフェ 
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特定エリア内の地権者等の受益者から受益に応じた負担金を確実に徴収できる仕組みの構築 

￭ 特定エリア内すべての不動産所有者・事業者を対象とし、受益者負担を基本として、負担金として費用（事業費）を

徴収する仕組みを導入する。 

参考事例：大阪市エリアマネジメント制度（大阪市版 BID） 

大阪市エリアマネジメント制度では、地方自治法

に基づく分担金制度を活用し、エリアマネジメント

活動の財源の一部として、市が地権者等から分担

金を徴収し、これを都市再生推進法人の活動経

費として交付している。 

 

 

 

 

 

 

＜地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）（抄）＞ 

（分担金） 

第 224 条 普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に

対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その

受益の限度において、分担⾦を徴収することができる。 

出典：大阪市 
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民間による道路空間を活用したエリアマネジメント活動の実施 

①活動内容の決定 

￭ 効果的な地域活動を行うため、地域

の特徴や課題などを踏まえて、活動

内容を検討する。 

￭ 地域の賑わい創出などの効果だけ

でなく、交通渋滞の発生など想定さ

れる問題に対しても配慮する。 

￭ 地域の合意形成やその他の道路利

用者の理解を得るため、道路美化活

動や放置自転車対策などの公益活

動を併せて実施することも検討す

る。 

②実施組織の構築 

￭ 実施組織として、協議会や実行委員会などを設立し、幅広く地域の住民・団体などの関係者の参画を得るとともに、

地方公共団体が何らかの形でこれに関与することを検討する。 

③道路占用許可の特例制度の活用 

￭ 道路の利活用に係る規制を緩和し、民間主体による道路上の広告塔や看板、食事施設・オープンカフェ等の設

置を一定の条件下で可能とするため、道路占用許可の特例制度を活用する。 

④地域づくり活動への収益の還元 

￭ 民間事業収益の一部を、維持管理費やイベント等の地域活動に還元する。  

道路占用許可の特例制度の概要

出典：国土交通省



4.マネジメントの展開 

156 

札幌駅前通 

地下歩行空間 

北海道 

札幌市 

事例から学べるポイント 

 

道路空間を活用した収益事業を展開し、 

収益をまちづくり事業の原資として活用 
 

事業概要                                                           

札幌市の都心部では、積雪寒冷の気候から、昭和 47 年のオリンピック開催に合わせて開業した地下鉄大通駅、及

び地下鉄さっぽろ駅・ＪＲ札幌駅の２つの核を中心とした地下街を整備し、以来、活力ある商業圏を形成してきた。 

駅前通地下歩行空間は、二極化した２つの地区を結ぶことで商業圏の回遊性上を図るとともに、人々が憩い楽しめ

る空間を創出することを目的として、季節や天候に左右されない安全で快適な地下歩行空間を整備したものである。ま

た、併せて地上部の幅員再構成（歩道拡幅）も実施し、憩いのある歩行空間を創出している。 

新しい時代における都市文化の創造を目標として、都心部における回遊性の向上、エリアの魅力と活力の向上、四

季を通じて歩行者が安心して通行できる安全な空間の確保など、一体的なまちづくりに取り組んだ。都心部におけるオ

ープンスペースのネットワーク化と活用に向けた方向性、整備後の管理のあり方、周辺建築物の機能・形態のあり方な

ど、総合的に捉えながら事業を進めていった。 

 

本事例の取組内容                                                     

まちづくり会社による継続的なマネジメント活動の実施 

指定管理者制度に基づいて地下歩行空間の運営・管理を担当する札幌駅

前通まちづくり㈱では、「創造都市さっぽろ」、「市民活動の推進」、「都心回遊、

活性化」、「都心のビジネスパーソンの快適な日常」、「さっぽろ・北海道の魅力

発信」の 5 つのコンセプトの下、各種活動やイベントの実施を促しながら、まち

の魅力向上に取り組んでいる。 

 

安定的な資金確保に向けた、道路空間を活用した収益事業の展開 

札幌駅前通まちづくり㈱は、地下歩行空間の指定管理料に加え、広場使用

料と壁面広告利用料を主な収益源として、安定的な資金を確保し、継続的な

エリアマネジメント活動を実施している。事業収益は出資者には分配せず、地

下通路等の清掃、サイネージの管理、地域の緑化、賑わいづくりのイベントや

フォーラムの開催等、まちづくり事業の原資として活用している。 

 

 

 

  

札幌駅前通まちづくり（株）の事業内容 

札幌駅前通まちづくり（株）の収支構造

まちづくり事業の各種取り組み

札幌駅前通まちづくり（株）の収支構造 

出典：公益財団法人都市活力研究所 

出典：公益財団法人都市活力研究所

出典：公益財団法人都市活力研究所 
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新宿モア 4 番街 

東京都 

新宿区 

事例から学べるポイント 

 

道路空間を利用したオープンカフェや 

広告事業により、エリアマネジメントの 

自主財源を確保 
 

事業概要                                                           

新宿駅東口の新宿モア街は、ヨーロッパ風の景観を基調として整備されたエリアで、時間帯によって車両通行が禁

止される歩行者天国となっている。当初は、上質な賑わいを特徴とした来訪者が楽しめるまちなみであったが、次第に

違法駐車や放置自転車が増えるなど、環境が著しく悪化していった。そこで、地域の環境改善と賑わいの再生のため、

数年に渡る社会実験を経て、都市再生特別措置法に基づく特例制度を活用した常設のオープンカフェを設置したもの

である。なお、全国で初めて道路占用特例制度を運用した事例である。 

 

本事例の取組内容                                                     

道路空間を利用した事業展開 

新宿モア 4 番街では、車道上の違法駐車や歩道上の放置自転車が、歩行者の通行を阻害し、防災上の問題にもな

っていた上、路上喫煙やゴミの不法投棄も含め、まちの環境・景観に悪影響

を及ぼしていた。そこで、区は地元商店街とまちの賑わいを取り戻すための

方策とその役割分担について話し合い、関係機関とも調整を図りながら、道

路交通の支障にならない場所へテーブルや椅子などを設置し、常設のオー

プンカフェとして運用することを決めた。活動の財源として、町会費と組合費

に加え、オープンカフェ委託収入（オープンカフェ事業者より徴収）、イベント

収入、掲示板広告収入（広告塔を活用した広告事業）などを「環境浄化費」

として確保した。 

 

  

 

  

整備前 整備後 

出典：新宿区

エリアマネジメントの仕組み

出典：国土交通省 
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グランフロント大阪 

大阪府 

大阪市 

事例から学べるポイント 

 

大阪市版 BID 制度の活用により 

エリアマネジメントの財源を確保 
 

事業概要                                                           

西日本最大の交通ターミナルである JR 大阪駅の北側に広がる「うめきた」エリアは、関西の都市再生をリードする新

たな拠点となることが期待されている。先行開発区域においては、計画段階からの公民連携による議論を踏まえ、人や

情報等の集積による賑わい空間、及び国内外からの来訪者にとって魅力的な空間を目指し、複合施設「グランフロント

大阪」が整備された。幅広の歩道や壁面後退により確保されたオープンスペースに、いちょう並木、けやき並木、親水

空間を整備するとともに、通りに面して商業施設等を配置することで魅力ある空間づくりを図った。 

また、道路占用の特例制度を活用することにより、歩道上でのオープンカフェの実施や車道でのイベントの開催が可

能となっている。開発事業者によって組織された「グランフロント大阪 TMO」が、大阪版 BID 制度を活用し、当区域にお

ける賑わい創出や維持管理等のエリアマネジメントを行うことによって、良好な都市環境の形成に努めている。 

 

本事例の取組内容                                                     

グランフロント大阪 TMO 

開発事業者がエリアマネジメント組織「グランフロント大阪 TMO」を設立し、良好な都市環境の形成に取り組むととも

に、都市空間を活用した賑わい創出の活動を展開し、活動で得た収益を維持管理（清掃、点検・補修、巡回等）の一

部に還元している。 

 

大阪版 BID 制度 

BID（Bussiness Improvement District）は、あるエリアのまちづくりに充てるための資金を、対象エリアの不動産

所有者などから税金として徴収し、エリアマネジメント団体の活動資金として再配分する仕組みである。大阪市では、欧

米のＢＩＤに倣い、特定エリア内の不動産所有者から市が分担金を徴収し、これをエリアマネジメント団体へ補助金とし

て交付し、まちづくり活動や維持管理費（清掃、点検・補修、巡回等）に充てる制度を運用している。欧米型 BID との相

違点として、欧米では活動資金を税金として徴収している点、原資を用いて収益事業を行える点、寄付を行った企業

に対する税制優遇措置がある点等が挙げられる。 

これまでのまちづくりでは、エリア内に

複数の異なる管理主体が存在する場合、

エリア全体の質を一体的に向上させるこ

とが難しかったが、大阪版 BID 制度の導

入により、管理運営の活動資金を安定的

に確保できるとともに、一つの組織がエリ

ア内を一体的に管理できるようになり、エ

リア全体として質の高い空間づくりに向け

たまちづくりを展開することが可能となっ

た。 

 

 

  出典：大阪市資料を参考に一部加筆

大阪版 BID 制度の仕組み
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ポイント 4－② 

持続可能な運営管理体制を構築する 

  関係者が変更した場合においてもマネジメントを継続

するため、人材の安定的確保を図り、持続的に地域

価値の向上を目指す運営・維持管理体制を構築する 

 質の高い道路空間をつくり、維持していくためには、長

い時間が必要であるとともに、住民や事業者の主体

的な関与が必要である 

 地域づくりを自分のことと捉え、景観形成についての

理解を深め、具体的な行動を起こせるよう、教育の実

践が必要である 

 イベント開催等により、地域への愛着を育み、住民に

よる地域づくりへの参画を促す 
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￭ 多くの施設により構成される道路空間は、単なる「もの」の寄せ集めになってはならない。人口縮退社会に入り、施設

の新設整備が減っていくこれからの時代には、一つ一つの施設によってできあがる道路空間を丁寧に形作り、地域

の個性や未来を託すことが求められる。 

￭ そして、道路空間のユーザーである地域住民が、そのマネジメントに参加することが望ましい。 

￭ まちづくりの真の実践者は、住民一人一人である。しかし、住民一人一人の力は小さい。目指すまちの将来像を実

現するためには、住民・建築家・商店主・事業者・行政などが連携する必要がある。 

 

具体的な取り組み 

持続可能な運営・維持管理体制の構築 

￭ 地域価値の継続的な向上を図り、

最終的に地権者等の利益向上に

つなげるため、公と民、あるいは、

ハードとソフトの連携・協調の組み

合わせを調整・検討し、持続可能

な運営・維持管理体制を構築す

る。 

￭ 幅広い関係者がマネジメントに参

画する体制を検討する。参画する

主体としては、都道府県・市町村

（道路管理部局）、地域住民、NPO、

地元商工会、交通管理者、関連施

設管理者、専門家等が挙げられる。 

 

民間主体の道路空間マネジメントの推進 

￭ 民間が主体的に道路空間の整備・維持・運営管理を図ることができるよう、行政は一定程度の裁量権を民間主体

に付与しつつ、支援・協力・連携を図る。 

 

専門家の登用 

￭ 外部の一流の専門家を行政内に登用することで、プロジェクトの推進及び継続的なマネジメント体制を構築するとと

もに、外部の専門家の活躍をサポートする地域の人材を育成する。 

 

活動の中核となる人材の育成 

￭ 様々な関係者を巻き込んだ実践的なワークショップや、大学等の教育機関や行政の研修機関等による講座等を通

じて、人材育成を図る。 

 

住民による地域づくりへの参画意識を醸成するためのイベント開催 

￭ 道路空間を活用した地域住民の交流促進イベント等を積極的に開催することにより、その舞台となる道路空間や

地区への愛着を育み、地域づくりへの参画意識を醸成する。  

資料：一般財団法人都市みらい推進機構、エリアマネジメントによるまちづくり研究

運営・維持管理体制イメージ図
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Ｔ－テラス 

宮崎県 

宮崎市 

事例から学べるポイント 

 

継続的に社会実験を実施し 

仮設構造物による広場化を実現 
 

事業概要                                                           

ＪＲ宮崎駅と国道 10 号を繋ぐ高千穂通は、質の高い都市空間として整備されてはいるものの、中心市街地の空洞化

に伴い、経済的には疲弊した状況が続いていた。また、放置自転車、商業施設の機能低下が課題となっていた。 

このような状況の中、歩道内の水景施設（噴水）が停止したことを契機に、市民が気軽に利用でき、かつ文化的なコ

ミュニケーションを図れる場として、宮崎県産の杉材を用いたステージ「Ｔ－テラス」を社会実験を用いて設置し、以来、

社会実験を継続的に展開することで、中心市街地の賑わい創出に貢献している。 

 

本事例の取組内容                                                     

中心市街地憩いの空間創出事業推進協議会 

平成 25 年「中心市街地の憩いの空間創出事業」として、Ｔ－テラスを含むまちなか４箇所でオープンカフェなどの憩

いの空間（休憩所）を設置する社会実験を行うため、学識経験者、商工会議所など中心市街地の関係者、及び県道・

市道の道路管理者等からなる推進協議会を設立した。事業の企画、調整、評価・検証、提言を行うとともに、実施場所

毎に民間主体の実行委員会を立ち上げ、運営を行っている。 

推進協議会では、道路占用に係る合意形成、新しいエリアにおける社会実験の実施、各種行政手続きの円滑な推

進を図るため、３年間を目処に活動を継続し、その後、活動の流れがある程度明確になった段階で解散し、以降は事

業実施主体と道路管理者等で事業を継続させることとした。 

 

継続的な社会実験の実施 

公道上に民間が工作物を設置するという他に前例のない事業であったため、許認可など多くの障害があった。県とＮ

ＰＯ法人の協働モデル事業として、初期の段階より官民が一体となって取り組んできたことで、仮設構造物による広場

化を継続的な社会実験という形で実現することができた。 

  

  Ｔ－テラス全景



4.マネジメントの展開 

162 

 

高松丸亀町商店街 A 街区 

香川県 

高松市 

事例から学べるポイント 

 

持続可能なマネジメント体制を構築し、 

地域住民主体の運営、及び 

地域内での資金循環を実現 

 

事業概要                                                           

高松市の丸亀町商店街は、約 400 年の歴史を誇る全長 470ｍの商店街である。中心商店街にふさわしい賑わいある

商店街であり続けるため、活性化プロジェクトの第１弾として、一番北側のＡ街区において市街地再開発事業を実施し

た。回遊性の向上や、賑わいのある快適な歩行者空間の創出などを目的とし、地元商店街が主体となり、道路空間と

沿道を一体的に整備している。 

 

本事例の取組内容                                                     

持続可能なマネジメント体制の検討 

運営スキームの透明性確保、地域住民主体の

運営、専門家等の外部の意見を採り入れる柔軟な

対応、周囲のまちとの調和に対する配慮、地域の

中で資金を循環させる仕組みづくり等、まちの再生

を持続的に展開するための工夫を検討している。 

例えば、資金調達の面では、地元の市民や投資

家が投資しやすいよう、不動産を証券化・小口化す

るとともに、地元組織が転出者の土地・建物を購入

する仕組みを検討している。 

まちづくり会社の運営基盤を固めるとともに、地域

内の資金循環を高めることで、補助金依存からコミ

ュニティによる再投資を中心とした事業スキームへ

の移行を図り、まちの自立性を高めている。 

  

出典：高松市

地域主体のマネジメント体制の構想
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北３条広場 

北海道 

札幌市 

事例から学べるポイント 

 

民間ノウハウを活用した運営管理により 

サービス向上を図り、維持管理費用を削減 
 

事業概要                                                           

北３条広場（愛称：アカプラ）は札幌駅前通と市の歴史的観光資源である北海道庁赤れんが庁舎の間に誕生した広

場である。快適で楽しいまち歩きの場、及び様々な活動や憩いの場として整備された、道路と広場の機能を併せ持つ

公共空間である。この場所は、かつて都市計画道路「北３条通」として運用されていたが、平成 19 年に広場としての都

市計画決定を受け、隣接する敷地におけるビル建設に合わせて、一体的な空間デザインの整備が行われた。 

 

本事例の取組内容                                                     

管理体制（稼働率向上方策） 

通常、道路を通行以外の目的で使用する場合、使用者が個別に関係機関から許可を受ける必要がある。そこで、

札幌市は本路線を都市計画広場として位置づけ、これを独自の広場条例に基づいて管理することにより、原則、使用

者は広場管理者（指定管理者制度導入のため、指定管理者）に利用を申し込み、許可を受けることで利用が可能とな

り、使用に係る手続きが大幅に簡素化された。 

 

民間ノウハウを活用した運営管理 

民間ノウハウの活用によるサービス向上と経費削減を図るため、指定管理者制度を導入している。指定管理業務は、

隣接する駅前通地下歩行空間の運営管理をはじめ、札幌駅前通地区のエリアマネジメントに取り組む「札幌駅前通ま

ちづくり㈱」が担当している。 

 

民間事業者の提案から生まれた新しい公共空間 

この広場は、沿道で開発を行う民間事業者による公共貢献の一環として整備されたもので、整備段階から民間活力

を導入した事業である。また、広場の設備・デザインから活用の基本方針まで、整備事業者をはじめとする地域関係者

が札幌市とともに検討を重ねてきた。 

 

活動を支える設備整備 

様々なイベント等の利活用ができるように、電源設備や給排水設備を整備している。また、市民の憩いの場としての

機能にも配慮して、ベンチを兼ねた植栽ますを設置している。 

  

 

  
出典：札幌市

活用事例（音楽イベント） 活用事例（飲食イベント）
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出典：大阪市「船場地区 HOPE ゾーン事業」

まちなみのガイドライン 

三休橋筋の整備前後

出典：船場ガイドブック 2014

 

三休橋筋 

大阪府 

大阪市 

事例から学べるポイント 

 

市民活動グループとの連携による 

エリアマネジメント活動 
 

事業概要                                                           

三休橋筋は、大阪の歴史的都心部である「船場地区」の中央を南北に貫

く約 2km の道路である。大阪都心部では 2000 年頃より、業務機能に特化し

たまちから、賑わいがあり憩い楽しむことができるまちへ改変する動きが活発

化し、船場地区でも「三休橋筋愛好会」というボランタリーな活動が始まった。

活動が進むにつれて地元組織や行政組織など様々な主体が関わり、大きな

動きへと進化する中、市民活動グループと行政が連携し、船場地区の文化

的・歴史的な資産を活かした、より魅力的なまちなみづくりを進めている。 

 

本事例の取組内容                                                     

協議会によるまちなみのガイドライン作成、魅力の発信 

船場地区 HOPE 協議会と大阪市が連携して、歴史的・文化的な雰囲気やまちなみに恵まれ

た本地域を、居住地としてのイメージを高めるエリアとして位置づけ、市民・企業・まちづくり団体

等、多様な主体との連携・協働を通じ、地域への愛着を高めながら、それぞれの地域特性を活

かした魅力的なまちなみづくりに取り組んでいる。 

 

 

船場地区 HOPE 協議会 

船場地区 HOPE 協議会は、協議会活動の一環として、船場のまちやまちなみの魅力、活動成果等を発信するイベ

ントを年１回のペースで開催している。まちなみに関する写真や資料展示をメインに、その他、船場のまちの魅力発信に

つながる様々な企画を実施しており、2010 年からは、屋内会場に加え、船場のまち全体をオープン会場に見立て、エリ

ア内の近代建築所有者やレストラン・ギャラリーなどの店舗と連携して、まちぐるみでのイベントを展開している。 

 

三休橋筋商業協同組合 

多くの町会の境目にあたる三休橋筋は、もともとエリア

全体のまちづくりを考える地元組織が不在の状態であっ

たが、2005 年、三休橋筋のプロムナード化を機に、近隣

の事業者を中心にまちづくりを推進する組織が設立され

た。通りの維持管理をはじめ、様々なまちづくりの提案、

イベント活動などを行っている。  
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タイムズスクエア 

アメリカ 

ニューヨーク 

事例から学べるポイント 

 

BID 制度を活用した財源の確保と 

行政への専門家の積極的な登用による 

継続的なマネジメント体制の構築 
 

事業概要                                                           

タイムズスクエアのBusiness Improvement District（ビジネス活性化地区：以下BID）のエリアマネジメントを担うBID

組織（周辺の営業者や不動産所有者等で構成）の主体的な働きによって、エリア内の一般公道の恒久的な広場化が

実現した。当初、タイムズスクエアが抱える各種問題の解決を目的として広場化の検討が始まったが、その後、ニュー

ヨーク市の中心部における公共空間再編の施策へと展開し、広場化が実現した。BID 組織は専門家の意見を踏まえな

がら、広場化の実現可能性と効果を実証するため、段階的に広場化の社会実験を実施していった。市交通局も、社会

実験の補助に努め、最終的に市がタイムズスクエア内の一般公道の恒久的な広場化を決定した。 

 

本事例の取組内容                                                     

行政内部への専門家の積極的な登用により継続的マネジメント体制の構築 

市長のリーダーシップの下、ニュー

ヨ ー ク 市 交通 局 （ New York City 

Department of Transportation 

（NYDOT））が中心となり、地域のパ

ートナー（不動産オーナー、NPO 等）

と共に道路空間の広場化に取り組ん

できた。 

市長の権限によって、外部の豊富

な知識・経験を持つ専門家を市内部

の責任あるポジションに登用し、プロ

ジェクトの実践をリードする権限を与

えている。 

また、調査及び計画・設計については、海外の人材も視野に入れながら、

高いレベルの専門家を選び、業務を委託している。 

BID を中心とする地域組織と、外部の協力者（専門家であるゲール事務

所、PPS など）、市交通局の３者の協働体制によって、プロジェクトを推進し

ている。 

本格的・恒久的な広場整備を実施する前に、一定期間の社会実験プロ

ジェクトを通じ、歩行者の増加や交通事故の減少、移動の効率化などにつ

いて十分な調査を行い、整備効果を確かめた上で、広場化を実施した。 

  道路空間の広場化 

マネジメント体制と BID 税の流れ 

出典：大阪市

出典：©google
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→148 ページより 

プロジェクトストーリーコラム（その５） 

 

4. マネジメントの展開 

(18) エリアマネジメントへの挑戦 

【稼ぐ場としての道路空間】 

堀川パークストリートは、半年の工事期間の後、無事に竣工を迎えた。 

堀川通では、シェアドスペースの考え方を取り入れたデザインを施したお陰で、通りを通行する自動車

は遠慮がちに速度を落として進む。歩行者には、歩きやすくなったと好評で、歩行者通行量も増加した。

堀川を眺めながら手軽に休める滞留テラスが緑地公園に整備され、付近のカフェで購入したドリンクを

片手に、市民が談笑する風景が見られるようになった。 

河川緑地内に市民が植栽したハナミズキは、木陰を提供するようになった。今でも、当時植栽に参加し

た市民がＮＰＯを結成し、定期的に植栽の手入れをしつつ、滞留テラスでＢＢＱを開催している。 

毎年秋になると、堀川通の商店会が中心となって、このパークストリート全体を車両通行止めにしてフ

ァーマーズマーケットを開催する。パークストリートの道路占用手続きは、堀川通のシェアドスペース

化に反対していた近江田が率先して担当するようになった。県内のあちこちから、有機栽培の農産物や

新鮮な果物を販売に来る農家が集まり、盛況となっている。ここで回収された収益を原資として、道路

の清掃やエリアプロモーションを進めようという気運も高まっている。 

→175 ページへつづく 

 

 

 

ポイント 4-②持続可能な運営管理体制を構

築する 

沿道のオープンカフェが歩行空間の賑わいにつながる 

（スペイン・バルセロナ） 

ポイント 4-①継続的なマネジメントに向け

て資金の安定的確保を図る 
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5.事業効果の計測 

におけるポイント  
 

 

  ポイント 5-① 

まちづくりの観点から効果を評価する 
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事業効果の計測におけるポイント 
道路空間再編が実施された後は、取り

組みの成果を確認し、次の取り組みの実

践に活かすため、「まちづくり」の観点から

効果を評価することが推奨される。道路空

間を再編することによって、地域全体に対

しても多面的な効果が発揮されるため、定

量的・定性的の両面から評価することが推

奨される。 
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ポイント 5-① 

まちづくりの観点から 

効果を評価する 

  「まちづくり」の観点から効果を評価することで、取り組

みの成果を確認し、次の取り組みの実践に活かす 

 道路空間の整備・利用により、交通や社会・経済等、

様々な側面で効果が発現するため、「まちづくり」の観

点から、道路空間再編による効果を定量的・定性的の

両面から評価する 
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￭ 道路空間の再編プロジェクトの今後の改善や、同種事業へのフィードバックのために、プロジェクトの効果を評価す

る際には、事業・地域毎に異なる多様な効果を適切に評価することが求められる。 

￭ その地域の地域づくりの契機となり、地域づくりを支えることを狙いとする道路空間再編プロジェクトなのであれば、そ

のプロジェクトを評価する尺度は、地域の個性や文化、市民の健康や福祉の充実、社会ネットワークの広がりやコミ

ュニティの連帯等、地域が持つ有形無形の価値に与える影響を内包するとともに、商工観光等の経済活動をはじめ、

社会経済の様々な側面を加味したものとなるべきであろう。 

 

具体的な取り組み 

評価指標の設定 

￭ 「めざすべき将来像」の実現に対する取り組みの達成状況を把握できる指標を設定する。 

￭ 道路空間の整備・利用により、交通や社会経済、環境、住民の満足度等、様々な面で効果が発現する。そのため、

「まちづくり」の観点から、道路空間整備・利用による多面的な効果を定量的・定性的の両面から評価する。 

￭ 交通の円滑化や交通安全の推進だけでなく、観光振興、福祉の充実、健康増進、社会生活の場の創出、エリア価

値の増大といった、生活の質的向上の観点から効果を評価する。 

 

効果の評価方法 

￭ 複数の事業を組み合わせることで発現する効果もあるので、複数事業のパッケージとしての効果を評価する。 

 

事後評価による検証 

￭ 事後評価により、事業の安定性及び公益性についての把握を行い、事業のその後について継続・改良・中断等の

判断を定期的に実施する。 
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分野別に整理したまちづくり上の効果 

出典：「まちづくり効果」を高める公共事業の進め方（案） 
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札幌駅前通 

地下歩行空間 

北海道 

札幌市 

 

事例から学べるポイント 

 

商業活性化に関する効果を計測し、 

地域への波及効果を評価 

 

事業概要                                                           

札幌市の都心部では、積雪寒冷の気候から、昭和 47 年のオリンピック開催に合わせて開業した地下鉄大通駅、及

び地下鉄さっぽろ駅・ＪＲ札幌駅の２つの核を中心とした地下街を整備し、以来、活力ある商業圏を形成してきた。 

駅前通地下歩行空間は、二極化した２つの地区を結ぶことで商業圏の回遊性上を図るとともに、人々が憩い楽しめ

る空間を創出することを目的として、季節や天候に左右されない安全で快適な地下歩行空間を整備したものである。ま

た、併せて地上部の幅員再構成（歩道拡幅）も実施し、憩いのある歩行空間を創出している。 

新しい時代における都市文化の創造を目標として、都心部における回遊性の向上、エリアの魅力と活力の向上、四

季を通じて歩行者が安心して通行できる安全な空間の確保など、一体的なまちづくりに取り組んだ。都心部におけるオ

ープンスペースのネットワーク化と活用に向けた方向性、整備後の管理のあり方、周辺建築物の機能・形態のあり方な

ど、総合的に捉えながら事業を進めていった。 

 

本事例の取組内容                                                     

事業の整備効果の検証 

・事業所数・従業員数の変化 

地下歩行空間の開通後、

事業者数及び従業員数が

増加していることから、経済

活動の活性化に対する波及

効果が伺える。特に、従業

員数は整備前に比べ約 3 割

増加しており、雇用創出の面

で効果があったことが推測さ

れる。 

（※整備前 H18 年度→整備後：H24 年度） 

・消費金額の増加 

地下歩行空間の開通後、約 4 割の人が消費金額の増加を実感してい

ることから、商業活動の活性化につながったことが伺える。 

 

 

  

出典：国土交通省 

都⼼部での消費金額

出典：国土交通省

事業所数・従業員数の変化
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四条通 

京都府 

京都市 

事例から学べるポイント 

 

まちづくりと交通の観点から、効果・影響を 

定量的・定性的に検証 
 

事業概要                                                           

四条通は、平安京時代の四条大路にあたる目抜き通りであり、市内中心部を東西につなぐ主要な幹線道路である。

特に、本事業の対象となる川端通から烏丸通間は、京都最大の繁華街を形成するとともに、毎年夏になると祇園祭の

山鉾が巡行するなど文化的にも存在感があり、市民、観光客を問わず多数の人々が訪れる。また、鉄道と路線バスの

乗り換えなど、交通結節点としても重要な区間である。本事業は、四条通を含めたまちなか全体の賑わいを創り出すこ

とを目的とした「歩いて楽しいまちなか戦略」のリーディングプロジェクトであり、四条通の空間再配分（車線削減、歩道

拡幅）、バス待ち環境の改善等を通じて、歩行者の快適性と公共交通の利便性を高めるものである。また、四条通と交

差する細街路を含めて「歩いて楽しいまちなかゾーン」を設定し、都心エリア全体でまちづくりと一体となった面的な交

通環境の整備に取り組んでいる。 

 

本事例の取組内容                                                     

事業目的を踏まえた多様な項目の評価 

本事業では、事業目的を踏まえ、まちの賑わい創出、公

共交通の利便性向上、歩行者快適性の向上の 3 項目から

効果を検証するとともに、四条通及び周辺エリアの交通に

対する影響について把握している。歩道拡幅後の四条通の

歩行者交通量をみると、１割近く増加している。また、来街

者ヒアリング調査によると、8 割以上の人が「歩きやすくなっ

た」と評価している。さらに、ビデオ調査によると、以前はグ

ループ連れの約 25％が縦に並んで歩かざるを得なかった

が、歩道拡幅後は 5％以下に減少している。一方、バス利

用者アンケート調査によると、バス停の見つけやすさ、便

利さ、快適さ、乗降のしやすさの点で、約６割以上の人から

改善が評価されている。また、片側 1 車線に車線減少した

にも関わらず、バスの運行時間は整備前とほぼ同水準を

保っており、公共交通の利便性向上という点でも一定の成

果が得られたことが分かる。このように、人出が増えたこと、

歩きやすくなったこと、公共交通が利用しやすくなったこと

などの理由から、「以前よりも賑わいを感じる」という来街者

の声が約６割あり（来街者ヒアリング調査）、この事業がまちなかの

賑わい創出に寄与していることが伺える。なお、四条通の車線削減に伴う迂

回交通により、周辺道路における交通渋滞が懸念されていたが、10 年前に

比べて周辺幹線道路の交通量も 1～2 割減少しており、迂回交通による大き

な問題は発生していない。また、四条通と交差する細街路の交通量も 1～5

割減少し、地区内を走行する自動車の平均速度が 2 割低下するなど、まち

なか全体が安全で歩いて楽しい交通環境へと移行しつつあることが分かる。  

効果・影響の評価項目

四条通の歩行者数の推移（商店街の歩行者カウンター）

四条通の歩行形態の変化（ビデオ調査）
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神門通り 

島根県 

出雲市 

事例から学べるポイント 

 

交通量調査やアンケート調査等により

定量的・定性的の両面から整備効果を評価
 

事業概要                                                          

神門通りは、出雲大社の参詣道として開設された道路で、かつて参詣客

の往来が絶えなかったが、車社会の到来とともに歩行者が減り、往時の賑

わいが失われつつあった。 

そこで、出雲大社御本殿の「平成の大遷宮」を迎えるにあたり、一畑電車

出雲大社前駅から大社入口までの 330ｍ区間を、観光客の安全と歩きやす

さに配慮した「シェアードスペース」として整備するとともに、島根県、出雲市、

地元が一体となり、地域特性を活かした街並みの形成に取り組むことで、出

雲大社の参詣道再生を図ることとなった。 

 

本事例の取組内容                                                     

整備効果の定量的・定性的な検証 

事業の整備効果を検証するため、「歩行者通行量」、「観光客の滞在時間、消費金額」、「沿道店舗数の変化」、「歩

行者の挙動（歩きやすさ）」、「自動車の走行速度」、「地価の変化」等について調査を実施し、定量的・定性的の両面

から整備効果を評価した。  

歩行者通行量 

滞留時間 

※滞留時間：(出庫時間の平均)－（入庫時間の平均） 

 駐車場 
平成 23 年 5 月 4 日(水) 

【滞留時間】 

平成 25 年 10 月 20 日(日) 

【滞留時間】 

出雲大社駐車場 83.3 分 109 分 

神門通り広場 76.6 分 128 分 

ご縁広場 85.3 分 164 分 

沿道店舗数 

観光満足度 

消費金額 

神門通り

出典：島根県「シェアド・スペース（歩車道共有空間）手法の活用による、歩行空間の賑わいの創出」都市と交通,通巻 101 号
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→166 ページより 

プロジェクトストーリーコラム（その６） 

5. 事業効果の計測 

(19) 道路空間の再編による地域への影響 

【地域づくりを支える道路空間の再編】 

さらに数年を経て、近江田は、仲間数人とともに、まちづくり会社『アナタノまち株式会社』を設立し

た。『アナタノまち株式会社』は、堀川通沿いにあった『旧ドコカノ銀行アナタノ支店』の建物を市から

借り受け、改修してまちづくり会社のオフィス兼観光案内所、雑貨屋、カフェを開設した。 

まちづくり会社『アナタノまち株式会社』は、道路占用によるファーマーズマーケットや店舗からの収

益を活用して、道路や緑地公園の維持管理、エリア価値向上のための情報発信に取り組んでいる。 

まちづくり会社『アナタノまち株式会社』の年次レポートによると、堀川通エリアの不動産価値はパー

クストリートの整備前後で上昇に転じている。数軒あった空き店舗が少しずつ、若者や女性の起業によ

って埋まり、エリア内の従業者数も増えつつある。 

大森と赤津川と近江田は、今日も、アナタノ市を盛り上げるために、議論を続けている。 

 

完 

 

 
 

沿道建築物と調和した歩行空間は地域の活力につながる 

（スペイン・ビルバオ） 

ポイント 5-①  
まちづくりの観点から効果を評価する 
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夜間のオープンカフェが来街者に社交の場を提供する 

（キューバ・ハバナ） 

路上のパフォーマンスがまちに賑わいを呼び込む 

（メキシコ・グアダラハラ） 



 

1 

  

 

 

 

Ⅳ 国内ベストプラクティス集  
 

  

地域づくりの目標に対して効果を発現し、 

地域に貢献している取り組みで、 

地域づくりを支える道路空間再編を展開する場合に 

学べるポイントを多数含む国内事例を整理 
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国内ベストプラクティス 学べるポイント一覧 

学べるポイント 
事例 

都道府県・都市名 道路名 

1 
道路の地下化・上部空間の活用により、交通混雑の緩和と地域

の活性化を実現 
北海道札幌市 創成川通 

2 
道路空間活用による収益をまちの賑わいづくりのための事業 

資金として活用 
北海道札幌市 

札幌駅前通 

地下歩行空間 

3 
地域資源を生かしたまちの新たな顔となる道路空間と、沿道の

一体的な空間整備により、地域の賑わいと交流を創出 
宮城県女川町 レンガみち 

4 
地域資源を生かした道路と沿道の一体的な空間形成により、 

地域を活性化 
福島県喜多方市 ふれあい通り 

5 
官民が連携し、道路整備と一体的に継続的な沿道まちづくりを

進め、歩行環境の改善と賑わい創出を実現 

東京都目黒区、 

世田谷区 
九品仏川緑道 

6 
公益性を担保した地域団体による道路占用の仕組みを構築 

することで、継続的な道路の利活用を実現 
神奈川県横浜市 日本大通り 

7 
危機意識の共有を契機としたまちづくりと一体となった面的な 

交通環境の整備 
京都府京都市 四条通 

8 
まちの賑わい創出に資する道路空間の有効活用とともに、 

大阪版 BID 制度を活用し、エリアマネジメントの財源を確保 
大阪府大阪市 

グランフロント大阪 

地区中央東西通り他 

9 
将来像を見据え、社会実験を通じて事業内容の改善・深化を 

図り、継続的な道路空間再編を展開 
大阪府大阪市 御堂筋 

10 都市の記憶を継承する沿道と一体となったみちづくりの実践 兵庫県神戸市 
旧居留地 

明石町筋 

11 
多くの異論が出る状況を関心の高まりと捉え、積極的な市民 

参加の機会を準備し、合意を形成 
兵庫県姫路市 大手前通り 

12 
道路・河川・公園の連携事業により、単独事業では解決でき 

ない課題を解決 
島根県松江市 

宍道湖夕日 

スポット 

13 道路空間再編と沿道修景により歩行者主体の空間を創出 島根県出雲市 神門通り 

14 
商店街の賑わい創出に資する道路と沿道の一体的な整備 

によるエリアマネジメントの展開 
香川県高松市 

高松丸亀町 

商店街 A 街区 

15 
道路の付け替えにより地域の顔となる歩行者優先の空間を 

創出 
愛媛県松山市 

道後温泉 

本館周辺広場 

16 
サイドリザベーション方式を採用した道路空間再編により、 

LRT 利用者の利便性と安全性を向上 
熊本県熊本市 熊本駅城山線 

17 
道路修景を通じた面的な歩行者空間の整備により、回遊型の

観光パターンを創出 
大分県別府市 

鉄輪温泉いでゆ坂

等地区内街路 
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国内ベストプラクティス集の読み方（各事例 1 ページ目） 

  

事業の分類を整理 

道路名、都道府県名、 

市区町村名を掲載 

事例のナンバー 
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国内ベストプラクティス集の読み方（各事例 2 ページ目） 

  

事例を参照する上で最も重要な学べるポイントを整理 

事業の概要を掲載 

対象路線図を掲載 

事業の経緯を整理 

※対象路線図のベースマップには、国土地理院の地理院地図（電子国土 Web）を使用 

（掲載ページ：184, 192, 200, 208, 216, 224, 232, 242, 250, 258, 266, 274, 282, 290, 298, 304, 312） 
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国内ベストプラクティス集の読み方（各事例 3 ページ目） 

  

整備前後の状況変化を比較するため、写真、平面図、断面図を掲載 
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国内ベストプラクティス集の読み方（各事例 4 ページ目以降） 

 
事業の各段階別の学べるポイント、具体の取組内容を整理。 

（空間デザイン上の工夫、構想・計画から維持管理段階までの一貫性を確保するための

工夫、継続的な道路の維持管理・利活用に効果的なマネジメントの工夫等を整理） 

事例の課題・改善点を整理 
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創成川通 

北海道 

札幌市 

 事業の分類                     

道 路 空 間 の性 格 ：河川・水路沿いの道 

事 業 背 景 ・目 的 ：環境保全・アメニティ向上  

交通の円滑化 

手 段 ：空間再配分 

延 長 ：1.1 ㎞ 

（親水緑地空間 1.8ha） 

幅 員 ：56.8ｍ 

沿 道 特 性 ：業務系 

事 業 推 進 方 法 ：専門家導入型 

事 業 期 間 ：2002～2010 年 

事 業 者 ：札幌市 

地域への波及効果 ：地域交流の活性化 

シ ナ リ オ 分 類 ： 

■ まちなかにおける歩行空間の復権 

□ 路面公共交通、自転車環境の充実 

□ 地域資源を生かした新たな顔となる道路空間づくり 

■ 水辺、公園整備等関連事業との連携 

□ 既存道路ストックの民間活用 

 

1 
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創成川通 

北海道 

札幌市 

本事業から学べるポイント                                         

道路の地下化・上部空間の活用により、 

交通混雑の緩和と地域の活性化を実現 
 

事業の概要                                                                  

創成川通は、都心部における南北交通の主軸であるとともに、道路中央には札幌市を代表する歴史遺産である創成

川が流れるシンボル的な都心軸である。 

しかしながら、交通量の増加に伴う慢性的な交通混雑が発生するとともに、東西市街地の分断要素となっており、都

市の一体的な発展を妨げていたことから、札幌市都心部における高次の都市機能を備えた快適で魅力ある空間とし

て、交通混雑の緩和や空間の有効利用、環境改善などが求められていた。 

そこで、昭和 46 年に完成した南アンダーパス（南５条～南２条）と北アンダーパス（大通～北３条）を連続化させること

で、交通混雑の解消を図るとともに、地上部に都心の貴重な水辺を活かした緑地空間の創出と、歴史的遺産としての

創成川の再生により魅力ある都心の街並みを形成することを目的として事業が進められた。 

事業の経緯                                             

 

 

 

  

創成川通は、札幌の都心に位置し、北

側には北海道庁旧本庁舎（赤レンガ庁

舎）前から続く北３条通、南側には北海道

を代表する歓楽街であるすすきの地区、

西側には大通公園が接している。同地区

の中心を流れる創成川は、本市における

歴史的遺産であるとともにシンボル的な南

北都市軸を形成している。昭和 47 年開催

の冬季オリンピックに向けて、南北２つの

アンダーパスが建設されたが、その後の

都市の発展や交通量の増加などにより生

じた種々の課題を解消するため、再整備

を行うこととなった。 

対象路線図             

年 事業経緯等 

1971 年 昭和 47 年開催の札幌冬季オリンピックに向け、創成川通の

南北２つのアンダーパス 供用開始 

1998 年 2 ヶ所のアンダーパスの連続化 都市計画変更 

2000 年 ｢第 4 次札幌市長期総合計画」策定 

魅力的で活力ある都心の整備を重点施策の１つに位置付け 

2002 年 ｢都心まちづくり計画」策定 

2005 年 「緑を感じる都心の街並み形成計画」策定 

｢デザイン検討委員会」開催（6 年間） 

2007 年 ｢創成川アートワーク委員会」開催（3 年間） 

広場活用の議論（地元） 

2008 年 地上部道路 着工 

2009 年 創成トンネル 供用開始 

親水緑地空間 着工 

2011 年 創成川公園 供用開始 

 



1.北海道札幌市 創成川通 

185 

整備前                                               

  
 

 

 

整備後                                               

 

 

 

 
 

  

地上部断面図

出典：札幌市

地上部断面図

出典：札幌市

平面図

出典：札幌市
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本事例の【事業の構想・計画】から学べるポイント  
 

大規模なワークショップ実施により、住民意見を抽出 

 市民 1000 人ワークショップ 

「都心まちづくり計画」を策定した平成 14 年に市長が交代し、市民に必

要とされる都市整備を改めて問うため、沿道の利害関係者だけでなく、市

民全体に参加を公募し、「さっぽろ夢ストリート・市民 1000 人ワークショッ

プ」を実施した。都心のまちづくりや交通の将来像、道路のあり方などにつ

いて、多様な議論が交わされた。 

 

計画から施工まで一貫性をもったデザイン監理の体制構築により、デ

ザインの質を担保 

 デザイン検討委員会 

｢緑を感じる都心の街並み形成計画」の内容を創成川通アンダーパス

連続化事業及び札幌駅前通地下歩行空間整備事業の設計に反映させ

るため、専門的な立場からデザインに係わる具体的な事項を検討する

「デザイン検討委員会」が設置された。 

「デザイン検討委員会」は学識経験者、及び関連行政部局によって組

織されており、都市計画、造園、建築、照明を専門とする４社からなるデ

ザインチームが委員会の監修に参加することで、分野を超えた一体的な

検討を行った。 

さらに、デザインの一貫性を保つことが重要であるという検討委員の意向を踏まえ、設計段階から施工段階にか

けて、デザインチームが一貫して関与する体制を整えた。 

 

 

本事例の【事業構造の構築】から学べるポイント 
 

河川空間と歩行者空間の一体的整備により、親水性・回遊性を向上 

 河川と道路の一体的整備 

創成川も含めた改修にあたり、親水性の高い水辺空間の創出が求めら

れていた。そのため、水辺へアプローチする階段、川の流れを感じながら

散策できる歩行者動線、水面の揺らぎをゆっくりと眺めることのできるベン

チの設置など親水性の向上を図っている。水路とは別途導水管を整備し、

河道の水深（20cm 以下）、流速（0.5m/s）を抑制している。 

 

  出典：札幌市

水辺空間

出典：札幌市

出典：札幌市

市民 1000 人ワークショップ

デザイン検討委員会
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本事例の【空間デザインの検討】から学べるポイント 
 

道路の地下化により交通渋滞緩和を図るとともに、上部空間を利用

した広場空間の創出により地域を活性化 

 アンダーパス連続化事業、上部空間を利用したアメニティ空間の創出 

創成川通の整備にあたり、ア

ンダーパス連続化事業も並行し

て実施している。元の地上道路 8

車線のうち 4 車線を地下化するこ

とで、都心への通過交通とアクセ

ス交通を分離し、通過交通の速

達性確保、都心部の交通混雑緩

和、さらには歩行者の安全確保

等を図った。 

また、4 車線を地下化したことで

生じる地上の余剰空間を活用し、

親水空間と広場空間を整備する

ことで、市街地内の歩行によるアクセスを改善し、地域活性化の醸成を図った。 
 

広場整備により、東西市街地の分断を解消し、市民の交流を促進 

 狸二条広場 

創成川通の整備にあたり、創成川以西の都心部における交通混雑の

緩和に加え、創成川通による東西市街地の分断の解消が課題とされた。

そのため、地域の分断を解消するとともに、地域住民のためのイベントス

ペースを創出するべく、狸小路と二条市場をつなぐ形で「狸二条広場」を

設置した。 

 

出典：札幌市

出典：札幌市

狸二条広場位置図

アンダーパス連続化事業

狸二条広場
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アート作品の設置や歴史的シンボルとなる橋の復元により、親水空

間の魅力と回遊性を向上 

 パブリックアートの設置、創成橋の復元 

デザイン検討委員会での指摘を踏まえ、３名の芸術家によるパブリックアート18作品を設置した。公園を回遊する

ことで物語を感じられる配置とすることで、親水空間の魅力を向上し、散策を促すような空間づくりを図っている。また、

創成川の歴史的シンボルとして創成橋を復元している。 

 

   

 

 

本事例の【マネジメントの展開】から学べるポイント 
 

広場の活用に係る連携・調整の体制構築により、広場の円滑な活用

を実施 

 狸二条広場運営協議会 

地域の分断を解消するとともに、

地域住民のイベントスペースとして

設置された狸二条広場の窓口組織

として、地元町内会と札幌市で「狸

二条広場運営協議会」を設立した。

協議会は、利用者に向けた「創成川

公園・狸二条広場利用ガイド」を作

成するとともに、官民の連携を通じ、

イベント主催者との協議や調整、情

報共有を行っている。 

また、協議会自身もイベントの実

施主体となり、地域住民の交流促進、

地域の賑わい創出に取り組んでい

る。 

 

 
出典：創成川公園・狸二条広場利用ガイド

復元された石造アーチの創成橋 園内をゆったり眺めることができるベンチ

狸二条広場運営協議会

安田侃作成モニュメント「天空」
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本事例の【事業効果の計測】から学べるポイント 
 

交通混雑の緩和を旅行速度、交流空間の創出による効果をイベント

回数により評価 

 都心部における通過交通とアクセス交通の分離 

新規に地下化した区

間における周辺路線を

含む南北方向の断面交

通量を計測し、全体交通

量の約 30％が地上部か

らアンダーパスへと転換

したことから、通過交通と

アクセス交通の分離が

進んだことを確認した。 

 

 

 

 

 

 旅行速度の向上 

ピーク時間帯における

北３条～南５条区間の旅

行速度が、約 2 倍となっ

ている（17.3km→35.4km）

ことから、交通混雑の解

消が確認された。 

 

 親水緑地空間の整備 

創成川公園は市民の憩いの空間として親しまれ、様々なイベントを開催している。

平成 23 年 4 月～平成 24 年 1 月までのイベント数は 23 件で、73 日間稼働している

ことを確認した。 

 

 その他 

アンダーパスの連続化及び地上部の親水緑地空間の整備により、自動車中心の幹線道路を人が近寄りやすい

空間として再生することで、創成川通を東西市街地の分断要素から連携要素へと転換した。これにより、創成川を

東西に移動する歩行者が増加し、賑わい創出にも貢献している。（創成川通 横断歩行者数 整備前：45,622 人/年

→整備後：56,327 人/年）  

出典：札幌市

出典：札幌市

出典：札幌市

交通量の変化

旅行速度、所要時間の変化

親水空間と一体となったイベント
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本事例の課題・展望等 
 

 イベント利用と維持管理のトレードオフの関係性 

狸二条広場の舗装材は、広場のグレード感や賑わい演出しやすさ、経済性などを考慮して、インターロッキングブ

ロック舗装を採用している。 

イベント利用を考慮した場合、舗装材ブロックは大きい方が良いが、維持管理面を考えると、舗装材ブロックは小

さい方が補修が容易で、両者はトレードオフの関係性にあると言える。 

専門家の意見、住民ニーズ等を踏まえ、コスト、イベント時の使い勝手、維持管理のしやすさ等を総合的に勘案

して、空間デザインの検討を行う必要がある。 

 

 計画から施工まで一貫性をもったデザイン監理体制の構築 

創成川通の整備では、都市計画、ランドスケープ、建築、照明等の各分野の専門家からなるデザインチームが設

計段階から施工段階まで関わる体制を構築できたことがポイントとなっている。 

一方、創成川通のような重点プロジェクトではない通常業務においては、設計者が施工段階まで関わることは少

ない。今後、事業の特性に応じて必要があれば、本事例のような一貫したデザイン監理体制を構築できる業務発注

形態を検討することが重要である。 
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札幌駅前通 

地下歩行空間 

北海道 

札幌市 

 事業の分類                      

道 路 空 間 の性 格 ：まちなか広場 

事 業 背 景 ・目 的 ：歩行者回遊性の向上 

手 段 ：広場整備 

延 長 ：0.52 ㎞ 

幅 員 ：（地上部）36.36ｍ  

（地下部)20.00ｍ 

沿 道 特 性 ：商業・業務系 

事 業 推 進 方 法 ：官民連携型 

事 業 期 間 ：2005～2011 年 

事 業 者 ：札幌市、 

北海道開発局 

地域への波及効果 ：来訪者の増加 

シ ナ リ オ 分 類 ： 

■ まちなかにおける歩行空間の復権 

□ 路面公共交通、自転車環境の充実 

□ 地域資源を生かした新たな顔となる道路空間づくり 

□ 水辺、公園整備等関連事業との連携 

■ 既存道路ストックの民間活用 

 

2 
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札幌駅前通 

地下歩行空間 

北海道 

札幌市 

本事業から学べるポイント                                         

道路空間活用による収益をまちの 

賑わいづくりのための事業資金として活用 

 

 

 

事業の概要                                                                  

札幌市の都心部では、積雪寒冷の気候から、昭和 47 年のオリンピック開催に合わせて開業した地下鉄大通駅、及

び地下鉄さっぽろ駅・ＪＲ札幌駅の２つの核を中心とした地下街を整備し、以来、活力ある商業圏を形成してきた。 

札幌駅前通地下歩行空間は、二極化した２つの地区を結ぶことで商業圏の回遊性上を図るとともに、人々が憩い楽

しめる空間を創出することを目的として、季節や天候に左右されない安全で快適な地下歩行空間を整備したものであ

る。また、併せて地上部の幅員再構成（歩道拡幅）も実施し、憩いのある歩行者空間を創出している。 

新しい時代における都市文化の創造を目標として、都心部における回遊性の向上、エリアの魅力と活力の向上、四

季を通じて歩行者が安心して通行できる安全な空間の確保など、一体的なまちづくりに取り組んだ。都心部におけるオ

ープンスペースのネットワーク化と活用に向けた方向性、整備後の管理のあり方、周辺建築物の機能・形態のあり方な

ど、総合的に捉えながら事業を進めていった。 

 

 

事業の経緯                                                                   

 

 

 

 

昭和 47 年の札幌オリンピック開催

を契機に大通周辺が商業圏として栄

えたが、その後、ＪＲ札幌駅の周辺開

発が進み、札幌駅周辺と大通地区と

で商業圏が二極化することとなった。

そこで、両地区の活性化を個別に考

えるのではなく、一体的に進めるた

め、両地区をつなぐ歩行者空間の整

備が計画された。 

対象路線図            

年 事業経緯等 

1971 年 昭和 47 年開催の札幌冬季オリンピックに向け、さっぽろ駅

周辺地下街と大通駅周辺地下街 供用開始 

2000 年 「第 4 次 札幌市長期総合計画」策定 

魅力的で活力ある都心整備を重点施策に位置付け 

2001 年 「札幌駅前地下通路の施設づくりを考えるワークショップ」

開催（全 4 回） 

2002 年 「都心まちづくり計画」策定 

2003 年 札幌駅前通地下歩行空間 都市計画決定 

「市民 1000 人ワークショップ」開催 

2005 年 「緑を感じる都心の街並み形成計画」策定 

2008 年 沿道地権者の都市計画提案により、地下歩行空間整備に

おける民間活力活用と容積率緩和措置を担保する地区計

画が決定 

2010 年 札幌駅前通まちづくり㈱ 設立 

地下広場の指定管理者に選定 

2011 年 札幌駅前通地下広場条例 施行 

札幌駅前通地下歩行空間 供用開始 
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整備前                                               

 

 

 

 

 

整備後                                               

  

 

 

 

 

  
出典：札幌市

地上部平面図 地下部平面図

地上部地下部断面図

地上部

出典：札幌市

出典：札幌市
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本事例の【事業の構想・計画】から学べるポイント 
 

公募された市民によるワークショップを実施し、将来像や仕組みを具

体的かつ包括的に議論 

 札幌駅前通地下通路の施設づくりを考えるワークショップ 

札幌駅前通の「像」・「場」・「しくみ」を具体的かつ包括的に議論する場

を設置し、一般公募による約 50 名の市民がワークショップ形式で議論し

た。ワークショップでは、通路としての地下道ではなく、沿道建物と地下道

が繋がる、交差点に憩いの場があるなど、「通路」としてではなく、「空間」

としての整備へと発想を転換した。 

 

 

本事例の【事業構造の構築】から学べるポイント 
 

公益貢献に応じた容積率緩和ルールを設定し、沿道地権者による事

業検討を促進 

 公益貢献に応じた容積率緩和ルールの設定 

札幌のメインストリートとしてにぎわいを創出するとともに、札幌駅周辺と

大通周辺の２極化した商業核の連携を強め、都心の魅力を高めていくこ

とが求められていた。 

そこで、メインストリートにふさわしい賑わい・歩行者空間の創出や公共

地下歩道・地下鉄駅との接続等、公共貢献に関わる項目を評価対象とし、

貢献の度合いに応じて容積率制限を緩和するルールを地区計画で設定

した。これにより、沿道地権者による事業検討が促進された。 

なお、『まちづくり計画策定担い手支援事業』を活用した札幌駅前通沿

道地権者からの都市計画提案に基づいて計画を策定しており、計画策

定の過程で、沿道地権者と行政との間で目指すべきまちのイメージを共

有しながら検討を進めたことで、貢献内容に関わる細かい数値基準を設

定することができた。 

 

 立体道路制度の活用 

地上と地下を結ぶ出入り口は歩道内に設置されるのが一般的であるが、

道路空間の幅員確保や良好な景観形成などの効果が期待できることか

ら、立体道路制度を活用し、民地内における出入り口の整備を積極的に

進めている。 

  

ワークショップでの議論の様子 

出典：札幌市

立体道路制度を活用した出入り口 

出典：札幌市

容積率緩和ルール 

容積率緩和の評価対象

出典：国土交通省資料
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本事例の【マネジメントの展開】から学べるポイント 
 

条例により地下空間を広場と道路の兼用工作物に指定することで、

道路占用手続きを簡素化 

 広場と道路の兼用工作物指定による道路空間の活用 

札幌駅前通の地下歩行空間は、公共地下道の一部を広場として位

置づけ、道路管理者との協定によりフレキシブルな空間の形成・利活用

を実現している。 

札幌駅周辺地区と大通・すすきの周辺地区とで二極化された商業

圏を連結する地下空間を設けるにあたり、都市計画道路の変更により

歩行者専用道を指定し、街路事業を用いてこれを整備した。その上で、

中央の歩行者空間を除く両側 4ｍずつを、条例により市が設置する広

場（憩いの空間）として位置づけ、管理方法や費用負担について道路管

理者（札幌市）と広場管理者（札幌市）の間で兼用工作物管理協定を

締結した。 

広場の管理に関する条例を定めることで、柔軟な利用を図るとともに、

広場と道路の兼用工作物とすることで、警察への道路使用許可の申請

手続きが不要となり、利用に係る手続きが簡素化された。 

 

 

  

両側に設けられた広場（憩いの空間） 

出典：公益財団法人都市活力研究所

地下歩行空間断面図 
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道路空間を活用した収益事業を展開し、収益をまちづくりのための

事業資金として活用 

 安定的な資金確保に向けた、道路空間を活用した収益事業の展開 

札幌駅前通まちづくり（株）は、地下歩行空間の指定管理料

に加え、広場使用料と壁面広告利用料を主な収益源として、安

定的な資金を確保し、継続的なエリアマネジメント活動を実施

している。事業収益は出資者には分配せず、地域の緑化、賑わ

いづくりのイベントやフォーラムの開催等、まちづくり事業の原資

として活用している。 

 

 

 壁面広告事業 

地下歩行空間の一部を、市道部については「目的外使用」として札幌市

から借用するとともに、国道部については「エリアマネジメント協定」を締結

することで、広告の掲出が可能となった。広告収入をまちづくり事業に還元

することで、関係機関からの了承を得ている 

広告の募集は、広告代理店を介して実施している。また、広告幕の制作、

取付、撤去を広告主に行ってもらうことで、まちづくり会社が費用を負担しな

いローコストの運営を展開している。 

 

 まちづくり会社による継続的なマネジメント活動の実施 

札幌駅前通まちづくり（株）は、駅前通一帯のエリアマネジメントを行う

会社として、駅前通に関係のある企業 18 社・団体（当時）が出資し、2010

年9月に設立された。札幌駅前通まちづくり㈱では、指定管理者制度に基

づく地下歩行空間の運営・管理をはじめ、「創造都市さっぽろ」、「市民活

動の推進」、「都心回遊、活性化」、「都心のビジネスパーソンの快適な日

常」、「さっぽろ・北海道の魅力発信」の 5 つのコンセプトの下、各種活動

やイベントの実施を促しながら、まちの魅力向上に取り組んでいる。 

  

出典：公益財団法人都市活力研究所

札幌駅前通まちづくり（株）の事業内容

壁面広告事業

収入 支出

札幌駅前通まちづくり（株）の収支構造

まちづくり事業の各種取組

出典：公益財団法人都市活力研究所

出典：公益財団法人都市活力研究所

出典：公益財団法人都市活力研究所 
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本事例の【事業効果の計測】から学べるポイント 
 

商業活性化に関する効果を計測し、地域への波及効果を評価 

 事業所数・従業員数の増加 

地下歩行空間の開通後、事

業者数及び従業員数が増加して

いることから、経済活動の活性化

に対する波及効果が伺える。特

に、従業員数は整備前に比べ約

3 割増加（※整備前 H18 年度→

整備後：H24 年度）しており、雇

用創出の面で効果があったこと

が推測される。 

 

 

 消費金額の増加 

地下歩行空間の開通後、約 4 割の人が消費金額の増加を実感して

いることから、商業活動の活性化につながったことが伺える。 

 

 

 

 

 

 

 

本事例の課題・展望等 
 

 地下歩行ネットワークのさらなる拡充 

都心部の商業核となる２地区の間に、天候に左右されない快適で安全な歩行者空間が整備されたことにより、都

心部の歩行による回遊性が高まった。今後は周辺の地下通路との接続などを強化することで、地下歩行ネットワーク

が一層拡充されることが期待される。 

  

事業所数・従業員数の変化

出典：国土交通省 

都心部での消費金額

出典：国土交通省
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歩行空間が人々の活動の場になる

四季を通じて安全・快適に歩くことができる
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レンガみち 

宮城県 

女川町 

 事業の分類                     

道 路 空 間 の性 格 ：プロムナード 

事 業 背 景 ・目 的 ：シンボル空間の創出 

手 段 ：新設  

延 長 ：0.17 ㎞ 

幅 員 ：15.0ｍ  

沿 道 特 性 ：商業系 

事 業 推 進 方 法 ：専門家導入型 

事 業 期 間 ：2013～2015 年 

事 業 者 ：女川町 

地域への波及効果 ：地域の活性化 

シ ナ リ オ 分 類 ： 

□ まちなかにおける歩行空間の復権 

□ 路面公共交通、自転車環境の充実 

■ 地域資源を生かした新たな顔となる道路空間づくり 

□ 水辺、公園整備等関連事業との連携 

■ 既存道路ストックの民間活用 

 

3 
  

出典： © monocotobito
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レンガみち 

宮城県 

牡鹿郡女川町 

本事業から学べるポイント                                         

地域資源を生かしたまちの新たな顔となる

道路空間と、沿道の一体的な空間整備に

より、地域の賑わいと交流を創出 
 

 

 

事業の概要                                                                  

レンガみちは、女川駅前広場と女川湾を一直線に繋ぐ、全長約 200m、幅員 15m の煉瓦舗装の歩行者専用道路で

ある。 

女川町の中心市街地における都市の骨格を形成するシンボル軸となる道路をつくり、中心市街地に人々を集め、回

遊させることで、賑わいを広げる町の玄関口として機能する復興まちづくりを計画した。 

海を「資源」として生かしたまちづくりを目指す女川町では、海への眺望が良い駅周辺の商業エリアを賑わいの拠点

として位置づけ、駅舎と海をつなぐ眺望軸上にまちのシンボルとなる歩行者専用道路を整備するとともに、町民や来訪

者等、様々な人が訪れ、集い、交流する場となるよう、レンガみちの沿道に商業施設等の集積を図った。 

 

事業の経緯                                             

 

  
年 事業経緯等 

2011 年 都市計画決定 

女川町復興計画策定 

女川町まちづくり協議会設立 

2012 年 女川町復興整備計画公表 

被災市街地復興土地区画整理事業公告 

女川町まちづくりワーキンググループ設立 

2013 年 津波復興拠点整備事業告示 

プロムナード検討部会設置 

復興まちづくりデザイン会議設置 

2014 年 工事着工 

女川みらい創造株式会社設立 

女川町まちなか再生計画認定 

2015 年 供用開始 

対象路線図             

女川町は平成 23 年 3 月 11 日に発

災した東日本大震災の津波により、甚

大な被害を受けた。そのような状況の

中、女川町は復興の過程で、巨大防波

堤で海とまちを分断するのではなく、海

を”資源”として生かすまちづくりを選択

した。商業機能を再生するにあたり、駅

と海をつなぐ町のシンボル軸として、歩

行者専用道路「レンガみち」を整備し
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整備前                                               

 

 

整備後                                               

  

 

 

 
  

断面図

平面図

出典：女川町

出典：女川町
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本事例の【事業の構想・計画】から学べるポイント 
 

地域資源を生かした持続可能な将来像の設定と共有化 

 海へと通じるレンガみちをシンボル軸としたまちの顔づくり 

女川町では復興にあたり、人口

減少という将来にわたり続くであろう

課題に対する危機意識から、人口

減少下においても活力やにぎわい

を維持・創出できる都市構造を目

指した。 

また、女川町は、復興の方針を

検討する過程において、巨大防波

堤で海とまちを分断するのではなく、

海を”資源”として生かすまちづくり

を選択した。海へと通じる歩行者専

用道路の「レンガみち」を軸とした女

川駅前商業エリアを、まちの顔とな

る「にぎわい拠点」として位置づけ

た。 

 

 女川町まちづくりデザインのあらまし 

まちづくり説明会、まちづくり推進協議会ワーキンググループ、復興まちづくりデザイン会議、有識者ヒアリング等を

実施し、町民や有識者の意見を反映させた女川町中心部のまちの将来像の素案である「女川町まちづくりデザイン

のあらまし（第 1 版：平成 25 年 12 月、第 2 版：平成 26 年 11 月）」を策定した。「女川町まちづくりデザインのあらまし」

は、女川町中心部におけるバリューアップのコンセプト、基本方針及び整備の考え方等を示したもので、これを町民

へ全戸配布し、女川町中心部の将来像・基本方針の共有を図った。 

  

商業エリア（にぎわい拠点）のまちづくり

出典：女川町「デザインのあらまし（第 2版）」に一部加筆

出典：女川町「デザインのあらまし（第 2版）」に一部加筆

デザインのあらまし（第 2版）
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関係者が一堂に会す議論の場を設け、質の確保と時間短縮を実現 

 女川町復興まちづくりデザイン会議 

復興事業の計画について、より

価値の高いものとすることを目指

し、「デザイン会議」を立ち上げ、

継続的な活動を行っている。デ

ザイン会議の特徴は、委員に①

意思決定者である町長、②各分

野の景観デザインに係る専門家

を招聘し、さらに、会議では、③

関係課の課長、④設計者、⑤施

工者、⑥施設管理者、⑦町民と

いった関係者が一同に会し、事

業を推進する上で重要な事項を

決定する場となっていることであ

る。通常は、庁内会議を経た後、

委員会を開催し、その結果を受けて再度庁内の合意をとり、住民説明会などを開催しながら 終決定に至るプロセ

スをたどるため、事業決定に多くの時間を要する。デザイン会議では、ワンストップで合意に至ることができるため、

時間短縮を図りながら質の向上を図ることが可能である。また、計画プロセスを公開しているため、まちのあり方や方

向性などを関係者間で共有し、価値観を同一にしながら、それぞれの立場の役割を果たすことを可能としている。 

 

本事例の【事業構造の構築】から学べるポイント 
 

土地の所有と利用の分離を通じた持続可能な賑わいの仕掛けづくり 

 沿道商業施設の開発スキーム 

震災前の女川駅前商店街は

住居兼店舗が多く、住み手の

高齢化に伴う廃業によってシャ

ッター通り化が進み、商業エリ

アの賑わい低下が課題となって

いた。まちづくりの基軸となるレ

ンガみち沿いに、土地区画整

理事業と津波復興拠点整備事

業を用いて町有地を集約配置

し、その街区について、民間まちづくり会社の女川みらい創造(株)と女川町との間で 30 年の定期借地契約を結んだ。

女川みらい創造(株)がテナント型商業施設の整備と運営を担うことで、土地・建物の所有と利用を分離した流動性

と自由度の高い民間主導によるエリアマネジメントが可能となっている。また、民設民営のテナント型商業施設とす

ることで、店舗入れ替え等にも柔軟に対応できる、持続可能で魅力的な商業エリアの形成を図っている。 

レンガみち沿道の商業施設の開発スキーム 

価値創造の仕組み（デザイン会議） 
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コーディネーターの投入により官民各主体の連携・相互調整を推進 

 まちづくりを支援するコーディネーターの投入 

復興事業は、様々な事業が同

時並行で進行することから、事業

間の情報共有が適切に行われな

い場合、事業の停滞、手戻りが発

生する。女川町では、同時並行で

進められる様々な分野の事業の各

段階において、官民の各主体間の

連携と相互調整を図るコーディネ

ーターを投入している。コーディネ

ーターの役割として、①縦割りの業

務遂行体系に対して横方向の視

点から事業間の連携を誘発する、

②事業の進捗を阻害するリスクを

早期に発見し除外する、③「まち」

としての質の向上を図るための施

策を立案・実行する等が挙げられる。 

 

 コーディネーターの取り組みの一例 

庁内における各分野・各課の

状況を把握するとともに、事業推

進上の課題を抽出した上で、そ

の対応を促す等の取り組みを通

じて、庁内及び行政内外での情

報共有と、課題発生リスクの低減

を図っている。 

  

コーディネーターの役割 

業務内容に応じた専門コーディネーター体制
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本事例の【空間デザインの検討】から学べるポイント 
 

海へと延びるシンボル軸の整備により、まちの骨格を形成 

 レンガみちデザインの基本構成 

レンガみちは、駅前広場から海へと延びる中心市街地のシンボル軸とし

て、「海を眺めて暮らすまち」をコンセプトとした町の骨格を形成する役割を

担っている。単なる通過動線としてではなく、オープンカフェのような雰囲

気を伴いながら、海を眺めて商業活動できる場となるよう、空間構成をデ

ザインしている。二列並木の先に海が見える眺望を確保するとともに、季節

ごとに雰囲気が変わる木々で彩られた小公園が連続する歩行者専用道路

としてデザインされた。 

 レンガみち設計のコンセプト 

①レンガみちを中心に、町民や観光客が海を見ながら買い物や飲食を楽しむ賑わいの場を形成する。 

②周辺施設から人が集まり、人が回遊し、にぎわいを広げる拠点とする。 

③沿道建築物との一体的な利用を通じて様々なシーンが連続する空間を創出する。 

 道路附属物のデザイン 

レンガみち上のベンチには舗装と同じくレンガ仕上げを施し、フットライト

やイベント用電源を設置した。また、レンガみちと交差する区画道路との交

差点には、御影石の舗装を採用し、中央部の舗石を円形に配置すること

で、レンガみちとの連続性を保ち、横断する自動車の速度抑制を図った。 

 

道路空間と沿道施設の一体的な空間形成により、回遊性・賑わいを

創出 

 道路空間と沿道施設の一体化を図るデザイン 

日常利用のほか、様々なイベン

トにも対応可能な空間として、煉瓦

主体の舗装でまとめ、ストリートファ

ニチャーは並木の軸線上にコンパ

クトに配置している。また、二列並

木で横断構成を三分割し、中央部

に海を眺望する視線軸及び主動

線を確保するとともに、建物と並

木に挟まれた左右の側面部は、沿道との一体利用を図り、並木下のベンチで海を眺めることができる空間としてい

る。さらに、通りに商業的な賑わいを与えるため、沿道の商業空間からデッキを張り出し、賑わいの共有を図っている。

ニーズに応じた流動的な店舗構成となるよう、商業施設はテナント型で整備し、レンガみちを挟んで分棟形式で建

物が並ぶ構成とした。敷地にはレンガみちと一体となった中庭空間や路地を織り込み、店舗周辺と公共空間を融合

させることで、人が回遊するエリアの形成を目指している。  

出典：女川町

レンガみち（シンボル軸）のスケッチ

出典： © monocotobito

道路附属物のデザイン

レンガみち（シンボル軸）イメージ

出典：女川町
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本事例の【マネジメントの展開】から学べるポイント  
 

空間デザインのガイドライン作成により沿道街区の景観形成を誘導 

 女川町駅前商業エリア景観形成推進協定運営委員会 

女川駅前商業エリアでは、先人たちが育んできた美しい自然、歴史や風土を大切にしながら、居心地の良い商

業空間の創造と保全を図り、魅力あふれる快適な商業街区とコミュニティの形成を目指している。そのため、女川駅

前商業エリアの関係者が協働で景観まちづくりを進めるための共通規範として、まちなみデザイン誘導ガイドライン

を策定した。そして、エリア内で店舗の新築や改築を行う自立再建の民間事業者に対し、建築設計完了前にデザイ

ンマネジメントを実施し、アドバイザ

ーによる事前審査及び女川町駅前

商業エリア景観形成推進協定運営

委員会における協議を行うことで、

沿道街区の良好な景観誘導を図っ

ている。  

 

 

民間主導のイベント開催により、まちの賑わいを創出 

 民間主導による定期的なイベントの開催 

まちの賑わいを創出するため、

女川みらい創造(株)を核として、そ

の他のレンガみち周辺の民間組

織（商工会、観光協会、復幸まち

づくり女川合同会社、ＮＰＯ法人）

から構成される「おながわレンガみ

ち交流連携協議会」を設置し、公

共空間を有効に活用しながら、民

間主導によるイベント等を開催している。 

 

本事例の課題・展望等 
 

 イベント利用を想定した道路空間デザイン 

大規模イベント時において、道路附属施設や植樹との兼ね合いで、仮設テントが配置しにくい状況が生じているた

め、イベント時の利用を想定した道路空間デザインを検討することが必要である。 

道路空間を活用した民間主導の各種取り組み・イベント

出典： © monocotobito

運営委員会の事前審査・協議の流れ ガイドラインの色彩ルール（左）と対象項目（左）

出典：まちなみデザイン誘導ガイドライン

「女川駅前商業エリア編」
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ふれあい通り 

福島県 

喜多方市 
 

 事業の分類                      

道 路 空 間 の性 格 ：商店街(歴史・観光系)：その他 

事 業 背 景 ・目 的 ：まちの活性化 

歩行環境の改善 

手 段 ：空間再配分 

延 長 ：0.89 ㎞ 

幅 員 ：11.0ｍ  

沿 道 特 性 ：商業系 

事 業 推 進 方 法 ：官民連携型 

事 業 期 間 ：1988 年～ 

事 業 者 ：福島県 

喜多方建設事務所 

地域への波及効果 ：来訪者の増加 

シ ナ リ オ 分 類 ： 

■ まちなかにおける歩行空間の復権 

□ 路面公共交通、自転車環境の充実 

■ 地域資源を生かした新たな顔となる道路空間づくり 

□ 水辺、公園整備等関連事業との連携 

■ 既存道路ストックの民間活用 

 

4 
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ふれあい通り 

福島県 

喜多方市 

本事業から学べるポイント                                         

地域資源を生かした道路と沿道の一体的

な空間形成により、地域を活性化 
 

事業の概要                                                                  

会津地方の北部に位置する喜多方市は、会津若松と米沢を結ぶ街道沿いで商人の町として発展した。このため、商

品の保管庫として建設された蔵が現在も 4,000 棟以上存在する、日本有数の「蔵ずまいのまち」である。 

中心市街地の目抜き通りであるふれあい通りでは、沿道の蔵を見せるため、昭和 50 年代に設置されたアーケードを

撤去し景観協定を策定するとともに、歩行者空間の改善を実施した。 

道路事業による無電柱化、歩車道への無散水消雪装置の整備、現道拡幅を伴わない道路空間の再配分や歩道改

修を行ったほか、沿道建築のファサード改修を実施している。 

地元では、蔵のまちづくりを推進するため、幾重ものイベント開催を通じ、蔵の魅力を再認識するとともに、アーケード

撤去後のファサード整備などについて議論を進めていった。 

雨・雪など気候への対応、電柱により幅員が十分確保できていない歩行空間、散水消雪による車道からの水はねな

ど、冬期の歩行環境改善や商店街の回遊性向上について、数十回に及ぶ勉強会を開催するとともに、官民連携による

事業の推進により、魅力ある街路空間を創出し、地域イベントなどに積極的に活用している。 

事業の経緯                                             

 

  
年 事業経緯等 

1995 年 蔵の保全活用等を目的とする任意団体「喜多方蔵の会」発

足 

2002 年 まちなかイベント「蔵みっせ」開催 

2006 年 「仲町 景観協定」締結 

仲町商店街のアーケード撤去が決定 

「喜多方蔵のまちづくり協議会」設立 

「ふれあい通り整備計画委員会」発足 

2007 年 回遊性向上の社会実験「蔵のまちづくり博覧会（通称くらは

く）」開催 

2008 年 「喜多方仲町 まちなみづくりガイドライン」策定 

仲町工区（350ｍ）着工 

2010 年 仲町工区 供用開始 

「中央通り商店街 景観協定」策定 

「しもなん地区 景観協定」策定 

2011 年 中央通り工区（190ｍ）着工 

2013 年 中央通り工区 供用開始 

2014 年 下南工区（350ｍ）着工 

喜多方市は、70 年代から写真展、

テレビ番組などで紹介され、「蔵のまち」

として再認識された、県内有数の観光

地である。喜多方市の中心市街地に位

置するふれあい通りは、仲町商店街、

中央通り商店街、下南商工会からなる

約 900ｍの商店街である。 

90 年代以降、「蔵のまちづくり」の気

運が高まり、商業地区としてのイメージ

向上、空き店舗の解消等を目的に、歩

道部のアーケード撤去が検討された。 

対象路線図            
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整備前                                               

  

 

 

 

 

整備後                                               

  

  

 

 

 

 

 

  

断面図 出典：喜多方建設事務所

出典：喜多方建設事務所

平面図

断面図 出典：喜多方建設事務所
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本事例の【事業の構想・計画】から学べるポイント 
 

学識によるサポートの下で県と地元が協働で議論を行い、地域資源

を見える化 

 地域資源を活かしたまちづくりのコンセプトと役割分担を明確化した計画の策定 

「喜多方蔵の会」に代

表される蔵所有者を中心

としたまちづくりの意識が

高い地元関係者が、10

年以上にわたり勉強会に

参加した結果、地域住民

の意識が高まるとともに、

まちの将来像が明確化さ

れたことで、地域によるビ

ジョンの共有が実現した。

学識によるサポートの下、

県と地元が協働で議論を

行った結果、まちづくりの

方針の一つとして、喜多

方の地域資源である蔵の

活用を掲げ、地域資源を

活かしたまちづくりを推進

した。また、整備メニュー

ごとに事業の完了時期、

県・市・地域住民の役割分担を明確化した。 

 

 ふれあい通り整備計画 

学識者、県の景観アドバイザー、各商店街会長、喜多方市、福島県か

らなる「ふれあい通り整備計画委員会」を設置し、整備計画案の立案のほ

か、事業主体の役割分担を決定した。 

 

  

出典：喜多方建設事務所

まちづくりコンセプト

ふれあい通り整備計画案

出典：喜多方建設事務所
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本事例の【事業構造の構築】から学べるポイント 
 

景観協定及びガイドラインにより、沿道の景観形成を誘導 

 喜多方仲町まちなみづくりガイドライン 

アーケードの撤去と街路事業を契機として、魅力的な景観と調和のとれたまちづくりを進めるため、「喜多方仲町

商店街景観協定」を締結し、街路だけではなく沿道と一体となったまちづくりを目指した。かねてより勉強会などにお

いて、ファサード整備の重要性が認識されていたことから、大部分の地権者において協力が得られた。 

また、アーケード撤去後の沿道の景観に配慮するため、上述の協定に基づき「喜多方仲町まちなみづくりガイドラ

イン」を作成し、その中で写真や改修イメージを示すことで、協定の内容をより具体化した。 

さらに、景観協定やガイドラインのほか、連続立面イメージ図やパースの提示、専門家による提案・相談等を通じ、

ビジョンの共有を図っている。 

 
 

 

沿道で民間が実施する整備との連携により、街路事業を効率的・効

果的に推進 

 沿道の民間事業と連動した街路事業の実施 

ふれあい通りでは、県の街路事業（無散水消雪事

業、無電柱化・共同溝事業、道路空間再配分、くらに

わ整備事業）、県と市が連携しながら進めるサイン計

画と地元商店街による沿道の民間事業（アーケード撤

去、街路灯整備、ファザード改修等）の実施など、民

間主体による沿道の整備と連動した街路事業により効

率的な事業推進を図った。街路事業は公共事業であ

ることから、沿道の民間事業との連動を担保するため、

意識的に地域との連動を組みこんだ事業スキームを

構築することが求められる。ふれあい通りでは、官民

問わず各事業に関する勉強会等を同時並行で頻繁

に行うことで、官民の細やかな調整が実現した。 

 

  

ストリートデザインマネジメントにおける事業連携のためのプロセス図 

連続立面イメージ図

出典：野原卓、釣祐吾、2016 年度 日本都市家計画学会 学術論文発表会 

「街路・沿道連携型ストリートデザインマネジメントの展開プロセスに関する研究」

出典：野原卓、釣祐吾、2016 年度 日本都市家計画学会 学術論文発表会 

「街路・沿道連携型ストリートデザインマネジメントの展開プロセスに関する研究」
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本事例の【空間デザインの検討】から学べるポイント 
 

地域特性に配慮した道路整備と沿道の一体的整備により、商店街の

活性化・賑わい創出を実現 

 

 道路空間の利活用に配慮した歩道整備 

蔵のまちなみを残すために拡幅は行わず、現道幅員を維持して道路空

間の再配分（歩道改修）を行った。歩道は、イベント時の歩車道の一体的

な利用に配慮して、フルフラット形式に改修した。また、車止めについても、

祭りやイベント時には自由に道路空間を活用できるよう、可動のプランター

ボックスを歩車道境界に配置している。 

 

 無散水消雪設備の整備 

整備前は、散水消雪を採用していたため、通行車両による水跳ねが課題となっていたほか、老朽化したアーケー

ドの撤去による歩道部における除雪作業の負担増大が懸念された。このため、街路整備事業と併せて無散水消雪

設備を歩車道全面に整備することで、アーケード撤去に伴うデメリットの解消を図った。 

 

 ポケットパークの整備 「くらにわ」事業 

近年、空き地が目立ち、裏手にあった蔵が表通りから見えるようになって

いた。また、現道幅員を維持したまま無電柱化を行うにあたり、歩行者の

通行を妨げないよう地上機器を設置することが求められた。そこで、沿道

の空き地を買収し、道路用地とした上で、地上機器を設置するとともに、憩

いの空間を兼ねたポケットパークとして整備する「くらにわ」事業を実施した。

まちなかに休憩施設・案内サインを備えた緑の空間を創出するだけでなく、

イベント利用が可能な電源設備、水道など（商店街組織がマネジメント）を

設置している。また、行政による整備に加え沿道住民の側でも、アーケード

撤去により顕在化した蔵や、店先のスペースを有効活用しながら、憩い空間の創出に取り組んでいる。 

 

 民間事業者による沿道ファサードの整備 

蔵や歴史的景観を活かすことで商店街の魅力を向上し、活性化を促

進するため、街路整備と沿道のまちづくりが連携し、一体的な空間形成を

図った。平成 20 年度から蔵の町並みを覆っていたアーケードを撤去し、

歩車道の整備や街路灯の設置と併せて、商店街が自ら補助金を獲得し、

沿道のファサード整備を実施した。 

 

 

  

ポケットパーク：「くらにわ」

プランターボックス

ファサードの整備
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本事例の【事業の実施】から学べるポイント 
 

設計・施工者によるまちのビジョンの理解を促す取り組みにより、空間

デザインの質を担保 

 景観マネジメント 

景観協定の運用にあたり、「景観協定運営委員会」を設置した。委員会において専門家から助言を受けることで、

個別の技術相談の場として機能しているほか、関係者による街並みビジョンの理解促進にも寄与している。 

整備の実施段階においては、ファサ

ード事業、及び景観協定に基づく届出

の確認時に、チェックリストを用いた重

要事項等の確認と専門家との協議を実

施し、デザインの質を担保している。 

整備実施に際して、多くの勉強会が

開催されたが、設計者や施工者等の整

備関係者は参加する機会が少なく、直

接的にビジョンを共有する場は限られ

ていた。一方、設計・施工を一体で請

け負う企業が多いこと、複数の物件を

共通の企業が担当するケースがあるこ

とから、整備そのものを通じて間接的な

ビジョンの共有が実現した。 

 

 

勉強会を通じて地権者のまちづくりに対する協力意識が醸成され、

円滑な民地の買収が実現 

 電線地中化に伴う地上機器の民地配置 

電線地中化に伴う地上機器の設置について、現道拡幅する場合、歩

道上に地上機を設置することになるが、ふれあい通りでは、町並み保全

の観点から現道幅員での整備を基本としたことから、民有の空き地の一

部を買収し、これに地上機器や消雪設備（井戸、操作盤等）を配置する

ことで、歩道内への設置を回避した。なお、電線共同溝から民地への引

込みの支障となるため、排雪溝は歩車道境界に移設された。 

通常、民地の一部買収は土地の価値が下がるため、地権者が反対す

ることが多いが、勉強会を通じてまちづくりの意識が醸成されていたため、

勉強会参加者からの買収は円滑に進んだ。なお、大店舗等で一部交渉

が難航したが、地元商店街の応援により最終的には用地買収が実現し、屋外機器の路外設置が可能となった。 

  

電線地中化における地上機器の路外配置

景観形成チェックリスト

出典：野原卓、釣祐吾、2016 年度 日本都市家計画学会 学術論文発表会 

「街路・沿道連携型ストリートデザインマネジメントの展開プロセスに関する研究」
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本事例の【マネジメントの展開】から学べるポイント 
 

地域資源や道路空間を活用したイベント開催により賑わいを創出 

 蔵や「くらにわ」を活用したイベント開催 

街路の管理主体は福島県であるが、フルフラット形式の歩道を活かし、

商店街が中心となり、積極的にイベントを開催している。 

蔵のまち・アートぶらりー、喜多方発 21 世紀シアター、蔵のまち喜多方

冬まつり、蔵みっせ喜多方、蔵のフォーラム等の地域観光資源を効果的

に活用したイベントを開催している。また、くらにわを活用したイベントは一

年を通して行われており、イベントの際は水道光熱費を商店街が負担し、

活用団体へ貸与している。 

 

 

 

 ガイドの育成 

まちなみの整備とタイミングを合わせ、来訪者に対する知識とイメージの浸透、住民意識の向上、及び通りの表か

ら見えない蔵のまちを紹介を担うガイド育成に取り組んでいる。ガイド自身が地域の人々と親密な友好関係を築いて

おり、地域の人々とも交流を行うことでガイド自身が自らのまちへの誇りを醸成する契機にもなっている。 

 

 

本事例の課題・展望等 
 

 無電柱化にあたっての敷地の選定 

無電柱化にあたり、地上機器の設置位置の選定に苦労を要した。 

特に、用地買収への協力を得ることが難しかったが、商店街関係者からの協力要請により、買収が実現した。 

 継続的な維持管理の展開 

くらにわの日常的な清掃やプランターボックスの植栽の世話は、商店街を中心に地元で対応している。年月が経

って世代が変わっても継続的に地元が管理できるよう、管理協定を結ぶ等の工夫が求められている。 

 

くらにわを活用したイベントの様子

出典：野原卓、釣祐吾、2016 年度 日本都市家計画学会 学術論文発表会 

「街路・沿道連携型ストリートデザインマネジメントの展開プロセスに関する研究」
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九品仏川緑道 

東京都 

目黒区・世田谷区 

 事業の分類                      

道 路 空 間 の性 格 ：商店街(一般)：大都市広域型 

事 業 背 景 ・目 的 ：まちの活性化 

歩行環境の改善 

手 段 ：施設更新 

延 長 ：0.40 ㎞ 

幅 員 ：目黒区 3～4ｍ 

緑道 3～4ｍ 

世田谷区道 3～4ｍ 

沿 道 特 性 ：商業系 

事 業 推 進 方 法 ：官民連携型 

事 業 期 間 ：2007～2010 年 

事 業 者 ：( 株 ) ジ ェ イ ・ ス ピ リ ッ ト  

自由が丘商店街振興組合 

目黒区、世田谷区 

地域への波及効果 ：地域の回遊性の向上 

シ ナ リ オ 分 類 ： 

■ まちなかにおける歩行空間の復権 

□ 路面公共交通、自転車環境の充実 

□ 地域資源を生かした新たな顔となる道路空間づくり 

□ 水辺、公園整備等関連事業との連携 

□ 既存道路ストックの民間活用 

 

5 
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九品仏川緑道 

東京都 

目黒区 

世田谷区 

本事業から学べるポイント                                         

官民が連携し、道路整備と一体的に継続

的な沿道のまちづくりを進め、歩行環境の

改善と賑わい創出を実現 

 

事業の概要                                                                  

自由が丘は、東急東横線と大井町線が交差する自由が丘駅を中心に面的に商業が集積する地区である。様々な

表情を持つ路地空間に路面店やテラス型店舗が連なる魅力的な界隈であるが、来街者の多さに対して道路が狭く、

歩行環境の改善が求められていた。目黒区と世田谷区の区境にあたる九品仏川緑道では、官民が一体となって道

路、緑道、駅前広場などの整備を進めるとともに、地区毎に街並みルールを定めている。これらの取り組みにより、緑道

は来街者の憩いの場となり、イベント会場としても活用されている。 

自由が丘マリクレール地区における歩行空間整備（全 0.82km）の一部として、緑道における施設配置により放置自転

車などを排除し、来街者の憩いの場を創出することで地域の活性化を図るとともに、道路の石貼り舗装の更新を通じ

て、歩きやすい環境づくりに取り組んだものである。 

事業の経緯                                             

 

 

  

年 事業経緯等 

1975 年 九品仏川 暗渠化 

1993 年 1 次整備 竣工（目黒区、世田谷区の協働） 

1994 年 「自由が丘南口地区 地区計画」都市計画決定 

（平成 25 年 変更決定） 

2002 年 目黒区中心市街地活性化基本計画策定 

㈱ジェイ・スピリット 設立 

（平成 15 年 目黒区よりＴＭＯ認定） 

2004 年 ベンチ、プランター 配置実験（違法駐輪対策） 

2006 年 自由が丘駅 第一自転車駐車場竣工 

（世田谷区事業） 

自由が丘駅南口駐輪場竣工（目黒区事業） 

2007 年 2 次整備 着工 

2010 年 2 次整備 竣工 

2013 年 東側延長 

2014 年 「自由が丘南口 街づくり協定」施行 

自由が丘は、自由が丘駅を中心に商業

集積が面的に拡がり、周囲を低層住宅地

に囲まれた地区である。様々な表情を持

つ路地に路面店やテラス型店舗が連なる

魅力的な界隈であるが、来街者の多さに

対して道路が狭いなど、歩行環境の改善

が求められていた。 

このうち、九品仏川緑道は目黒区・世田

谷区の区境に位置することから、両区の協

働によるコミュニティ・マート構想のモデル

事業として、平成 5 年までに側道と緑道が

一体的に整備された。しかしながら、その

後、放置自転車による占拠が常態化し、

憩いの場としての機能が失われていった。 

対象路線図             
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整備前                                               

  

 

整備後                                               

  

 

 

  

 

  出典：(株)ジェイ・スピリット

一部拡大 平面図

平面図 ※2次整備時

断面図

断面図 出典：(株)ジェイ・スピリット
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本事例の【事業の構想・計画】から学べるポイント  
 

独自の街並みルールの作成により沿道の景観形成を誘導 

 自由が丘街並み指針の策定 

長年にわたり自由が丘地区では、官民一体で道路、緑道、駅前広場の改善に向けた整備を進めており、時間を

かけて形づくられてきた「自由が丘らしさ」を守り、良好な住宅地と洗練された商業地がそれぞれの個性を育みなが

ら、魅力的な街並みを形成していくことを目指している。そのため、地域のまちづくり会社「㈱ジェイ・スピリット」が、全

体指針とゾーン別の指針からなる街並みルール「自由が丘街並み形成指針」を策定した。 

対象エリア内で「建築物等の新築・増築・改築」、「駐車場・駐輪場等の新設・増築・改築」、「宅地の造成、擁壁

の設置、その他の土地の形質の変更」、「高木の伐採、生け垣の撤去」、「看板、広告物の新設、デザインの変更」

等を行う場合、建築確認申請前、及び工事着手前の設計変更が可能な段階で、自由が丘街並み形成委員会にお

ける協議を行うこととした。 

   

 

  
出典：自由が丘街並み指針

自由が丘地区街並み形成指針自由が丘地区 街並み形成指針 手続きの流れ 自由が丘地区街並み形成指針 全体指針
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本事例の【事業構造の構築】から学べるポイント 
 

まちづくり会社設立により、民間主体の地域づくり体制を構築 

 目黒区と世田谷区の協働による一体的整備（１次整備時） 

中央部の九品仏川が行政界となるが、自由が丘商店街振興組合が東京

都管轄の組織であること、目黒区側と世田谷区側の均一な発展が望まれ

たことから、地元商店街、目黒区、世田谷区の３者が一体的な整備を図り、

両区を自由に横断できる歩行者空間の創出と高質化が実現した。この他に、

近接するマリクレールストリートの無電柱化や照明整備など、面的な取り組

みが行われた。 

 

 まちづくり会社による継続的な都市環境改善の取り組み（２次整備時） 

「目黒区中心市街地活性化基本計画」を受け、商店街振興組合や住区

住民会議・町会などが主体となり、平成 14 年、まちづくり会社「㈱ジェイ・ス

ピリット」を設立した。 

２次整備は、地域からの要望を受け、「自由が丘地区都市再生整備計画」

に基づき目黒区が事業化したもので、街づくり会社と地域商店会が中心とな

って、各種取り組みの調整、整備案の取りまとめ、施工を実施した。 

また、㈱ジェイ・スピリットでは、街並み形成指針の作成や運用、地区内

の商店街の面的な整備など、歩きやすい環境づくりに継続的に取り組んでいる。 

 

 まちづくり会社の設立 

第 1 次整備は、行政による補

助を受けた商店街を中心に進

められたが、第 2 次整備は、㈱

ジェイ・スピリットが主体的に参

加するようになった。㈱ジェイ・ス

ピリットでは、まちの活性化のコ

ンセプトを「自由が丘らしさの継

承と人にやさしい街づくり」と定め、

商業振興以上に住民本位のま

ちづくりや地域文化の振興に重

きをおいた運営を行っている。

第 2 次整備では、主に各種取り組みの調整、整備案の取りまとめ、施工を担当した。 

また、住民参加を促進するため、自由ヶ丘まち運営会議を二ヶ月に一回の頻度で開催している。これまでは地域

活動が商店街に委ねられていたが、自由ヶ丘まち運営会議では、団体に限らず希望する住民が個人で参加ができ

るとともに、行政や NPO もこれに参加することで、地域活動の幅が広がることとなった。2006 年の中心市街地活性

化法の改正により、TMOとしての位置づけを失ったが、2016年6月には都市再生特別措置法に基づく都市再生推

進法人の指定を受け、補助金を用いた活動を展開しやすくなった。 

出典：(株)ジェイ・スピリット ホームページ

検討体制 

地区計画に則った沿道建築

九品仏川緑道と両側側道 
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本事例の【空間デザインの検討】から学べるポイント 
 

沿道との一体的整備により、歩行環境を改善 

 舗装パターンのデザイン 

目黒区道、緑道（世田谷区公園事業）、世田谷区道の間に、ブロック

の大きさ等の舗装パターンで若干の差別化を図りながら、統一感をもた

せている。川沿いで緩い地盤の上を車両が通行するため、耐久性を上げ

るために厚手の石盤を砂目地で舗装した。また、整備前は世田谷区側が

目黒区側より約 60 ㎝地盤が高かったので、バリアフリー化のため、ボック

スカルバートや導管の更新と併せて目黒区側の区道を嵩上げし、フラット

な路面に仕上げた。なお、舗装基盤は行政、石貼りはまちづくり会社が事

業主体となり施工している。 

 

 放置自転車対策を兼ねたストリートファニチャー 

1992年に緑道のガードパイプを撤去し、バリアフリー化を実施したところ、緑道上の駐輪が増大したため、地元主

体で実験的にベンチの設置を行った。その後、地主や地元商店主が世田谷区公園緑地課にベンチの設置を依頼

し、数年かけて台数を増やしていった。また、ベンチの増設に加え、別の場所に駐輪場を整備することで、路上駐輪

の減少を実現した。 

   

 

 無電柱化による歩行者空間の創出 

東京電力の協力により、目黒区側の九品仏川緑道沿いの無電柱化が

実現した。沿道の商業施設と緑道の距離感を活かし、ベンチを配置する

ことで歩いて楽しい回遊性のある空間を創出した。 

 

 

 

  

自由が丘駅第一自転車駐車場（世田谷区） ベンチ ベンチ（鉄道高架下付近）

石貼り舗装

無電柱化された道路
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本事例の【マネジメントの展開】から学べるポイント 
 

収益事業の展開により得られた利益をまちづくり活動へ還元 

 収益事業の実施 

(株)ジェイ・スピリットでは、行政からの助成や商店街からの出資の活用に加え、広告設置や教育事業支援、デビ

ットカード・クレジットカード事業などの地域活動を通じて資金を獲得し、これをまちづくり活動に還元している。カード

事業について、自由が丘地区だけでなく全国展開を図るとともに、保育園の開発支援やコミュニティバスの運営など

の地区内事業については、「人にやさしい街づくり」の方針の下、6 つの事業部が連携しながら活動を行っている。 

 

国家戦略特別区域の適用を契機に、道路空間の利活用を実現 

 道路空間を活用したイベント 

以前から駅前でイベントは定期的に行われていたが、2015 年 11 月に認定された国家戦略特別区域における道

路法の規制緩和を適用することで、駅前広場や道路上にテントやテーブル席等をならべてオープンカフェを行うこ

とが可能となった。特区の適用を受けたことで、これまで敷地内でしかできなかったサービスの提供・販売を、公道

上で行うことができるようになった。 

 

 

  

自由が丘駅周辺街路におけるエリアマネジメントに係る道路法の特例適用区域 
■国家戦略道路占用事業の適用区域及び想定されるイベント例 

出典：目黒区ホームページ
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本事例の課題・展望等 
 

 安定的なエリアマネジメントに向けた収益基盤の強化と組織体制の整備 

㈱ジェイ・スピリットにおける実質的な収益は、カード事業における手数料が多くを占めている。また、目黒区から得

た補助金等については、そのまま支出にまわす形となっている。 

一方、人員については、常勤の事務職員が1人と、最大株主である自由が丘商店街振興組合事務員4人が兼務

する形となっている。また、実質的な事業運営は全員非常勤の取締役と、商店街振興組合に所属する若手の協力

者、住民及びまちづくりの専門家を中心とする20人強のメンバーがボランティアで活動することが多い。今後新たな

事業を展開するためには、収益基盤の強化と組織体制の整備を図ることが必要である。 
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日本大通り 

神奈川県 

横浜市 

 
 

 事業の分類                     

道 路 空 間 の性 格 ：目抜き通り：大都市都心部 

事 業 背 景 ・目 的 ：景観形成・町並み保存 

シンボル空間の創出 

手 段 ：空間再配分 

延 長 ：0.43 ㎞ 

幅 員 ：36.0ｍ  

沿 道 特 性 ：業務系 

事 業 推 進 方 法 ：官民連携型 

事 業 期 間 ：1999～2002 年 

（道路再整備） 

事 業 者 ：横浜市 

地域への波及効果 ：賑わいの創出 

シ ナ リ オ 分 類 ： 

□ まちなかにおける歩行空間の復権 

□ 路面公共交通、自転車環境の充実 

■ 地域資源を生かした新たな顔となる道路空間づくり 

□ 水辺、公園整備等関連事業との連携 

■ 既存道路ストックの民間活用 

 

6 
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日本大通り 

神奈川県 

横浜市 

本事業から学べるポイント                                         

公益性を担保した地域団体による道路占

用の仕組みを構築することで、継続的な道

路の利活用を実現 

 

事業の概要                                                                  

日本大通りは、横浜開港の原点である関内地区の中央に位置し、都心臨海部の軸線を構成する通りである。地下鉄

みなとみらい線の開業や地下駐車場の整備などを機に、都心機能の強化や地区の個性を活かした魅力づくりを目的と

して、歴史ある都市軸にふさわしい風格のある道路空間へと再整備された。 

整備後、賑わいある景観の創出などを目的に、市と協定を締結している地域団体が主体となってオープンカフェを

実施するなど、継続的な道路空間の利活用に取り組んでいる。 

事業の経緯                                             

 

 

 

  

年 事業経緯等 

1929 年 車道拡幅再整備、イチョウ植樹 

1976 年 都心プロムナード事業 

1977 年 日本大通り周辺地区指導基準 

1994 年 横浜市総合計画「ゆめはま2010プラン」にて開港シンボル

ゾーンの形成が位置付けられる 

2002 年 日本大通り再整備 工事完了 

イベントとしてオープンカフェを実施 

市営日本大通り地下駐車場 完成 

2004 年 みなとみらい線日本大通り駅 開業 

「日本大通り用途誘導地区 地区計画」都市計画決定 

2005 年 国土交通省「オープンカフェ等地域主体の道活用に関する

社会実験」選定 

「日本大通り活性化委員会」発足 

2006 年 オープンカフェ本格実施 

2009 年 象の鼻パーク 供用開始 

2012 年 常設電源整備 

日本大通りは、沿道に事務所や公

的施設が多く立地し、歴史的建造物と

して残されている。また、山下公園と横

浜公園を結ぶ緑の軸線として、都心部

の回遊ネットワークを構成している。 

平成 6 年、市の総合計画「ゆめはま

2010 プラン」において、道路の再整備

や歴史的建造物の活用など、開港シ

ンボルゾーンとしての整備が位置付け

られた。その後、みなとみらい線の整

備などを契機として、日本大通りの再

整備が進められた。 

対象路線図            
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整備前                                               

  

整備後                                               

  

 

 平面図（北側）

断面図 出典：横浜市

出典：横浜市

出典：横浜市

断面図

平面図（南側）

再整備（2002）前 

※2002 年頃の平面図 

再整備（2002）後 
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本事例の【事業の構想・計画】から学べるポイント 
 

都市デザイン室の総合的調整により事業を円滑に推進 

 都市デザイン室 

日本大通りの再整備は、庁内課長会による検討を経て、横浜市都市美

対策審議会による意見聴取を踏まえて決定された。日本大通りの歴史性

への配慮や整備後の活用イメージの検討、沿道景観との整合など、設計

に難易度の高い検討が求められる事業であることから、プロポーザル方式

により設計者を選定した。 

周辺事業も含めて様々な関係者が存在する事業であることから、都市

整備局都市デザイン室によって総合的な調整が行われた。これにより、地

下駐車場入口などの配置調整、地元調整などが円滑に進み、その後の

地域主体による道路空間の活用へと事業を展開することができた。 

また、沿道の歴史的建造物の保全・活用、「象の鼻パーク」の整備など、

周辺まちづくりと連携した日本大通り全体の空間演出を行っている。 

 

 

 

 

 

段階的な社会実験によりニーズと課題を把握 

 社会実験の実施 

日本大通りのオープンカフェ事業を行うにあたり、平成 17 年 7 月末より週末のみの社会実験を行った。この社会

実験の結果、平日においても一定の利用者が見込める可能性があるとして、同年 9 月～11 月にかけて平日を含め

た本格的な社会実験を行った。この社会実験では、大型のパラソルを用いたことが功を奏し、メディアに広く取り上

げられることで話題を呼んだ。一連の社会実験は、事業実施に際して発生するであろう課題の把握やニーズの発掘

に加え、結果的に事業 PR としての役割も果たした。 

  

出典：横浜市

日本大通り

象の鼻パーク
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本事例の【空間デザインの検討】から学べるポイント  
 

舗装の高質化により、歴史と緑を感じる歩行空間を創出 

 歩行環境の整備 

開港当初の考え方に基づき、車

道幅員を削減し、イチョウ並木の両

側にゆったりとした歩道が広がる幅

員構成（車道 9m、歩道 13.5m×2）

に再編した。車道側の歩道は、イチ

ョウ並木のビスタが楽しめるとともに、

イベント時には観覧席として利用で

きる空間として整備した。民地側の

歩道は、沿道建物の際まで舗装す

ることで、歴史的建造物の特徴的な意匠や緑を身近に感じることができる空間として整備した。 

また、賑わい創出の舞台づくり、及び歩車道の一体的な利用を考慮し、境界部の段差を最小限に抑えるとともに、

交差点部も段差のないフラットな形状とした。車両進入を抑制する装置についても、固定式の柵ではなく移動可能

なボラードとプランターを設置した。 

沿道の歴史的建造物を引き立てるため、道路附属物をシンプルで控え目なデザインでまとめ、歩道舗装に大判

の錆御影石、ボラードやプランター、植栽保護柵に鋳鉄といった、重厚感のある素材を用いることで、全体に統一感

を持たせている。なお、車道の舗装には有色骨材を用いて、道路景観全体の調和を図っている。 

 

道路附属物とイチョウ並木の配置により、海への眺望軸を強調 

 海への眺望軸の整備 

幅員再構成にあたり、イチョウ並木の保全を目的として植樹帯を拡幅し、雨水の地下浸透の促進を図っている。

なお、海への眺望を阻害しないよう、照明、サインなどの道路附属物をイチョウ並木の軸線上に配置するとともに、

通りの延長線上に海に向かって開かれた空間を作り、海への見通しを強調することで港を身近に感じさせるなど、連

続的な空間づくりに取り組んでいる。 

 

  

植樹帯内に配置された照明

海への眺望

拡幅された歩道 歩道舗装、ボラード、プランター

出典：横浜市

出典：横浜市資料に加筆

象の鼻パーク 

（2009 年開園） 
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本事例の【事業の実施】から学べるポイント 
 

公益性を担保した運営主体が市と協定を締結し、道路占用・道路使

用に関して一括で調整 

 日本大通り活性化委員会 

日本大通りでは、店舗運営者ではなく、市と基本協定を結んだ地域団体「日本大通り活性化委員会（以下、活性

化委員会）」がオープンカフェの実施主体となっている。 

活性化委員会は、道路占用と景観形成に関する協定を横浜市と締結し、協定に基づく運営・管理を行うこと、営

利行為を伴うことから減免は適用せずに道路占用料をきちんと支払うことを定め、取り組みの公益性を担保すること

で、沿道事業者の有志団体による道路占用許可を認められている。 

協定の締結にあたり、交通管理者（警察）との密な協議を実施するとともに、設置にあたっては、協定に基づく現

場立会いを行い、細かい取り組み内容の確認を行っている。さらに、活性化委員会は、道路管理者、交通管理者

（警察）への申請を一括で行うとともに、道路管理者、交通管理者（警察）をはじめとする関係機関との協議内容の

出店者への周知、及び日常的な助言や改善点の要請を行うなど、調整役としての役割も担っている。 

なお、活性化委員会では、オープンカフェのほかに、自主イベントやイルミネーションの企画運営、外部からの持

込みイベント、テレビや映画の撮影の調整なども行っている。 

 

 

 

 

日本大通り活性化委員会 横浜市

演出 オープンカフェ運営

道路管理者
交通管理者

【イベントの実施】
・自主イベントの企画・運営
・イベントの審査
・持込イベントの調整
・イベント時の出店調整

【オープンカフェの展開】
・オープンカフェの企画・運営
・オープンカフェの審査
・イベントの提案

事務局
調整

協定

許可
申請

クオリティ・チェック

出典：横浜市資料を下に作成

日本大通り活性化委員会
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本事例の【マネジメントの展開】から学べるポイント 
 

道路空間を活用した収益事業・イベントの実施により、賑わいを創出 

 オープンカフェ、イベントの実施 

日本大通りのオープンカフェは、歴史的建造物が建ち並ぶロケーションの中、道路上にパラソルとテーブルを並

べて実施している点が特徴的である。 

平成 14 年の FIFA ワールドカップの開催を記念して実施したオープンカフェのイベントが好評であったため、風

格ある街並みにふさわしい賑わいづくりを目的として、社会実験を経て本格実施している。当時問題となっていた路

上弁当販売の対策も兼ねていたことから、警察との協力体制の下に進められた。 

オープンカフェの設置は、沿道店舗の存在が前提となっており、日常的なオープンカフェの施設管理（パラソル

の設置、開閉など）については、沿道店舗が自ら行っている。また、日本大通り活性化委員会では、オープンカフェ

のほかに、自主イベントを企画・運営している。外部からの持込みイベント等も多数実施されるため、イベントとの調

整を図りながら、継続的にオープンカフェを実施している。 

代表的なものとしては、平成

20 年から夏と冬の年２回開催さ

れている、横浜でも有数のイチョ

ウ並木を活かしたイルミネーショ

ンや、ウェイターの地位向上を

目的としたウェイターズレースが

挙げられる。 

 

 

 

 

  

オープンカフェ

出典：横浜市

道路におけるイベント

出典：横浜 NIHONodori 日本大通りスペシャルサイトをもとに平面図（横浜市受領資料）に加筆

（2018.2 時点）

日本大通りのオープンカフェ位置図
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出店料等の徴収により、自主事業の予算を確保 

 自主財源の確保 

日本大通りでは、出店事業者が事業による収益を得ることができる仕組みとなっている。出店事業者は日本大通

り活性化委員会に対し、横浜市道路占用料条例に定められた占用料を出店料として支払うとともに、電気使用料、

保険料、申請書類作成・手続き手数料等を支払っている。委員会は横浜市に対し、道路占用に必要な支払いや諸

手続き等を、出店事業者に代わり行っている。 

また、委員会の会員は会費を委員会に支払っており、委員会ではこれらの会費をイルミネーション事業やその他

の各イベントの一部として活用している。 

 

 

本事例の課題・展望等 
 

 出店店舗の限定 

現在、道路上にオープンカフェを出店しているのは横浜公園～本町通りまでの間の３店舗（民地内出店も含むと４

店舗）のみである。日本大通りの沿道は官公庁関係施設が多く、民間商業施設がほとんどないため、オープンカフ

ェの出店場所が限られていることが課題である。しかしながら、今後は神奈川県分庁舎や神奈川県供給公社にカフ

ェが入ることが検討されており、官公庁関係施設前でもオープンカフェによる賑わい創出が展開されることが期待さ

れる。 

 

日本大通りの道路占用の仕組み

出典：日本大通りオープンカフェ出店応募要項を参考に作成

※料金は H30 年 2 月現在のもの 



7.京都府京都市 四条通 

231 

四条通 

京都府 

京都市 

 事業の分類                      

道 路 空 間 の性 格 ：商店街(一般)：大都市広域型 

事 業 背 景 ・目 的 ：歩行環境の改善 

まちの活性化 

手 段 ：空間再配分 

延 長 ：1.12 ㎞ 

幅 員 ：22.0ｍ  

沿 道 特 性 ：商業・業務系 

事 業 推 進 方 法 ：官民連携型 

事 業 期 間 ：2006～2015 年 

事 業 者 ：京都市 

地域への波及効果 ：来訪者の増加 

シ ナ リ オ 分 類 ： 

■ まちなかにおける歩行空間の復権 

■ 路面公共交通、自転車環境の充実 

□ 地域資源を生かした新たな顔となる道路空間づくり 

□ 水辺、公園整備等関連事業との連携 

□ 既存道路ストックの利活用 

 

7 
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四条通 

京都府 

京都市 

本事業から学べるポイント                                         

危機意識の共有を契機としたまちづくりと 

一体となった面的な交通環境の整備 
 

事業の概要                                                                  

四条通は、平安京時代の四条大路にあたる目抜き通りであり、市内中心部を東西につなぐ主要な幹線道路である。

特に、本事業の対象となる川端通から烏丸通間は、京都最大の繁華街を形成するとともに、毎年夏になると祇園祭の

山鉾が巡行するなど文化的にも存在感があり、市民、観光客を問わず多数の人々が訪れる。また、鉄道と路線バスの

乗り換えなど、交通結節点としても重要な区間である。 

本事業は、四条通を含めたまちなか全体の賑わいを創り出すことを目的とした「歩いて楽しいまちなか戦略」のリーデ

ィングプロジェクトであり、四条通の空間再配分（車線削減、歩道拡幅）、バス待ち環境の改善等を通じて、歩行者の快

適性と公共交通の利便性を高めるものである。また、四条通と交差する細街路を含めて「歩いて楽しいまちなかゾー

ン」を設定し、都心エリア全体でまちづくりと一体となった面的な交通環境の整備に取り組んでいる。 

 

事業の経緯                                             

 

 

 

  

対象路線図             

四条通は、沿道に市内有数の繁華街

を抱え、多数の人が訪れるにも関わら

ず、歩道が狭く、特にバス停付近でバス

待ち客と歩行者が交錯していた。また、

車道では外側車線の路上駐停車が常態

化しており、バスが正着できないという問

題も生じていた。このため、観光客に対す

るアンケートでも、道路・交通問題が最も

印象の悪い項目として挙げられていた。 

これに対し、2005 年に地元商店街が

「心地よく歩ける四条通」の要望書を市に

提出し、四条通拡幅事業を核とした「歩

いて楽しいまちなか戦略」が始動した。 

年 事業経緯等 

1999 年 

 

「京都市基本構想｣にて、歩くことが楽しくなるようなま

ちづくりに取り組むことを位置付け 

2001 年 「京都市基本構想｣にて、歩いて楽しいまちをつくる政

策を推進 

2005 年 四条繁栄会商店街振興組合が、「心地よく歩ける四条

通」の実現に向けた要望書を京都市に提出 

2006 年 「歩いて楽しいまちなか戦略」推進協議会を立ち上

げ、四条通の歩道拡幅と公共交通優先化について検

討 

2007 年 四条通･周辺細街路にて、四条通の歩道拡幅・トラン

ジットモール化、細街路の一部通行止め等の大規模

な交通規制を伴う社会実験を実施 

2010 年 「歩くまち・京都」憲章の制定 

「歩くまち・京都｣総合交通戦略の策定 

2011 年 四条通・周辺細街路にて、バス停集約、タクシー乗り

場の使用制限、シェアド・スペース、路外共同荷捌き

場の設置の社会実験を実施 

2012 年 「四条通歩道拡幅事業」都市計画決定 

周辺細街路にて、歩くまちゾーン社会実験を実施 

2013 年 周辺細街路にて、「歩いて楽しいまちなかゾーン」の供

用開始 

路外共同荷捌き場の設置、共同配送社会実験を実施 

2014 年 周辺細街路にて、時間貸駐車場利用促進社会実験を

実施 

「四条通歩道拡幅事業」工事着工 

2015 年 「四条通歩道拡幅事業」供用開始 
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整備前                                               

  

 

 

整備後                                               

  

 

 

 

 

 

  

出典：京都市

平面図（一部区間）

平面図（全体区間）

断面図

断面図
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本事例の【事業の構想・計画】から学べるポイント  
 

課題の共有を契機にまちづくりと一体となった交通計画を策定 

 地域の将来に対する課題の共有 

四条通は、市内有数の繁華街を抱え多数の人が訪れるにも関わらず、

歩道が狭く、特にバス停付近でバス待ち客と歩行者が交錯していた。ま

た、車道では外側車線の路上駐停車が常態化しており、バスが正着で

きない状況が生じていた。このため、観光客に対するアンケートにおいて

も、道路・交通問題が最も印象の悪い項目として挙げられていた。 

これに対して、地元の商店街は「このような状態の四条通には魅力が

なく、来街者が避けるようになり、開発の進む他のエリア等に人々は流れ

てしまうのではないか」という危機感を持ち、2005 年に歩行空間の改善に

関する要望書を京都市に提出した。一方、京都市においても、京都市基本構想（１９９９年）や京都市基本計画（2001

年）において、自動車交通に過度に依存しない公共交通優先型の交通体系を総合的に構築し、「歩いて楽しいまち」

をつくる政策を推進していた。 

本事業は事業化に約 10 年を要しているが、その間、こうした危機意識を官民で共有できていたことが、人口１５０万

人の大都市都市部の目抜き通りにおいて車線数を減らして歩道を拡幅するという前例のない事業を成し遂げること

ができた大きな要因と考えられる。 

 

 四条通だけに着目するのではなく地域全体に対する将来像・基本方針を設定 

四条通は京都市都心部の目抜き通りであり、四条通・河原町通・

御池通・烏丸通に囲まれた地区は、市内有数の繁華街と京町家等

の伝統的な町並みが共存する「歴史的都心地区」と呼ばれている。

四条通の道路空間再編は、この歴史的都心地区全体に影響を与

えることから、本事業はこの地区全体を対象とした「歩いて楽しいま

ちなか戦略」の一環として検討された。 

さらに、京都市は、2010 年に「歩くまち・京都」憲章の制定、「歩くま

ち・京都」総合交通戦略の策定等、先駆的な都市交通体系・まちづ

くりのあり方を提示し、「歩いて楽しいまちなか戦略」や「四条通歩道

拡幅事業」を市の施策として明確に位置付けていった。京都市のブ

レない方針とリーダーシップも、難しい事業を推進できた大きな原動

力と考えられる。 

表 「歩いて楽しいまちなか戦略」の基本方針 

理念 “50年後、100年後も魅力あふれる歴史的都心地区”

とするため、「歩いて楽しいまちづくり」を目指し

ます。 

交通まちづくりの姿 交通対策においては、「まちなかを通過する自動車

の抑制」、「快適な歩行環境の確保」及び「公共交通

の魅力向上」を目指します。 

推進方針 パートナーシップを基本に、社会実験等を通じてそ

の効果を検証しつつ、段階的に「歩いて楽しいまち」

の実現を目指します。 

  

出典：人と公共交通優先の

歩いて楽しいまちづくり「四条通歩道拡幅事業」

整備前の歩道の様子

交通まちづくりの基本方針

「歩くまち・京都」憲章（左）

「歩くまち・京都」総合交通戦略（右）
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関係者が議論する場を設置し、ビジョンの共有を図るとともに、人と

公共交通優先のまちづくりの取り組みを推進 

 歩いて楽しいまちなか戦略推進協議会 

地元商店街から提出された「心地よく歩ける四条通」の要望書も踏まえ、翌２００６年に地元の自治連合会や商店街

関係者、鉄道・バス・タクシー・物流等の交通事業者、学識者、行政から構成される「歩いて楽しいまちなか戦略推

進協議会」を設立した（2010 年以降「歩いて楽しいまちなか戦略」推進会議に名称変更）。また、下部組織として幹

事会や分科会（WG）等を設置し、協議会に諮るべき課題を事前に十分に議論できるようにした。 

この協議会は、プロジェクトに必ずしも賛成でない立場の者（例えば、タクシー事業者等）も含め、関係する全ての

ステークホルダーを集めていたことから、様々な立場の者の合意形成を図りながら事業を進める仕組みとして機能し

た。また、中立的な立場の学識経験者や専門家として、同一の人物・会社が継続的に担当したことも、事業の一貫

性を確保するのに大いに役立った。 

 

 

  

歩いて楽しいまちなか戦略推進協議会 
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社会実験を通じて、事業内容の改善・深度化を図り、関係者間の合

意を段階的に形成 

 「歩いて楽しいまちなか戦略」社会実験 

本事業は、大都市都心部の交通体系を抜本的に変えることから、各種の社会実験を通じて、事業内容の改善・深

化と関係者の合意形成に努めた。特に、2007 年の「歩いて楽しいまちなか戦略」社会実験は、規模や内容の面でイ

ンパクトが大きく、新聞やテレビ等のメディアに大きく取り上げられた。 

この社会実験では、四条通の車線数を片側２車線から１車線に減らすことで、歩行者空間の拡大を図った。また、

残された車線は、バスとタクシーのみが通行できるトランジットモールとして運用し、マイカーや物流車両の通行を制

限した。さらに、四条通のトランジットモール化と一体的に、細街路における通行規制や共同荷捌き場の設置等を試

行し、都心地区全体として道路空間の再編に取り組んだ。 

実験的に拡幅された四条通の歩行空間では、並んで楽しそうに歩く人々が増えるなど、社会実験を通じて歩道拡

幅の効果が確認された。一方、迂回交通による交通渋滞の発生や、荷捌き車両が不便を強いられるなど、解決す

べき課題も明らかになった。 

この結果を受け、四条通の車線削減・

歩道拡幅は前向きに進める一方、トラン

ジットモール化や通行規制は時期尚早

と判断し、段階的に合意形成に取り組む

こととなった。このため、２０１０年以降は、

四条通の車線削減・歩道拡幅を前提と

したバス停集約の試行を続けるとともに、

周辺細街路においてシェアド・スペース

など強力な規制を伴わない交通静穏化

の社会実験等を継続的に展開した。 

 

 

 社会実験の段階からまちづくりを意識させるデザインの工夫 

本事業は、交通問題の解決ではなく、まちなかの賑わいづくりを目的としている。したがって、社会実験の段階から、

まちづくりを意識させる工夫を行った。 

例えば、車線削減・歩道拡幅を試

行するための仮設防護柵は、工事用

の赤いコーンを用いるのではなく、景

観に配慮した意匠のものをデザイン

会社が制作した。また、快適な歩行・

滞留空間を演出するため、デザイン

系の大学研究室と連携し、ボードデッ

キ型歩行空間を試験的に設置した。 

 

  

ボードデッキ型歩行空間デザインに配慮した仮設防護柵

出典：人と公共交通優先の歩いて楽しいまちづくり「四条通歩道拡幅事業」

「歩いて楽しいまちなか戦略」社会実験（2007 年）の主なメニュー
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本事例の【空間デザインの検討】から学べるポイント 
 

面的・総合的な交通まちづくりの一環で、賑わいと安全性のバランス

を考慮した歩行空間を形成 

 車線数を半減、歩道幅員を片側 3.5m から 6.5m にするとともに、テラス型バス停と沿道アクセススペースを導入 

四条通歩道拡幅事業は、片側 2 車線の車道を

1 車線に削減し、片側 3.5ｍだった歩道幅員を最

大 6.5m まで拡幅するものである。大都市都心部

の目抜き通りにおける車線数の大幅な削減であ

ることから、自動車交通に対する影響を懸念する

声も多かった。これについて、歩道側の車線は駐

停車車両が多く、走行機能を十分に果たしてい

ないため、削減可能であることを、交通管理者と

協議しながら理論的に示した。 

また、16 ヶ所存在したバス停を 4 ヶ所に集約す

るとともに、歩道から張り出す「テラス型バス停」を導入した。通常、バス停は歩道側に切り欠くのが一般的であるが、

車道側に張り出すことでバス待ちのための空間を広く確保し、歩行者の交錯解消を図った。 

一方、物流車両や沿道施設への来訪車両に対しては、関係者との協議を通じて一定の沿道アクセスが不可欠と

判断し、一時的に停車できる「沿道アクセススペース」を 15 ヶ所（32 台分）設置した。また、タクシー乗り場は大型商

業施設近傍に集約するとともに、タクシー駐停車のマナー向上に向けたモビリティ・マネジメントに取り組むなど、運

用面でも官民一体となって継続的な取り組みを続けている。 

 

  

テラス型バス停

沿道アクセススペース

整備後イメージ

四条通歩道拡幅事業 
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 歩いて楽しいまちなかゾーン 

四条通の歩道側車線は駐停車車両が多く、削減しても

交通機能上の影響は少ないという見解を得たものの、バ

スの定時性確保を考えると、四条通沿道に用のない通過

交通はできるだけ排除することが望ましかった。このため、

交差する細街路における自動車交通の削減についても一

体的に考える必要があった。 

四条通歩道拡幅事業は、四条通を含む歴史的都心地

区において、安全で快適な歩行者空間を確保し回遊性を

高めるとともに、公共交通の魅力向上を通じて都心へのア

クセス性を高め、まちなか全体の賑わいを創出することを

目的としている。歴史的都心地区の細街路を通行する自動車の 5～6 割は通過交通であることから、計画当初から

「まちなか通過交通の抑制」を重要な課題として挙げていた。 

このため、2007 年の大規模社会実験では、四条通の歩道拡幅・トランジットモール化と一体的に一部の細街路の

車両通行禁止を試行したが、局所的に自動車が集中する等の問題が発生したため、当面は規制を伴う手法は用い

ずに、通過交通の抑制に取り組むこととなった。続いて、海外で導入事例のある「シェアド・スペース」について一部

区間で試行したが、細街路の自動車交通量を減らさないと歩行者安全性の面で問題があると判断された。このよう

な検討を経て、自動車の走行速度の抑制と、歩行者・自転車・自動車の通行位置の整序化を図ることを目的に、 

・ 路側帯の拡幅（車両通後部の幅員を４ｍから３ｍに狭め，路側帯を引き直す） 

・ 自転車用カラーライン（ベンガラ色）の設置 

・ 幹線道路と細街路の接続部における看板（ロゴマーク）設置とカラー舗装（灰色）の導入 

による「歩いて楽しいまちなかゾーン」の整備が検討された。 

この事業は、2012 年に一部区間で実証実験として取り組まれ、２０１3 年から 2 年間で歴史的都心地区全体の細街

路に導入し、その後は歴史的都心地区の隣接エリアにも展開している。さらに、京都府警により歴史的都心地区内

の三条通において速度規制が 30km/h から

20km/hに変更され、交差点部に速度抑制の

ための凹凸のある舗装やカラー舗装が導入

された。これにより、エリア全体が 20km/h の

速度規制になった。 

このように、歴史的都心地区全体で、道路

管理者・交通管理者が協力しながら、安全で

楽しく歩ける歩行環境の整備が進められてい

る。 

 

  

地区出入口の看板とカラー舗装路側帯拡幅とカラーライン

歩いて楽しいまちなかゾーン
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本事例の【事業効果の計測】から学べるポイント 
 

まちづくりと交通の観点から、効果・影響を定量的・定性的に検証 

 事業目的を踏まえた多様な項目での評価 

本事業では、整備後の四条通の状況を把握するため、歩行者通行量や来街者ヒアリングなどの調査を実施して

いる。 

商店街が設置する歩行者カウンターの数値によると、四条通の歩行者通行量は、整備後２年が経過した平成２９

年１０月末現在、約１割増加しており、その後も増加傾向が継続している。また、歩きやすさの指標として歩行形態に

着目した調査（平成２８年３月）では、横並びで歩くグループが増加し、９割以上となっている。 

さらに、来街者へのヒアリング調査（平成２８年１１月）では、四条通の来街者の約９割が「歩きやすい」、８割以上が

「歩いて楽しめる」と回答するなど、歩道が広がり歩きやすくなったとの評価を得ている。 

また、バス停利用者へのヒアリング調査によると、「快適に待てるようになった」、「乗降がしやすくなった」など、約７

割の回答者から改善状況が評価されている。 

なお、整備前（平成１８年）と整備後（平成２７年）における平日１２時間の自動車交通量を比較すると、四条通で約４

割減、周辺幹線道路で約１割～２割減となっていることから、四条通の交通量が大きく減少したことで、周辺道路が

新たに混雑するなどの大きな影響は生じていないことが確認された。一方、公共交通（バス・タクシー）が自動車交

通量全体に占める割合が約５割となるとともに，周辺各駅における鉄道利用者の増加傾向が継続しており、「人と公

共交通中心のまちづくり」が着実に進んでいると言える。 

 

  

四条通の歩行者数の推移

出典：京都市

四条通と周辺幹線道路の自動車交通量の変化

出典：京都市

※地元商店街からの提供データを基に京都市が算出 

四条通における歩行形態

（横並び／縦並び）の変化

出典：京都市
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本事例の課題・展望点 
 

 沿道アクセススペースと歩行空間の適切なマネジメント 

本事業では、物流車両や沿道利用の車両のために沿道アクセススペースを設けているが、設置箇所の歩道幅員

が狭くなるため、休日の歩行者通行量が多い時には「歩道が広くなったり狭くなったりするので歩きづらい」という意見

もある。歩道に近い色で舗装する視覚的な工夫を凝らしていることも活かし、休日の昼間は歩行空間として運用する

といったタイムシェアリング等についても検討の余地があると考えられる。 

 まちなかにおける通過交通のさらなる抑制 

四条通の歩道拡幅により、歩行環境は格段に改善されたものの、四条通を通過する自動車交通が、依然として一

定量存在する。このため、歩行者中心の街路とする（例えば横断防止柵をなくす）ことは、安全性の面から困難であ

る。また、周辺街路も含めて一体的に、歩いて楽しいまちなかゾーンの整備や物流対策を推進することで、歴史的

都心地区を通行する自動車交通量は減少しつつあるが、歩行者空間の安全性とまちなかの魅力向上を両立させる

ためには、まちなかに関係のない通過交通のさらなる抑制を図ることが重要である。 

 まちづくりとの連携とエリアマネジメント 

現在、「四条通歩道拡幅事業」や「歩いて楽しいまちなかゾーン」により、まちづくりの舞台としての道路空間が整え

られた段階である。今後さらにこの舞台をブラッシュアップしていくとともに、まちづくりと連携してどのように活用してい

くかが、重要な課題である。例えば、高質な道路空間としての舗装等の工夫や沿道景観の改善、町家を再生した店

舗の進出や歴史的建築物のコンバージョン、都心オープンスペースの整備などが課題として考えられる。 

その際、地域の価値を高めるエリアマネジメントの取り組みが重要となる。既に、「四条通エリアマネジメント会議」

が立ち上がっているが、住んでいる人、働いている人、まちに来る人、全てにとって心地よく魅力的な都市空間を創

造していくことが重要である。 
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グランフロント大阪

地区中央東西通り他 

大阪府 

大阪市 

 事業の分類                         

道 路 空 間 の性 格 ：目抜き通り：大都市都心部 

事 業 背 景 ・目 的 ：シンボル空間の創出 

まちの活性化 

手 段 ：多目的利用  

延 長 ：地区中央・東西通り約 100m 

地区西側・南北通り約 600m 

                  地区東側・南北通り約 500m 

                  地区北側・東西通り約 100m 

幅 員 ：17～40ｍ 

沿 道 特 性 ：商業・業務系 

事 業 推 進 方 法 ：官民連携型 

事 業 期 間 ：2005～2013 年 

事 業 者 ：大阪市、UR 都市機構、 

（一社）グランフロント大阪

TMO 

地域への波及効果 ：エリアブランドの創出を通じた

多数の来訪者の誘引 

シ ナ リ オ 分 類 ： 

■ まちなかにおける歩行空間の復権 

□ 路面公共交通、自転車環境の充実 

□ 地域資源を生かした新たな顔となる道路空間づくり 

□ 水辺、公園整備等関連事業との連携 

■ 既存道路ストックの民間活用 

 

8 
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グランフロント大阪 

地区中央東西通り他 

大阪府 

大阪市 

本事業から学べるポイント                                        

まちの賑わい創出に資する道路空間の 

有効活用とともに、大阪版 BID 制度を 

活用し、エリアマネジメントの財源を確保 
事業の概要                                                                  

西日本最大の交通ターミナルである JR 大阪駅の北側に広がる「うめきた」エリアは、関西の都市再生をリードする新

たな拠点となることが期待されている。先行開発区域においては、計画段階からの公民連携による議論を踏まえ、人や

情報等の集積による賑わい空間、及び国内外からの来訪者にとって魅力的な空間を目指し、複合施設「グランフロント

大阪」が整備された。幅広の歩道や壁面後退により確保されたオープンスペースに、いちょう並木、けやき並木、親水

空間を整備するとともに、通りに面して商業施設等を配置することで魅力ある空間づくりを図った。 

また、道路占用の特例制度を活用することにより、歩道上でのオープンカフェの実施や車道でのイベントの開催が可

能となっている。開発事業者によって組織された「グランフロント大阪 TMO」が、大阪版 BID 制度を活用し、当区域に

おける賑わい創出や維持管理等のエリアマネジメントを行うことによって、良好な都市環境の形成に努めている。 

事業の経緯                                             

 

 

 

  

対象路線図             

国鉄改革に伴い廃止となった梅田貨

物駅用地(約 24ha）について、国際コン

セプトコンペの結果も踏まえ、2003 年に

「大阪駅北地区全体構想」、2004 年には

まちづくりの基本方針となる「大阪駅北地

区まちづくり基本計画」が策定された。 

地区東側の先行開発区域（約 7.0ha）

では、2005 年から土地区画整理事業に

着手し、2008 年に都市再生特別地区等

の都市計画決定を行った後、2013 年に

「グランフロント大阪」としてまちびらきに

至った。 

年 事業経緯等 

1987年 国鉄改革に伴い梅田貨物駅用地(約 24ha）を国鉄清算事業団へ継承 

2002年 都市再生緊急整備地域に指定 

大阪駅北地区国際コンセプトコンペの実施（2003 年に結果を公表） 

2003年 大阪駅北地区全体構想を公表（大阪市） 

2004年 大阪駅北地区まちづくり推進協議会の設置（関西の学界や経済界、

国や地方の行政機関などで構成） 

大阪駅北地区まちづくり基本計画を公表（大阪市） 

土地区画整理事業、道路、駅前広場の都市計画決定（先行開発区域

約７ha） 

2005年 土地区画整理事業計画認可（UR 都市機構の施行） 

2006年 地区計画、用途地域等の都市計画決定（先行開発区域） 

先行開発区域Ａ・Ｂ・Ｃブロックの開発事業者を募集開始 

各ブロックの開発事業予定者（全 12 社）の決定 

2008年 都市再生特別地区、地区計画変更の都市計画決定（先行開発区域） 

2010年 先行開発区域建物着工 

2011年 道路占用許可の特例制度の創設 

2012年 一般社団法人グランフロント大阪 TMO（以下、TMO）の設立 

2013年 グランフロント大阪（先行開発区域）のまちびらき 

道路占用許可の特例制度の活用を開始 

2014年 地方自治法に基づく「大阪市エリアマネジメント活動促進条例」及び

「大阪市うめきた先行開発地区エリアマネジメント活動事業分担金条

例」の制定、施行（大阪版 BID 制度の創設） 

TMO を都市再生特別措置法に基づく都市再生推進法人に指定 
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グランフロント大阪（先行開発区域）全体計画図                            

  

 

 

整備後（地区中央の東西通り：賑わい軸）                               

  
 

 

地区中央の東西通り（賑わい軸）に設置されたオープンカフェ                      

  

 

  

断面図

地上部

出典：大阪市

出典：大阪市

先行開発区域全体計画図

出典：UR 都市機構 HP「うめきたプロジェクト 先行開発区域」
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本事例の【事業の構想・計画】から学べるポイント 
 

構想・計画段階から関西あげての公民連携の流れを構築 
 大阪駅北地区国際コンセプトコンペを実施 

2002 年９月に都市基盤整備公団（現 UR 都市機構）、日本鉄道建設公団（現 JRTT 鉄道・運輸機構）、関西

経済連合会、大阪商工会議所、大阪府、大阪市からなる「大阪駅北地区国際コンセプトコンペ実行委員会」が

立ち上がり、国際コンペを実施した。対象エリアを関西のさらなる発展や国際競争力向上に寄与する拠点とする

ためのアイデアを募集したところ、国内外から９６６作品の提案を受けた。審査の結果、優秀賞 3 点、佳作 5 点を

決定し、入賞作品の展示やシンポジウムを開催した。 

 

 コンセプトコンペでの提案を踏まえて、大阪北地区全体構想を策定 

大阪市は、国際コンセプトコンペでの提案を踏まえ、2003 年に大阪駅北地区におけるまちづくりの基本的な方

向性を「大阪駅北地区全体構想」としてとりまとめた。当構想は、まちの魅力により人の集まる国際的な都市核とし

て、国内外から人材や投資を呼び込むことのできるエリアを創出することを目標としている。 

歩行者主体のまちづくりを意識して、歩車分離、及びまち歩きが楽しめる空間や緑の充実したゆとりある空間の

整備等を構想に盛り込んだ。また、公民連携を通じ、道路空間と建築物・民間開発が一体となった空間整備を推

進するという新たなまちづくりの方針も打ち出した。 

 

 大阪駅北地区まちづくり推進協議会を設立 

大阪北地区全体構想の具体化や事業化について検討を行うために、大阪市長を会長、関西経済連合会会長

を座長に据え、学界（大阪大学、大阪市立大学）、経済界（関西経済連合会、関西経済同友会）、国の機関（近

畿地方整備局、近畿運輸局等）、大阪府、大阪市、UR 都市機構、JRTT 鉄道運輸機構などの関西の産官学が

参画し、議論を行っている。 

 

 大阪駅北地区まちづくり基本計画を策定 

2004 年、国際コンセプトコンペの結果、及び「大阪

駅北地区まちづくり推進協議会」での議論を踏まえ、

公民共通のまちづくり方針となる「大阪駅北地区まち

づくり基本計画」を策定した。 

地区毎の開発コンセプトに基づきながら、一体的な

開発を目指した。先行開発区域は、大阪の玄関口に

ふさわしい風格を備えた、新産業やビジネスを創出す

る知の創造拠点として位置付けられた。 

また、JR 大阪駅からの賑わいを確保し、「知識、人、

情報」の交流をより活性化させるため、地区を南北に

貫くシンボル軸の豊かな環境を活かしたまちなみ形

成を目指している。 

  土地利用ゾーニング

出典：大阪市
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本事例の【事業構造の構築】から学べるポイント 
 

特例制度に基づく道路空間の利活用を展開 
 都市再生特別措置法と国家戦略特区 

当初、道路管理者や交通管理者との協議では、「無余地性の基準」

を緩和できないとの見解により、民間主体によるオープンカフェの実施

が難しい状況だった。 

しかし、都市再生特別措置法の改正に基づく「にぎわい・交流創出の

ための道路占用許可の特例制度」を活用することで、「無余地性の基準」を緩和できるようになったことから、民間主

体による歩道上でのオープンカフェや広告板の設置など、道路空間を活用した賑わい創出が可能となった。 

また、国家戦略特区を活用した事業展開が可能となったことで、道路法の規定により通常民間主体では実施でき

ない車道上でのイベントの開催が可能となり、地域の賑わい創出を促すとともに、公共空間を活用したまちづくりを

展開することが可能となった。 

 

 

 

  

道路占用許可特例区域

出典：大阪市
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本事例の【空間デザインの検討】から学べるポイント 
 

景観整備による質の高い空間を創出 

 にぎわい空間の整備 

南館と北館の間を東西に横断する「けやき並木」では、幅１１ｍの広い歩道に２列のけやき並木を整備し、沿道店

舗によるオープンカフェの実施や歩道空間の照明柱を活用したバナーフラッグの掲出等により、賑わいと上質な街

並み景観の創出を図っている。 

また、敷地西側には、敷地内のセットバック空間と回廊空間を合わせた幅９ｍの「せせらぎのみち」と、幅１１ｍの歩

道空間が一体となった、計２０ｍ幅員の歩行者沿道空間を整備した。敷地内に水都大阪を象徴する水景施設を整

備するとともに、歩道空間と敷地内に合わせて３列の「いちょう並木」を全長約５００ｍにわたり整備することで、ゆとりと

風格あるシンボリックな景観を形成している。 

 
 

 

 

本事例の【事業の実施】から学べるポイント 
 

関係機関との継続的な協議により道路占用に係る調整を円滑化 

 関係機関との継続的な協議 

グランフロント大阪では、民間事業者のグランフロント大阪 TMO ではなく、都市再生整備計画の策定主体である

大阪市のまちづくり部局が、道路管理者や交通管理者と協議・調整することで、道路占用に係る手続きを円滑に進

めることができた。さらに、都市再生整備計画に係る公安委員会の同意については、府警本部が公安委員会や所

轄署との調整を担当し、協議を行った。 

このように円滑な調整が実現した背景として、大阪市が道路占用許可特例の制定以前より、都市再生特別措置

法の活用に向けて道路管理者や交通管理者との調整・協議を継続してきたことが挙げられる。 

  

出典：グランフロント大阪報道用資料

けやき並木 せせらぎのみち いちょう並木
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本事例の【マネジメントの展開】から学べるポイント 
 

大阪版 BID 制度によりエリアマネジメント活動の財源を確保 

 グランフロント大阪 TMO 

開発事業者がエリアマネジメント組織「グランフロント大阪 TMO」を設立し、良好な都市環境の形成に取り組むと

ともに、都市空間を活用した賑わい創出の活動を展開し、活動で得た収益を維持管理（清掃、点検・補修、巡回等）

の一部に還元している。 

 

 大阪版 BID 制度 

BID（Bussiness Improvement District）は、あるエリアのまちづくりに充てるための資金を、対象エリアの不動

産所有者などから税金として徴収し、エリアマネジメント団体の活動資金として再配分する仕組みである。活動資金

を受けたエリアマネジメント団体は、エリア内の道路や公園、広場等の公共空間の一体的な管理・運営をはじめ、

地域の価値を高めるための各種活動を展開することになる。 

大阪市では、欧米のＢＩＤに倣い、特定エリア内の不動産所有者から市が分担金を徴収し、これをエリアマネジメ

ント団体へ補助金として交付し、まちづくり活動や維持管理費（清掃、点検・補修、巡回等）に充てる制度を運用して

いる。 

これまでのまちづくりでは、エリア内に複数の異なる管理主体が存在する場合、エリア全体の質を一体的に向上さ

せることが難しかったが、大阪版BID制度の導入により、管理運営の活動資金を安定的に確保できるとともに、一つ

の組織がエリア内を一体的に管理できるようになり、エリア全体として質の高い空間づくりに向けたまちづくりを展開す

ることが可能となった。 

 

  
出典：大阪市資料を参考に一部加筆

大阪版 BID 制度の仕組み
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まちづくり組織によるまちづくり活動やプロモーション活動の推進 

 まちづくり活動 

グランフロント大阪では、ＴＭＯによる公共空間の一体的な管理・運営や、公共空間におけるイベント・オープンカ

フェ・広告掲出などの取り組みにより、良好な都市景観の形成、及びまちの賑わい創出を目指している。 

また、交通環境の改善及び来街者の回遊性向上を目指し、エリア巡回バスとレンタサイクルによる交通サービス

を提供するとともに、エリア巡回バス運行ルートに近接する既存駐車場との連携を通じ、自動車交通の流入抑制を

図っている。 

さらに、西日本旅客鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社、阪神電気鉄道株式会社と共同で「梅田地区エリアマネ

ジメント実践連絡会」を設立し、まちづくり団体や行政との連携を図り、イベント開催や情報発信などを行っている。 

 プロモーション活動 

まち全体の価値を向上し、集客を促進するため、ＴＭＯ主催イベントや共催イベントの実施、及び他主体が開催

するイベントの誘致を展開し、交流人口の増加を図っている。また、継続的なマネジメント活動を実施するため、広

告事業等による自主財源の確保に努めている。 

 

 

 

 

本事例の課題・展望等 
 

 エリアマネジメントに係る法制度の拡充 
大阪版 BID 制度は、地方自治法に規定されている「分担金」制度を活用して、都市再生特別措置法に基づく

「都市再生推進法人」の枠組みの中で、公民の緊密な連携によるエリアマネジメントを可能にした制度である。 

持続的なまちづくりを進める上で、エリアマネジメントの必要性・重要度が増大しつつある中、今後、エリアマネジ

メント団体の要件緩和や税制優遇、財政的インセンティブの付与、手続きの簡素化など、法制度の拡充に向けた

議論が求められている。 

出典：大阪ビルディング協会 平成 25 年 7 月度技術セミナー

「グランフロント大阪のエリアマネジメント」の講演資料

グランフロント大阪の事業
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御堂筋  

大阪府 

大阪市 

 事業の分類                     

道 路 空 間 の性 格 ：目抜き通り：大都市都心部 

事 業 背 景 ・目 的 ：歩行環境の改善 

手 段 ：空間再配分 

延 長 ：4.2 ㎞ 

幅 員 ：44.0ｍ 

沿 道 特 性 ：商業・業務系 

事 業 推 進 方 法 ：官民連携型 

事 業 期 間 ：2015 年～ 

事 業 者 ：大阪市 

地域への波及効果 ：賑わいの創出 

シ ナ リ オ 分 類 ： 

■ まちなかにおける歩行空間の復権 

■ 路面公共交通、自転車環境の充実 

■ 地域資源を生かした新たな顔となる道路空間づくり 

□ 水辺、公園整備等関連事業との連携 

□ 既存道路ストックの民間活用 

 

 9 
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御堂筋 

大阪府 

大阪市 

本事業から学べるポイント                                         

将来像を見据え、社会実験を通じて事業

内容の改善・深化を図り、継続的な道路 

空間再編を展開 
 

事業の概要                                                                  

御堂筋は、大阪市の中心部を南北に縦断する幹線道路であり、1937 年の完成以来、80 年にわたり、いちょう並木（大

阪市の文化財として指定）が創り出す美観に象徴されるシンボルストリートとして広く市民に親しまれている。 

市中心部の交通状況が変化する中、自動車交通量が約 40 年前に比べ約 4～5 割減少する一方、自転車交通量は

約 40 年前の約 6～7 倍と大きく増加している。これにより、歩行者と自転車が歩道内で輻輳していたため、歩行者の安

全と自転車の円滑な通行を確保することが求められていた。そこで、側道を廃止し、これを歩行者及び自転車のための

空間として再編する計画が進んでいる。 

近年の交通状況の変化を踏まえ、都市の魅力向上に資する取り組みとして、道路空間の再編により、｢人にやさしく歩

きやすい空間｣、｢憩いや交流、活力形成に資する空間｣、｢大阪の顔としてふさわしい空間｣の形成を目指している。 

事業の経緯                                             

 

 

  

御堂筋は、｢グランドデザイン・大阪｣

や｢大阪都市魅力創造戦略」の中で、

象徴的なエリアの一つとして「御堂筋側

道の歩行者空間化」や「御堂筋沿道の

クオリティの高いにぎわい空間の形成」

などが位置付けられている。 

対象路線図            

年 事業経緯等 

2001年 行政や経済団体等で構成された「新しい時代の御堂筋協議会」が｢御

堂筋活性化アクションプラン」を策定 

2002年 都市再生緊急整備地域に指定 

2004年 国土交通省近畿地方整備局大阪国道事務所が事務局をつとめた「明

日の御堂筋委員会」が｢御堂筋再生プラン」を策定 

2009年 学識経験者・地元・経済界等で構成された｢御堂筋空間利用検討会」を

設置（国土交通省及び大阪市）（※2012 年に「御堂筋の空間利用に係

る中間提言」をとりまとめ） 

2012年 御堂筋の管理が国から大阪市へ移管 

｢グランドデザイン・大阪」策定（大阪府及び大阪市） 

｢大阪都市魅力創造戦略（計画期間：2012 年度から 2015 年度まで）」

策定（大阪府及び大阪市） 

2013年 大阪市都市計画審議会専門部会が｢御堂筋の活性化に関する検討調

査」報告書をとりまとめ 

御堂筋側道閉鎖の社会実験の実施（大阪市） 

2014年 社会実験の結果を公表（大阪市） 

「御堂筋の道路空間再編（案）」に関するパブリックコメントを実施（大阪

市） 

2015年 パブリックコメントの結果を公表（大阪市） 

2016年 

 

モデル整備区間工事開始（1 月）（大阪市） 

モデル整備区間供用開始（11 月）（大阪市） 

「大阪都市魅力創造戦略 2020（計画期間：2016 年度から 2020 年度ま

で）」策定（大阪府及び大阪市） 
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整備前                                               

  

 

 

 

整備後                                               

  
 

 

 

  

断面図（南側区間：中央大通～難波間）

断面図（南側区間：中央大通～難波間）

出典：大阪市 

平面図 

※上記断面図は将来イメージ（幅員構成は未決定）

東西の側道を閉鎖し自転車通行空間を整備する方針



9.大阪府大阪市 御堂筋 

252 

本事例の【事業の構想・計画】から学べるポイント  
 

公民の緊密な連携に基づく計画づくり 

 ベースとなる公民連携の流れ 

御堂筋は、市民に親しまれているシンボルストリートであるが故に、古くから行政や沿道の不動産オーナー等が個

別に、また時には連携しながら沿道のまちづくりを進めてきた。 

近年では、2002 年に御堂筋周辺地域が都市再生緊急整備地域に指定されたことを契機に、御堂筋の道路空

間利用のあり方が議論されるようになった。 

2009 年には、学識経験者や経済界（関西経済連合会、大阪商工会議所、関西経済同友会、大阪タクシー協会、

大阪府トラック協会等）、地元（町会、商店街振興組合等）、沿道まちづくり団体などで組織される「御堂筋空間利用

検討部会」が設置され、2012 年に「御堂筋の空間利用に係る中間提言」を取りまとめた。 

 

  出典：大阪市

道路空間再編の方針
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段階的整備を前提とした人優先の道路空間整備のビジョンを設定 

 整備方針の設定 

御堂筋空間利用検討会の中間提言を踏まえて、歩行者通行空間の安全

性・快適性向上やまちの魅力向上に資する新たな空間整備のビジョンを設定

した。歩行者の安全を第一優先に、憩いや交流、活力を形成し、大阪の顔に

ふさわしい道路空間へ再編することを目指した。 

南側の約 1.2 ㎞は、東西の側道を閉鎖し、車道を 6 車線から 4 車線に削減

することにより、自転車専用の通行空間を創出し、歩行者と自転車の分離を目

指している。 

また、北側の約 1.9 ㎞は、南側と比べ自動車交通量が多く、即座に側道を

閉鎖した場合に交通に与える影響が大きいことに加え、北側エリアの建築物

は建替えにあわせて壁面を４ｍ後退することとなっており、将来的に道路と沿

道を一体的な空間として整備することが可能である。そのため、当面は側道の

機能（6 車線）を維持したまま道路構造を見直すことで、歩行者と自転車の分

離を図った上で、交通量の推移を考慮しながら可能な時期に東西の側道を閉

鎖し、南側と同じく多機能な空間へ転換することを目指している。 

 

  

出典：大阪市

整備概要

御堂筋南側（新橋～難波西口間） 御堂筋北側（淀屋橋～新橋間） 

出典：大阪市

御堂筋北側整備イメージ（左）、御堂筋南側整備イメージ（右）
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社会実験により、合意形成を図るとともに事業の認知度を向上 

 社会実験の実施 

御堂筋・周辺エリアは、「グランドデザイン・大阪」において、御堂筋の空間再編などによって大阪都心の顔として

の魅力・集客力を活かすことが位置付けられており、社会実験の結果を検証した上で、側道を活用した空間再編に

取り組む方針を掲げていた。また、「グランドデザイン・大阪」や「大阪都市魅力創造戦略」の中で、象徴的なエリア

の一つとして「御堂筋側道の歩行者空間化」や「御堂筋沿道のクオリティの高いにぎわい空間の形成」等が位置付

けられていた。 

そこで、平成 25 年、大阪市では御堂筋の東西に約 5m ずつある側道において自動車等の通行を規制することに

より、安全で快適な歩行者空間を創出した場合の交通への影響等を確認するための社会実験を実施した。さらに、

平成 26 年には、東側の側道を閉鎖することで、歩道と沿道建物のセットバック空間が一体となった道路空間を活用

したにぎわい創りのニーズや課題等を確認した。 

H26 年度の社会実験後のアンケートでは、歩行者の約 4 割、自転車利用者の約 7 割から「安全（やや安全）にな

った」、及び「快適（やや快適）になった」との回答が得られた。結果として、賑わいづくりに対する賛意を得るとともに、

道路空間再編の認知度を向上させることができた。 

 

  

  
出典：大阪市 HP 御堂筋側道閉鎖社会実験の結果報告書出典：大阪市 

社会実験の結果社会実験のチラシ
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本事例の【空間デザインの検討】から学べるポイント 
 

側道の閉鎖により自転車通行空間を創出 

 道路空間の再編 

大阪市では、「御堂筋の道路空間再編に向けたモデル整備」を実施し、喫緊の課題である歩道内における歩行

者と自転車による輻輳の解消を図るとともに、モデル整備により道路空間再編の将来イメージを現地で可視化し、歩

行者・自転車通行の安全性や快適性、にぎわい形成等の検証につなげていくことを目指した。そこで、大阪市では、

約 200ｍの対象区間において側道を閉鎖し、これを自転車通行空間として整備するとともに、歩道の拡幅を行った。

このモデル区間の整備によって、千日前通以北の御堂筋での本格実施における問題点・課題の抽出と効果検証を

行うとともに、今後の事業展開に関する基礎データの収集に取り組んでいる。 

 

 

 

 

本事例の課題・展望等 
 

 整備効果の継続的な検証 

御堂筋での取り組みは、歩行者、自転車、自動車の各種交通が大量に輻輳する大都市の都心部における先進

的な取り組みであり、このような流れを定着させるためには、安全性も含めた様々な視点から整備効果の把握や検

証を、継続的に実施することが期待される。 

  

出典：御堂筋の道路空間再編に向けたモデル整備ﾘｰﾌﾚｯﾄ

モデル区間の整備計画
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側道の閉鎖により自転車通行帯の設置と歩行者空間の拡幅が実現したモデル区間

モデル区間の歩道における実験的な店舗の設置が通りに賑わいを呼ぶ
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旧居留地 

明石町筋 

兵庫県 

神戸市 

 事業の分類                      

道 路 空 間 の性 格 ：商店街(一般)：大都市広域型 

事 業 背 景 ・目 的 ：歩行環境の改善 

手 段 ：空間再配分 

延 長 ：0.35 ㎞ 

幅 員 ：17.0ｍ  

沿 道 特 性 ：商業・業務系 

事 業 推 進 方 法 ：官民連携型 

事 業 期 間 ：2008～2011 年 

事 業 者 ：神戸市 

地域への波及効果 ：来訪者の増加 

シ ナ リ オ 分 類 ： 

■ まちなかにおける歩行空間の復権 

□ 路面公共交通、自転車環境の充実 

□ 地域資源を生かした新たな顔となる道路空間づくり 

□ 水辺、公園整備等関連事業との連携 

□ 既存道路ストックの民間活用 

 

10 
  



10.兵庫県神戸市 旧居留地明石町筋 

258 

旧居留地 

明石町筋 

兵庫県 

神戸市 

本事業から学べるポイント                                         

都市の記憶を継承する沿道と一体となった 

みちづくりの実践 
 

 

 

 

事業の概要                                                                  

旧居留地地区は、西日本を代表する中枢管理業務機能の集積地域であるとともに、兵庫開港に伴って設けられた

居留地時代の歴史的環境を体現する重厚な街並みが広がる、神戸を代表する観光地である。しかしながら、歩道幅

員が狭く、歩行者の通行阻害が生じていること、駐車車両により景観が損なわれていることが課題となっていた。 

このため、地区のメインストリートである明石町筋とその周辺道路において、車線削減やパーキングメーターの廃止に

より歩道を拡幅し、歩行者通行の安全性や回遊性を向上させることで、地域のさらなる賑わい創出を図った。 

人に優しく歩いて楽しいみちづくり、歩行者の安全性・回遊性の向上を通じ、地域のさらなる賑わい創出を図るととも

に、旧居留地の雰囲気、景観に配慮した整備を行った。 

また、低炭素社会の実現に向けた「エコまちづくり」を進めるため、旧居留地をモデルとして、都心部におけるヒートア

イランド現象の緩和や快適な歩行者環境の創出に取り組んでいる。 

 

 

 

事業の経緯                                             

  
旧居留地の明石町筋は、沿道に百

貨店や神戸を代表する建築物が建ち

並び、都心ウォーターフロントに通じる

風格ある通りである。しかしながら、歩

道幅員が狭く歩行者が歩きにくい上、

パーキングメーターの駐車車両がまち

の景観を阻害していた。 

対象路線図            

年 事業経緯等 

1995 年 阪神淡路大震災 

旧居留地連絡協議会「神戸旧居留地復興計画」策定、

明石町筋などの歩行者優先道路整備が位置付け 

2009 年 着工 

2011 年 供用開始 
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整備前                                               

  

 

 

整備後                                               

   

 

 

 

 

 

  

出典：神戸市

平面図

断面図

断面図 出典：神戸市



10.兵庫県神戸市 旧居留地明石町筋 

260 

本事例の【事業の構想・計画】から学べるポイント  
 

地元協議会と協働で事業検討することで、特色あるまちづくりを実践 

 旧居留地連絡協議会 

神戸市（建設局、都市計画総局）と旧居留地連絡協議会（民間事業者、地権者）が連携・協働する形で協議を

実施し、「まちの変化・成長に、旧居留地の蓄積を活かす」というまちの基本方針に沿って、まちづくり活動を実践し

ている。旧居留地連絡協議会は、第二次世界大戦後まもなく設立された地域団体で、現在は各種の専門委員会を

設け、業種間の壁を越えて会員相互の親睦を図るとともに、地区内のまちづくり活動にも積極的に取り組んでいる。 

この協議会は、旧居留地内の

法人によって構成され、地区内

の主要企業がほぼ全て参加して

いることから、意思決定が円滑

であることが特徴である。また、

中枢管理業務機能集積地区で、

転勤・異動による人の入れ替わ

りが頻繁に発生するため、運営

が硬直化せず、活発な活動の

展開が可能となっている。 

 

 都心づくりガイドラインの策定 

旧居留地連絡協議会は、阪神・淡路大震災後にまちの将来像を自主的に検討し、「神戸旧居留地/復興計画」を

策定し、まちづくりに取り組んできた。“にぎわい”、“伝統”、“風格”、“もてなし”をキーワードに、独自の「都心づくりガ

イドライン」を策定し、ファサードや広告物の規制・誘導を行っている。都心業務地としての賑わいは残しつつ、歴史

的環境に配慮した都市景観及び地区環境の創出を目指している。ガイドラ

インの中で、エリア毎に道路デザインのコンセプトを策定し、エリアの特色を

生かしたみちづくりを図っている。コンセプトの策定にあたり、地元と意見交

換・合意形成を行い、人にやさしく歩いて楽しいまちづくりの方針を示した。 

また、本協議会は、神戸市より景観形成市民団体に認定されている。平成

7 年には「旧居留地地区 地区計画」を定め、沿道建築物の行為制限を実

施している。 

  

  

出典：旧居留地連絡協議会

旧居留地連絡協議会の組織体制

出典：旧居留地連絡協議会

都心（まち）づくりガイドライン
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本事例の【空間デザインの検討】から学べるポイント 
 

車線の削減、パーキングメーター撤去により歩行者空間を創出 

 歩行者空間の創出 

旧居留地の明石町筋は、沿道に百貨店や神戸を代表する建築物が建ち並び、都心ウォーターフロントに通じる

風格ある通りとなっている。しかし、歩道幅員が狭く歩行者が歩きにくい上、駐車車両により景観が損なわれているこ

とが課題となっていた。そのため、旧居留地連絡協議会は、｢人間主体の歩行者にやさしいまち｣をめざして、明石

町筋をはじめとした地区内道路を歩行者優先とする整備方針を策定した。 

この内、明石町筋においては、歩行者の安全性や回遊性を向上させ、地域の賑わいを創出するため、車線数を

削減し、歩行者空間を拡張した。車線を削減したことにより、当該地区に用のない通過交通が抑制され、歩行者優

先の道路空間が実現した。幅員再構成にあたり、既存のパーキングメーターを撤去したため、地下駐車場、及び当

該地区を目的とした交通のための荷捌きスペースを整備した。 

  

 

 

本事例の【事業の実施】から学べるポイント 
 

協議会との連携体制を構築することで、協議を円滑化 

 市と協議会の連携体制 

当初、明石町筋の道路空間再編については、沿道事業者の一部から

反対意見が聞かれたものの、市と協議会が連携して調整にあたった。 

また、パーキングメーターの廃止に係る警察協議において、市と旧居留

地連絡協議会が連携して警察との協議にあたり、京町筋における地下駐

車場の整備や荷捌きスペースの確保等を行うことで、パーキングメーター

の廃止が認められることとなった。 

このように、協議会との連携体制を構築することにより、事業に係る各種

調整を円滑に進めることが可能となった。 

 

  

荷捌き駐車スペース

整備前
整備後

出典：神戸市
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本事例の【マネジメントの展開】から学べるポイント  
 

協議会主導の自主規制による景観維持 

 広告物ガイドラインの策定 

旧居留地連絡協議会では、都心づくりガイドラインに加え独自の広告物ガイドラインを策定し、景観形成に取り組

んでいる。市の方でも建築計画や広告物の掲出計画があった際には、協議会へ相談するよう助言するなど、密な連

携を図っている。 

地域が一体となって協議会の運営に取り組んでいることから、旧居留地に馴染まない業態の進出、街並みにそぐ

わない看板の出現等の問題は生じていない。また、地区の美観を守るという意識が旧居留地内の企業に浸透して

いるため、大きな看板・広告の設置は見られない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事例の【事業効果の計測】から学べるポイント  
 

歩行環境の向上により観光入込客数が増加 

 観光入込客数の増加 

供用開始後に行った明石町筋の整備についてのアンケート調査の結果、「（非常に）良くなった」との回答が全体

の約 8 割と高評価であった。また、明石町筋の整備を含む神戸中央地区の都市再生整備計画による効果として、

2003 年度には年間 1,081 万人だった観光入込客数が、2011 年には目標値を上回る 1,280 万人へ増加しており、

一定の事業効果があったことが確認された。 

 

 

  

広告物ガイドライン

出典：旧居留地連絡協議会



10.兵庫県神戸市 旧居留地明石町筋 

263 

本事例の課題・展望等 
 

 協議会の継続的な活動 

旧居留地連絡協議会は、企業会員により構成されていることから、転勤・異動によって構成メンバーの入れ替わり

が発生し、活動の活性化を図ることができる一方で、職務の一部と捉えられることにより、計画当初の理念に基づい

た運用が行われない恐れもあることから、継続的な活動を展開するための仕組みを構築することが必要である。 

 

 路上駐輪の増加 

歩道の美装化を行ったが、ポールやプラントボックス付近の路上駐輪はいまだ多く、景観に悪影響を与えている。

放置自転車対策やマナーの周知が今後必要となる。 

 

 継続的な整備効果の検証 

歩行者空間の整備により、観光客数の増加が確認できた。今後は観光客数の変化に加え、観光客の滞在時間

や消費金額、地価の変動といった整備効果を継続的に検証することが重要である。 

 

路上駐輪の様子
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幅員再構成によって拡幅された歩道が来街者をまち歩きに誘う 

沿道の景観まちづくりと道路空間再編が一体となって良好な景観を形成する 
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大手前通り 

兵庫県 

姫路市 

 

 事業の分類                      

道 路 空 間 の性 格 ：目抜き通り：地方都市駅前 

事 業 背 景 ・目 的 ：歩行環境の改善 

手 段 ：空間再配分 

延 長 ：0.16 ㎞ 

幅 員 ：50.0ｍ  

沿 道 特 性 ：商業・業務系 

事 業 推 進 方 法 ：専門家導入型 

事 業 期 間 ：2006～2014 年 

事 業 者 ：姫路市 

地域への波及効果 ：地域の回遊性の向上 

シ ナ リ オ 分 類 ： 

■ まちなかにおける歩行空間の復権 

■ 路面公共交通、自転車環境の充実 

□ 地域資源を生かした新たな顔となる道路空間づくり 

□ 水辺、公園整備等関連事業との連携 

□ 既存道路ストックの民間活用 

 

11 
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大手前通り 

兵庫県 

姫路市 

本事業から学べるポイント                                         

多くの異論が出る状況を関心の高まりと捉え、

積極的な市民参加の機会を準備し、合意 

を形成 
 

事業の概要                                                                  

ＪＲ姫路駅と世界文化遺産「姫路城」を結ぶ大手前通り周辺は、かつては城下町として栄え、現在も市の商業・業務

の中心的役割を果たしているものの、昨今の社会・経済情勢を受け、回遊性の向上等、都心部における賑わい創出の

ための施策が求められていた。そこで、ＪＲ線の連続立体交差事業を契機として、姫路駅周辺の都市機能の強化と地

区の魅力向上を目的とした、幅員再構成による歩道拡幅、および駅前広場の再整備を行った。 

駅前広場のリニューアルに伴い、姫路城へのアクセス道路となる大手前通りを再整備し、歩行者の安全確保と快適

性・回遊性の向上、公共交通の利便性向上を図った。また、駅前広場では、世界文化遺産「姫路城」を擁する城下町

にふさわしい「城を望み、時を感じ人が交流するおもてなし広場」をデザインの基本コンセプトとした整備が行われた。 

事業の経緯                                             

 

 

 

  

姫路駅周辺地区では、土地の高度利

用を図るべく、昭和 63 年に新都市拠点

整備事業として総合整備計画の建設大

臣承認を受けた。その後、「キャスティ

21 計画」や「姫路市都心部まちづくり構

想」などを策定し、ゆとりと潤いのある都

市空間の形成を図る中、姫路駅から世

界文化遺産「姫路城」に至る都心部の

基盤整備や、まちの賑わいづくりに取り

組んできた。 

年 事業経緯等 

1988 年 新都市拠点整備事業として総合整備計画の建設大臣承認 

2006 年 ｢姫路市都心部まちづくり構想」策定 

｢キャスティ 21 整備プログラム」策定 

2007 年 姫路駅北駅前広場 計画素案 策定 

2008 年 駅前広場 都市計画変更 

｢姫路駅北駅前広場整備推進会議」 

開催（平成 24 年まで全 17 回開催） 

｢シャレットワークショップ」実施 

2009 年 ｢姫路の顔づくり」を勉強するセミナー、市民フォーラム、専門

家ワークショップなどの開催 

2010 年 大手前パレード等の実施 

2011 年 ｢姫路駅前広場活用連絡会」開催 

トランジットモール社会実験 開催 

2012 年 着工 

2015 年 供用開始 

対象路線図             
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整備前                                               

  

 

 

整備後                                               

  

 

 

 

  出典：姫路市

断面図

平面図

断面図 出典：姫路市

出典：姫路市
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本事例の【事業の構想・計画】から学べるポイント  
 

積極的な市民参加による議論の場を設定し、合意を形成 

 市民参加による議論の場を設定 

平成 19 年度、姫路市による駅前広場の計画素案が提示されたが、ロータリーに埋められた駅前空間や商店街へ

の動線のあり方などについて、交通機能 優先の計画案であったことから、多くの市民から批判が寄せられた。加え

て、各団体から出された対案が乱立し、混乱した状態であった。 

そのため、ワークショップや推進会議、市民フォーラム等を開催し、姫路駅前の整備方針や空間の活用方法につ

いて議論を行い、合意形成を図った。 

1）シャレットワークショップ 

専門家・大学・学生がまちの人々と連携し、新たな駅前空間のビジョンやその実現に向けたシナリオを検討する

シャレットワークショップを開催した。ワークショップの中で、乱立していた複数の案について様々な観点から比較検

討を行い、市民の意見を取り入れた「市民案」を提案するとともに、「姫路の顔作りを考える 10 の提言」をまとめた。 

公開発表会では、市長や行政、商業・交通事業者等の関係者をはじめ、多くの市民が集まり、計画を考える際の

ポイントについて理解を深めるとともに、新聞やケーブルテレビにも取り上げられ、広く市民への関心を高める契機と

なった。 

  

 

2）姫路市姫路駅北駅前広場整備推進会議 

姫路市が主体となり、駅前広場について構想を具体化するとともに、整備の円滑な推進を図ることを目的に、各

種団体、交通事業者、関係者など１５団体の委員と４人のアドバイザーが参加した。市民等から出された代替案の課

題を整理した上で、駅前広場の利用計画、姫路城と駅前を結ぶ大手前通りの街路計画や景観形成のガイドライン

等を考える場をコーディネートすることで、関係者の合意形成を促進した。 

 

3）市民フォーラムの開催 

市長と駅前広場に係る関係団体の代表が一堂に会し、姫路駅北駅前広場の将来イメージについて議論する「姫

路の顔づくり」を考える市民フォーラムを開催した。関係団体から提案された広場西側にバスとタクシーのロータリー

を集約する配置案やトランジットモール化（バス・タクシーのみが駅前広場に進入する計画案）について、市民の目

の前で関係者が議論を繰り広げたことで、各団体の代表が考えている意見が具体的に明らかになり、その後の合意

形成の進展に大きな役割を果たした。 

シャレットワークショップ公開発表会の様子 姫路の顔作りを考える 10 の提言

出典：姫路市
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本事例の【空間デザインの検討】から学べるポイント  
 

幅員再構成によるトランジットモール化と広場的な歩道空間の創出 

 道路空間の再編 

JR 線連続立体交差化事業によって南北市街地を結ぶ道路が増える

とともに、環状道路網が確保されたことから、大手前通りの駅側一部区間

（十二所前線以南）について、公共交通を除く一般車両の通行規制（トラ

ンジットモール化）を実施した。これに伴い、車道を削減（片側 3 車線＋

停車帯→1 車線＋停車帯）するとともに、歩道を拡幅し、歩行者にやさし

い空間を創出した。姫路駅北駅前のトランジットモールでは、駅前広場を

含む街区から通過車両を排除し、通行はバス、タクシーといった公共交

通のみとすることで、交通結節機能の向上を図っている。 

当時、姫路駅周辺では、駅前整備やビルの建設の工事が並行して進められていたことから、市民の安全性を考

慮し、工事期間中は一般車両の進入を規制していた。約 2 年間の工事期間を通じ、荷捌き車両等も含めて交通・

物流に問題が生じなかったことから、これを一種の社会実験と捉え、トランジットモール化の実現に踏み出した。 

 シンボルロードにふさわしい姫路を感じさせる道路空間のデザイン 

駅を降りてすぐに姫路城が眺められるヴィスタ景が実現し、それを強調

するように、車道両側の広幅員の歩道に敷かれた石畳が、姫路城へ向か

って伸びている。 

 

 

 

トータルデザインの実施により質の高い空間を提供 

 トータルデザインの実施 

バス・タクシーの乗降場を西側に集約し、乗り継ぎの利便性を高めるとともに、一般車による送迎のための乗降場

を東西両側に設置している。これにより、ＪＲ姫路駅から広場を介して大手前通りや御幸通りまで、車道を横断せず

に行き来できる安全な空間を創出している。 

また、新駅ビルの地下階と改装された駅地下商店街を結ぶオープン地下広場、ＪＲ姫路駅の中央コンコース正

面から姫路城を臨む眺望デッキ、にぎわい広場、ＪＲ新駅ビルとバスターミナル、山陽電鉄姫路駅などを結ぶ歩行

者デッキなどを一体的に整備し、質の高いトータルデザインを実現している。 

   
オープン地下広場「キャッスル・ガーデン」 眺望デッキ「キャッスルビュー」 歩行者デッキ 

駅前広場 

姫路城へのヴィスタ景観を確保したシンボルロード
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本事例の【事業の実施】から学べるポイント  
 

駅前広場の管理・利活用を担う実現性の高い運営主体を形成 

 姫路駅前広場活用連絡会 

市民による駅前広場の管理・利活用

に向けた機運が高まる中、平成 23 年

に駅前広場の管理運営を担う体制の

構築を目的として、地元市民団体、

NPO 法人、専門家、行政関係者、民

間事業者等が中心となった「姫路駅前

広場活用連絡会」を設置し、地元まち

づくり組織「スローソサエティ協会」のコ

ーディネートの下、整備後の利活用に

関する検討に取りかかった。 

 

 

 姫路駅前広場活用協議会 

駅前広場の施工が本格化する平成 24 年、姫路警察署や姫路市の産業・観光・道路等に関わる部局が参画する

「姫路駅前広場活用協議会」を立ち上げ、広場の具体的な活用・運営管理に係る協議を進めていった。 

この協議会では、①イベント企画、②資金調達、③情報発信、④駅前

交通（自転車対策等）、⑤官民連携の５つのワーキンググループを設置し、

それぞれのテーマに沿った具体的な検討を行った。 

また、協議会で検討した取り組みやアイデアを実際に企画・実行する

組織として、平成 24 年 10 月に「一般社団法人ひとネットワークひめじ」

が設立された。この一般社団法人は、上述のスローソサエティ協会の支

援の下、迅速な意思決定と実効性を担保するため、協議会のコアメンバ

ー少数名によって構成されている。平成 25 年度には、公共空間利用活

用社会実験の運営主体となり、先行供用部分の活用・運営に取り組ん

だ。 

 

  

出典：姫路市

出典：姫路市

姫路駅前広場活用連絡会構成メンバー

姫路駅前広場活用協議会
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本事例の【マネジメントの展開】から学べるポイント  
 

民間主導による駅前空間の利活用 

 姫路まちなかマネジメント協議会 

本格供用を目前に控えた平成 26 年 11 月、「姫路駅前広場活用協議会」から名称を「姫路まちなかマネジメント

協議会」に変更し、駅前広場の利活用だけでなく、周辺も含めたまちなか全体のエリアマネジメントについて協議す

る組織へと転身した。 

多様なステークホルダーが参加、またはオブザーバーとして関わる中、公共空間の活用・管理の担い手として、イ

ベント企画運営ＷＧ、財源・調査ＷＧ、自転車ＷＧ、官民協働ＷＧ、情報発信ＷＧのそれぞれに分かれて、具体的

な議論を展開している。 

 

 

  
出典：姫路まちなかマネジメント協議会ＨＰより作成

姫路まちなかマネジメント協議会の WG 
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本事例の【事業効果の計測】から学べるポイント  
 

市民満足度や利用者数、地価の変動により、整備効果を検証 

 賑わいの増加 

姫路駅周辺地区における交通広場整備や眺望デッキ整備、大手前通り再整備などの事業効果を、都市再生整

備計画の事後評価で検証している。JR 姫路駅観光案内所の利用者数の増加やイベント実施回数の増加から、一

連の整備が賑わい創出に寄与したことが伺える。なお、本格供用後もイベントの開催件数は順調に伸びており、平

成 28 年度には 311 件のイベントが開催されている。 

また、姫路市総合計画に掲げる政策に対する市民の満足度や、市政に対する市民ニーズ等を経年的に把握す

るため、市が実施している調査の中で、｢都心部の賑わいづくり」の施策に対する満足度を 5 段階評価（1：不満、5

満足）で計測している。その結果、満足度の平均が 2.97（平成 24 年 2 月）から 3.11（平成 28 年 9 月）と上昇してい

ることから、大手前通りや駅前広場の整備に対する市民からの前向きな評価が確認された。 

 

指標 単位 従前地 目標値 数値 目標達成度 

JR 姫路駅観光案内所

利用者数 
人/年 

348 千人 

（H21） 
365 千人 

392 千人 

（H26） 
◯ 

市民参加型イベントの

実施回数 
回/年 

0 

（H22） 
5 

9 

（H26） 
◯ 

 

 地価の上昇 

平成 29 年度「地価公示価格形成要因等の概要」（国土交通省）によると、姫路市の商業地の地価公示価格が

26 年連続下落する中、本事業によりトランジットモール化された区間に面する調査地の地価が 8.8％上昇しており、

上昇率自体も前年度の 4.9％からさらに伸びていることが確認された。これは、道路空間の再編による人にやさしい

空間づくりを通じた賑わい創出などの効果が、一般車両の進入を制限するというデメリットを抑え、エリア価値の向上

に寄与したものと考えられる。 

 

本事例の課題・展望等 
 

 大手前通り再整備計画 

今回の整備対象より北側の姫路城へ向かう区間は、歩行環境・自転車通行環境の改善、道路附属物や舗装等

の老朽化が課題として挙げられており、現在整備が進められている。 

 継続的な整備効果の検証 

駅前広場や歩行者空間の整備によって、駅の利用者数が増加している。今後、利用者数の変化、利用者数の滞

在時間や消費金額等といった整備効果を継続的に検証することが重要である。 

 

 

出典：姫路市

都市再生整備計画に基づく事業効果（平成 27 年 2 月公表） 
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宍道湖 

夕日スポット 

島根県 

松江市 
 

 事業の分類                     

道 路 空 間 の性 格 ：河川・水路沿いの道 

事 業 背 景 ・目 的 ：景観形成・町並み保存 

歩行化環境の改善 

手 段 ：現道拡幅 

延 長 ：0.42km 

幅 員 ：20.6ｍ(代表幅員) 

沿 道 特 性 ：観光系 

事 業 推 進 方 法 ：官民連携型 

事 業 期 間 ：2001～2006 年 

事 業 者 ：中国地方整備局 

出雲河川事務所・

松江国道事務所、 

松江市 

地域への波及効果 ：地域交流の活性化 

シ ナ リ オ 分 類 ： 

□ まちなかにおける歩行空間の復権 

■ 路面公共交通、自転車環境の充実 

□ 地域資源を生かした新たな顔となる道路空間づくり 

■ 水辺、公園整備等関連事業との連携 

□ 既存道路ストックの民間活用 

 

 

12 
  

出典：松江国道事務所
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宍道湖 

夕日スポット 

島根県 

松江市 

本事業から学べるポイント                                         

道路・河川・公園の事業連携により、単独

事業では解決できない課題を解決 
 

 

 

事業の概要                                                                  

宍道湖東岸の国道９号は、宍道湖を背景に嫁ヶ島を望む夕景が大変美しく、鑑賞・写真撮影等を行う観光客・市民

が訪れるポイントとなっている。しかし、歩道が狭く（最小 1.5m 程度）来訪者と歩行者・自転車などの通行人が輻輳する

とともに、路上駐車が通過車両の支障となっていた。 

宍道湖夕日スポットは、このような状況を解消するため、通行人・通過車両の安全を確保するとともに、鑑賞・撮影者

のたまり場（親水護岸）として、安全かつ安心して利用できる新たな観光スポットを整備したものである。 

国直轄の河川・道路事業と島根県の都市計画、松江市の公園事業が連携しながら、環境・景観に配慮した一体的

な基盤整備を通じて、魅力的な観光資源の創出に取り組んだ。 

 

 

 

事業の経緯                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年 事業経緯等 

2001 年 出雲河川事務所・松江国道事務所・島根県・松江市が連携

し、住民アンケート、市民ワーキング、松江市デザイン委員

会などの提案を取り入れ、整備計画を検討 

（平成 16 年策定） 

2002 年 

2004 年 

松江市デザイン委員会（計３回） 

夕日テラス、水際歩道、歩道の工事着手 

2005 年 横断地下道の工事着手 

2006 年 横断地下道の上屋、エレベーターの工事着手 

 

2008 年 竣工 

宍道湖を背景に嫁ヶ島を望む夕日は

大変美しく、湖畔沿いの国道９号は多くの

観賞者・撮影者が訪れる観光スポットと

なっていた。 

しかしながら、狭小な歩道で一般通行

者と観光客が輻輳し、歩行者が車道には

み出すとともに、付近に駐車場がなく路

上駐車が多かったことから、交通安全上

の課題を解決し、観光資源を十分に活

かすことが求められた。 

対象路線図            
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整備前                                              

  

 

 

 

整備後                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

断面図

断面図

平面図

出典：松江国道事務所

出典：松江国道事務所
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本事例の【事業の構想・計画】から学べるポイント  
 

市民・利用者の計画参画による地域の意見を反映した整備計画案

の立案 

 合意形成に向けたアンケート調査・市民ワーキングの実施 

夕日の観賞スポットとして、地域の方々に親しまれている場所であることから、整備のあり方について市民の声を

聞き、地域に求められる環境整備を行うという考えの下に、市民参加を取り入れた環境整備に取り組んだ。 

1)アンケート調査 

基本計画案を作成するための意見収集として、夕日スポット整備区間において約２ヶ月間にわたる現地実態

調査及びインターネットやイベントによる市民・利用者アンケートを行い、約 1300 件のアンケートを収集した。 

２）市民ワーキング 

宍道湖周辺の環境改善を目指して活動しているＮＰＯ法人が主体となり、アンケート調査結果から作成した

基本計画案をもとに、地元町内会代表者・島根県景観アドバイザー・島根県写真作家協会代表者等で構成す

る市民ワーキングを行い、整備計画に対する提案を行った。その後、提案を参考に作成した整備計画案をもと

に、一般公募で集まった市民に整備内容の説明と、利用者の観点からの意見の抽出を行った。 

 

 市民参画による効果 

整備計画の策定にあたり、積極的に市民・利用者の意見を取り入れた

ことにより、以下の成果が得られた。 

①市民・利用者の提案により、新たな整備上の論点を把握できた 

・夕日撮影者の視点 

・駐車場整備とゴミ問題 

・周辺施設及び観光資源を活用した歩行者動線 

②整備区間の宍道湖沿岸を漁場とする漁協への説明において、市

民・利用者から求められている整備であることを理解してもらった 

③工事中の影響について、市民・利用者へ周知を図り、理解を得た 

④地域住民自体が観光資源として再認識することで、地域の景観・

環境に対する意識が高揚した 

  

市民ワーキングの様子

出典：松江国道事務所
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本事例の【事業構造の構築】から学べるポイント 
 

道路・河川・公園の一体的な整備により、単独事業で解決できない

課題を解決 

 管理者の枠を超えた協同事業による整備案の検討 

当該地区は宍道湖、国道９号、都市公園が隣接しており、各管理者に

課せられた制約条件の下で、相互に連携・調整を図りながら事業を進め

る必要があった。 

夕日スポットを整備する上で、道路管理者には「国道の線形と車線数

の維持」、河川管理者には「宍道湖の面積と容量の維持」、公園管理者

には「都市公園の面積の維持」という制約条件があった。 

これら管理者毎の制約条件が夕日スポットを整備する上での課題とな

っていたため、道路管理者である松江国道事務所、河川管理者である出

雲河川事務所、都市計画を所掌する島根県、公園管理者である松江市

で構成する「宍道湖夕日スポット整備連絡調整会議」を設立した。諸問題

に対して相互に連携・調整を図ることで、環境・景観にも配慮した一体的

な周辺整備を行うことが可能となり、単独事業では解決できない課題の解

決と、より魅力ある観光資源の創出につながった。 

 

行政の連携により道路・河川・公園の一体的な整備を実現 

 一体的な整備の実施 

整備を行うにあたり、資金負担については、道路区分は松江国道事務所、河川区分は出雲河川事務所が分担

する形で連携を図るとともに、整備内容・手法については、各専門分野で構造・施工性等の検討を行った後、以下

の手法を採用した。 

①夕日テラス、歩道拡幅、水際歩道等の宍道湖の改変が生じる部分について、道路と併せた合併施行方式で整

備することで、河川管理者と道路管理者の事前協議も含めた時間短縮と事業の効率化が実現。 

②都市計画公園内の横断地下道や駐車場等の整備について、道路施設と公園施設双方の機能を有した一体的

な整備とすることで、事業の効率化が実現。 

  

整備区域の制約条件

出典：松江国道事務所
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本事例の【空間デザインの検討】から学べるポイント 
 

デザイン委員会の提案・助言により附帯施設のデザインの質を担保 

 松江市デザイン委員会 

景観法に基づく松江市の景観計画の中で、松江城周辺道路や松江堀川などが「景観重要公共施設」に位置付

けられている。横断地下道の上屋を設置するに当たり、湖畔の景観に対するアクセントとなるため、公共施設計画に

対してデザイン提言等を行う「松江市デザイン委員会」において横断地下道上屋のデザインコンセプトを審議した。

デザイン上のコンセプトといくつかのテーマを設定した上で、色彩や材料等に配慮した、自然で統一感のあるデザイ

ンを検討した。 

  

 

 夕日テラス（松江国道事務所） 

整備対象地は、多い時には約１

００名の夕日鑑賞者が訪れており、

幅 1.5m 程度の狭い歩道に一般

通行者と鑑賞者が混在し、車道

へのはみ出しが懸念されていた。

そこで、特に多くの鑑賞者・撮影

者が訪れる範囲に、延長約 100

ｍ、幅約 11ｍの「夕日テラス」を整

備した。また、前後の狭い歩道を

幅 3ｍに拡げ、通行人と鑑賞者・撮影者が混在することなく、安心して利用できる安全な歩行者空間を整備した。ま

た、夕日テラスから水際歩道に降りる階段護岸は、座って鑑賞できるステップベンチとした。 

 

 水際歩道（出雲河川事務所） 

幅員 3m を確保し、大人４人が並んでも歩ける、ゆとりある水辺空間を

整備した。 

 

  

コンセプト：空間を出来るだけ遮断しない、目立たず落ち着いた上屋

目立たない シルバー系の色彩を採用

高さの抑制 アルミハニカム構造を採用

透明感 ガラス製の腰壁を採用し、柱の本数を削減

優しさ 丸形のエレベーターシャフトを採用

休憩スペース ベンチを設置し、休憩及び鑑賞の場を創出

出典：松江国道事務所

夕日テラス

横断地下道の上屋のコンセプト

出典：松江国道事務所

横断地下道の上屋

水際歩道
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 横断地下道（松江国道事務所） 

公園側の駐車場から夕日テラスへ直接アクセスできるように、国道を横断する地下道を整備し、車椅子の利用に

も配慮して、エレベーターを設置した。また、テラス側では、エレベーターと横断地下道の上屋を連結し、休憩スペ

ースとして利用できる屋根付きの空間を設けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公園再整備・駐車場整備（松江市、松江国道事務所） 

夕日の鑑賞者・撮影者及び公園利用者のため、駐車場を整備した。

公園側に小型自動車 22 台と大型自動車 2 台、湖岸側に小型自動車

10 台の駐車スペースを設け、周辺の駐車場と合わせて、観光客・市民

の需要に対応できる規模を確保した。 

なお、駐車場には「とるぱ」の標示を設け、初めて訪れた観光客に対

して、観光スポット・駐車場の存在をアピールすることで、迷走・脇見運

転、Ｕターンや路肩駐車などの抑制に貢献している。（「とるぱ」：国土交

通省道路局が選定する、クルマを駐車して写真を撮ることができるスポット） 

  

駐車場

横断地下道 屋根付きの休憩スペース
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本事例の【マネジメントの展開】から学べるポイント 
 

市民による地域づくりの参画意識を醸成し、維持管理体制を構築 

 夕日スポット・クリーンサポーター 

市民が計画段階から参画するこ

とで、夕日スポットが松江市の観

光資源として再認識されると同時

に、市民自身が参画して実現した

施設であるという意識を市民の間

に醸成することができた。その結

果、地元企業などによって「夕日ス

ポット・クリーンサポーター」が立ち

上がり、清掃活動や夕日情報の提

供、イベントの実施等を行っている。 

 

 

本事例の課題・展望等 
 

 環境の保全 

夕日の観賞スポットとして、住民だけでなく観光客も集まり、多くの利用者が見込める場所であるが、宍道湖がラム

サール条約に登録されていることから、継続的に環境保全に配慮することが求められる。 

 継続的な整備効果の検証 

夕日スポットの整備により、鑑賞・撮影の状況がどのように変化したのか、実際に利用した人がどのように感じている

か等、整備効果を継続的に整理・検証していくことが重要である。 

出典：松江国道事務所

夕日スポット・クリーンサポーターの活動
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神門通り 

島根県 

出雲市 
 

 事業の分類                     

道 路 空 間 の性 格 ：商店街(歴史・観光系)：参道型 

事 業 背 景 ・目 的 ：まちの活性化 

歩行環境の改善 

手 段 ：空間再配分  

延 長 ：0.33km 

幅 員 ：12.0ｍ  

沿 道 特 性 ：観光系  

事 業 推 進 方 法 ：専門家導入型  

事 業 期 間 ：2010～2012 年  

事 業 者 ：島根県出雲県土整備事務所  

地域への波及効果 ：来訪者の増加 

シ ナ リ オ 分 類 ： 

■ まちなかにおける歩行空間の復権 

□ 路面公共交通、自転車環境の充実 

■ 地域資源を生かした新たな顔となる道路空間づくり 

□ 水辺、公園整備等関連事業との連携 

□ 既存道路ストックの民間活用 

 

13 
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神門通り 

島根県 

出雲市 

本事業から学べるポイント                                         

道路空間再編と沿道修景により歩行者 

主体の空間を創出 
 

 

 

 

事業の概要                                                                  

神門通りは、出雲大社の参詣道として開設された道路で、かつて参詣客の往来が絶えなかったが、車社会の到来と

ともに歩行者が減り、往時の賑わいが失われつつあった。 

そこで、６０年に 1 度の出雲大社御本殿の「大遷宮」を迎えるにあたり、一畑電車出雲大社前駅から勢溜までの 330

ｍ区間を、観光客の安全と歩きやすさに配慮した「シェアド・スペース」として整備するとともに、島根県、出雲市、地元

が一体となり、地域特性を活かした街並みの形成に取り組むことで、出雲大社の参詣道再生を図ることとなった。 

 

 

 

 

事業の経緯                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

対象路線図            

年 事業経緯等 

2009 年 アンケート調査実施 

2010 年 「道づくりワークショップ」設立（全 6 回実施） 

交通社会実験の実施 

「神門通り沿道建築物修景基準策定委員会」の開催 

（全 4 回実施） 

2011 年 観光バス北進一方通行の自主規制 

第１期（勢溜～出雲大社前駅）電線地中化工事に着手 

「デザインワークショップ」の開催 

（全 3 回実施） 

2013 年 第１期工事 竣工 

2014 年 第２期工事（出雲大社前駅～大鳥居付近）着工 

2016 年 第２期工事 完成 

神門通りは、島根県の代表的な観

光地である出雲大社の参詣道として

約 100 年前に開設され、沿道は参拝

客の往来により栄えてきたが、その

後、自動車による参拝が一般化する

と、歩行者の往来は減り、沿道の賑わ

いが失われつつあった。 
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整備前                                               

  
 

 

整備後                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

  
平面図（勢溜交差点） 

断面図

断面図

平面図（石畳）

平面図

出典：出雲県土整備事務所

出典：出雲県土整備事務所
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道づくりワークショップ デザインワークショップ：現地見試し状況（石畳、照明の確認）

本事例の【事業の構想・計画】から学べるポイント  
 

行政、市民、専門家と連携した検討体制を構築し、多様な意見を計

画へ反映 

 ワークショップとアドバイザー会議を組み合わせた検討体制の構築 

沿道住民の生活交通のための利便性向上と、観光客のためのにぎわい

創出及び安全性向上の両立が求められた。この相反する 2 つの課題を解

決して、沿道住民・沿道店舗・観光客といった関係する全ての主体の意

見・アイディアを計画策定の参考とするため、ワークショップ方式で、出雲

大社の参詣道にふさわしい道路計画と景観整備の検討を行った。事業コ

ーディネート、景観、交通分野の専門家と、住民・関係者が連携し、様々

な議論を展開した。 

 

 

   

 

 

 

 

  

出典：出雲県土整備事務所

ワークショップフロー検討体制

出典：出雲県土整備事務所
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社会実験の実施とオープンハウスの設置による、関係者間の合意を

形成 

 社会実験の実施による安全性の評価と合意形成 

整備後の幅員構成を体験してもらうとともに、その安全性などを評価し、沿道住民の合意形成を図ることを目的と

して、歩車道境界の白線を引き直す社会実験を実施した。社会実験中に当該事業の内容を沿道住民や観光客に

周知するとともに、実験の効果を評価するためのアンケート調査を実施するために、沿道の空き店舗を活用して「オ

ープンハウス（神門通りPR 館）」を実験期間中に開設した。また、社会実験における幅員変更の効果を測るために、

様々な計測調査を行った。 

その結果、自動車走行速度が低下したこと、普通車の円滑な走行は阻害しなかったこと、並んで歩く歩行者が増

加したこと等を確認した。一方、大型車同士が離合する際に歩道部へはみ出してしまうといった課題も確認した。こ

れについては、大型観光バスの通行ルートを北進一方通行とする交通管理（バス事業者の協力による自主規制）を

導入することで、解決を図ることとした。 

 オープンハウス（神門通りＰＲ館）の設置 

社会実験期間、及び道路整備期間中、沿道の空き店舗を活用して道路整備の PR と観光案内機能を有する「オ

ープンハウス（神門通り PR 館）」を開設した。県と市による共同運営の下、常時 2～3 名のナビゲーターが駐在し、沿

道の住民・店舗、観光客、行政の架け橋としての役割を担った。 

なお、神門通りPR館では、飲み物を提供するなど抵抗無く入って来ることが可能な雰囲気づくりを心がけた。アン

ケート回答者にガラポン抽選による景品を進呈するなど、沿道ににぎわいを呼び込む仕掛けも取り入れた。また、神

門通り PR 館を活用した小学生の出前授業など、幅広い関係主体に向けて周知と理解の呼びかけに努めた。神門

通り PR 館は、現地における工事情報の提供や、意見・苦情の対応窓口の役割も果たしている。 

現在は、出雲市観光協会の神門通りおもてなしステーションとして、観光案内所の役割を担っている 

 

 

島根県 ・道路整備事業の PR 

・工事情報の提供 

・意見・苦情への対応 

出雲市 ・観光案内、観光情報の発信 

・まち歩き促進（観光 MM） 

 

 

 

  

表 島根県と出雲市の役割分担 

出典：第 8回日本モビリティ・マネジメント会議（2013.7.13）、 

「神門通りにおける道路整備期間中のまち歩き観光促進に向けた取り組み」

オープンハウス（神門通り PR 館）の様子
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沿道建物の修景整備、および置座（縁台）

石張り舗装

本事例の【空間デザインの検討】から学べるポイント  
 

道路空間再編と沿道の修景によるまちのにぎわいの創出 

 幅員再構成による安全で観光客が歩きやすいシェアド・スペースの創出 

有効幅員 12ｍの「使い方」を見直し、歩道を拡幅した分、車道を削減し、

中央線を消したほか、歩車道境界に分離構造を設けないことで、自動車と

歩行者の占有意識を排除し、相互の危機意識・注意力を高めるとともに、

全面石張り舗装にすることで歩行者主体の空間であることを示し、通行車

両の速度抑制を図った。なお、車道部の石張りは、出雲大社境内の石畳と

の連続性を考慮し、境内同様、大判の石材を縦向きに敷き並べている。 

また、歩道部に採用した横向きの舗装パターンを、白線の内側にはみ

出させることで、車道部が狭く見える視覚的な効果を生んでいる。歩道部と

車道部を同一平面かつ同系統の素材（石畳）で統一したシェアド・スペー

スとすることで、歩車共存を図るとともに、白線の内側に歩道部の舗装が僅

かににじみ出すことで、歩行者に優先権を与えている。 

 

 

 

 

本事例の【マネジメントの展開】から学べるポイント  
 

市の助成制度を活用した沿道建物の修景の推進 

 景観助成制度の活用 

まちの 30 年後、50 年後を見据え、市と地元が協働で修景基準を策定

し、建替えに関する景観助成制度（出雲市）などを活用しながら、統一感

ある街並みづくりを進めている。住居や店舗の建替えを行う際の配慮事

項をまとめたガイドラインは、住民の意見を尊重するべく、出雲市が委員

会を設置して検討を行った。 

 

 特区制度の活用 

「道づかい」による賑わい創出を推進するため、道路上（歩行空間）に置座等を並べることを認める特区の認定を

受け、道路占用に係る手続きを簡素化した。 

 

 

  

出典：出雲県土整備事務所

出典：出雲県土整備事務所

平面構成 
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本事例の【事業効果の計測】から学べるポイント  
 

交通量調査とアンケート調査等により整備効果を評価 

 賑わいの増加 

事業の整備効果を検証するため、「歩行者通行量」、「観光客の滞在時間、消費金額」、「沿道店舗数の変化」、

「歩行者の挙動（歩きやすさ）」、「自動車の走行速度」、「地価の変化」等について調査を実施し、定量的・定性的の

両面から整備効果を評価した。 

結果として、歩行者交通量は整備前と比較すると大幅な増加が見られた。さらに滞留時間や滞在時間が増加し

たことを受けて、消費金額が増加したことも確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：島根県「シェアド・スペース（歩車道共有空間）手法の活用による、歩行空間の賑わいの創出」都市と交通,通巻 101 号

歩行者通行量 

滞留時間 沿道店舗数 

観光満足度 

※滞留時間：(出庫時間の平均)－（入庫時間の平均） 

 駐車場 
平成 23 年 5 月 4 日(水) 

【滞留時間】 

平成 25 年 10 月 20 日(日) 

【滞留時間】 

出雲大社駐車場 83.3 分 109 分 

神門通り広場 76.6 分 128 分 

ご縁広場 85.3 分 164 分 

消費金額 
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本事例の課題・展望等 
 

 渋滞対策 

神門通り整備後、出雲大社の大遷宮による観光客の増加等により、渋滞の問題が生じている。今後は一畑電車

やシャトルバス等、周辺の駅や駐車場からの誘導が必要である。 

 休憩場所の確保 

歩行者通行量や観光客の滞留時間は増加したものの、神門通り上に休憩場所が不足していることや夏場の暑さ

についての対策として、日陰や休憩場所の設置が求められている。 

 持続的な地域活性化 

神門通りの活性化は官民連携の賜物であり、行政が一方的に事業を進めるだけで実現できるものではなく、地域

の商店主・住民による取り組みが大きな役割を果たしている。道路整備と併せて、店主達がより活気のある神門通り

を復活させようと独自イベントを企画するとともに、空き店舗の解消と新規開店の支援に取り組んできた。地域住民

が行政の取り組みに理解を示すとともに、行政の方でもまた、地域住民の取り組みを後押しする仕組みを構築してき

た。今後もこのような連携の取り組みを持続的に進めていくことが重要である。 

 継続的な整備効果の検証 

調査の結果、観光客の滞在時間や消費金額、地価の変化といった、歩行者空間整備の効果が確認できた。今

後もこれらの指標について、整理・検証を続けていくことが重要である。 



14.香川県高松市 高松丸亀町商店街Ａ街区 

289 

高松丸亀町商店街 

Ａ街区 

香川県 

高松市 
 

 事業の分類                     

道 路 空 間 の性 格 ：商店街(一般)：地方中心商店街 

事 業 背 景 ・目 的 ：まちの活性化 

交流活動の促進 

手 段 ：利用高度化 

延 長 ：0.06 ㎞ 

幅 員 ：8.0ｍ 

（セットバックにより 11.0m） 

沿 道 特 性 ：商業系 

事 業 推 進 方 法 ：官民連携型 

事 業 期 間 ：1995～2007 年 

事 業 者 ：高松丸亀町商店街Ａ街区 

市街地再開発組合、 

高松丸亀町商店街振興組合 

地域への波及効果 ：来訪者の増加 

商店街の空き店舗率改善 

まちなか居住の促進 

シ ナ リ オ 分 類 ： 

□ まちなかにおける歩行空間の復権 

□ 路面公共交通、自転車環境の充実 

■ 地域資源を生かした新たな顔となる道路空間づくり 

□ 水辺、公園整備等関連事業との連携 

■ 既存道路ストックの民間活用 

 

14 
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高松丸亀町 

商店街Ａ街区 

香川県 

高松市 

本事業から学べるポイント                                         

商店街の賑わい創出に資する道路と沿道の

一体的な整備によるエリアマネジメントの 

展開 
 

事業の概要                                                                  

高松市の高松丸亀町商店街は、約 400 年の歴史を誇る全長 470ｍの商店街である。中心商店街にふさわしい賑わ

いある商店街であり続けるため、活性化プロジェクトの第１弾として、一番北側のＡ街区において市街地再開発事業を

実施した。 

回遊性の向上や、賑わいのある快適な歩行者空間の創出などを目的とし、地元商店街が主体となり、道路空間と沿

道を一体的に整備している。 

 

事業の経緯                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年 事業経緯等 

1990 年 丸亀商店街再開発委員会設立（振興組合） 

髙松丸亀町商店街再開発計画立案（振興組合） 

1991 年 ｢高松市中心商業地区・地区更新基本計画」策定 

1993 年 Ａ街区市街地再開発事業基本計画（高松市） 

1994 年 Ａ街区市街地再開発準備組合 設立 

1995 年 Ａ街区市街地再開発事業の事業採択 

Ａ街区市街地再開発事業の事業計画の立案（1995 年～） 

1999 年 高松市中心市街地活性化基本計画の立案 

高松丸亀町まちづくり㈱ 設立 

2001 年 Ａ街区市街地再開発事業 都市計画決定（0.4ha） 

2002 年 事業認可 

Ａ街区市街地再開発組合 設立 

都市再生緊急整備地域 指定 

2004 年 ｢Ａ街区・内町街区」約 1.5ha の都市再生特別地区 都市計画決定 

事業計画 変更認可 

権利変換計画 認可 

2005 年 再開発ビル 工事着手 

2006 年 再開発ビル 竣工，壱番街オープン 

2007 年 壱番街前ドーム広場竣工 

2008 年 Ａ街区市街地再開発組合 解散 

高松丸亀町商店街は、高松城跡の

南に延びる全長 470ｍの約 420 年の伝

統ある商店街であり、Ａ街区はその北

端にあたる。商店街では、昭和 63 年に

実施された 400 年祭をきっかけに、今

後も賑わいある商店街としてあり続ける

ための議論がなされ、平成 2 年に再開

発計画を策定し、積極的に商店街の再

生に取り組むこととなった。 

その方針は、休憩スペースなどコミュ

ニティ空間の不足、居住人口の減少、

業種の偏りなど、様々な課題の解消に

向けた商店街づくりを目指すものとされ

た。 

対象路線図            
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整備前                                              

  

 

 

整備後                                              

  

 

 

 

 

  

断面図

断面図

平面図

出典：高松市

出典：高松市

出典：高松市
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本事例の【事業の構想・計画】から学べるポイント  
 

危機意識を契機とした再開発の機運の高まりと、地元関係者中心の

体制構築 

 検討・推進体制の構築 

高松丸亀商店街のある中央商店街では、昭和 50 年代後半からのモ

ータリゼーションの進展や市民ニーズの多様化、郊外型店舗の相次ぐ出

店等により、歩行者通行量の減少が見られるようになっていた。 

このため、高松丸亀町商店街振興組合は、将来の商店街のあり方に

早い段階から危機感を抱き、1988 年の 400 年祭を契機に、青年会が中

心となって丸亀商店街再開発委員会を発足し、将来にわたって賑わい

のある商店街であり続けるための検討を行った。 

丸亀商店街再開発委員会は、商店街の責任者、都市計画・建築・法

律・経営等の様々な専門家、学識経験者が参画し、商店街振興組合

の自発的な検討を、専門家や学識者がサポートする形で議論を重ねた。

その結果、まちの抱える課題に対する再開発の基本方針を打ち出し、今日までまちづくりの方向性を関係者が共有

し続けることができた。 

丸亀町のまちづくりは、高松丸亀町商店街振興組合が全てにおいて中心的役割を担っている。高松丸亀町商店

街振興組合の体制については、各事業の担当理事が発議し、常務会、理事会（各部代表）の承認を得て、協議事

項が決定し、実行に移されるという形となっている。 

再開発事業の実施にあたっては、商店街の責任者、専門家、学識経験者など外部の人材を取り込んだ体制の下

で、計画を練り上げ、行政の協力を受けながら事業を遂行している。 

 

  

関係者による議論の様子

出典：財団法人 都市みらい推進機構
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マネジメント体制の構築により、役割分担を明確化 

 高松丸亀町商店街振興組合 

再開発初動期においては、商店街振興組合が調査費・事務費などの資金を立替え、仮に再開発事業が実現し

なかった場合には、その負担を地権者に求めず、振興組合がリスクを負うという総会決議を行なった。 

本組合設立後は、特定業務代行者、一般業務代行者等を選定して事業を遂行し、資金調達が可能になった時

点で立替金を回収するというスキームで、再開発事業を実現させた。 

なお、道路上のカラー舗装、及びアーケード整備については、丸亀町商店街振興組合が事業主体となり、これら

の施設の整備・維持管理を行っている。 

 高松丸亀町壱番街株式会社 

Ａ街区では、地権者の出資により設立された「高松丸亀町壱番街株式会社」が、商業保留床を経済産業省補

助・高度化資金（無利子融資）を活用して取得している。従前地権者が取得した商業権利床を一括して借り上げ、

自ら取得した保留床と共に、テナントミックス事業を行なっている。 

壱番街株式会社は、事業を通じて得た家賃収入を原資として、権利床に対する家賃と、定期借地契約に基づく

地代を地権者に対して支払っている。 

地権者に支払う地代・家賃は、壱番街株式会社の営業成績によって変動することから、地権者自身がリスクを負

う形の事業スキームとなっている。 

 高松丸亀町まちづくり株式会社 

Ａ街区の南に続く、Ｂ街区・Ｃ街区においては、第三セクターである「高松丸亀町まちづくり株式会社」が事業主体

となって、再開発事業を行なった。早期実現を目指し、街区全体をまとめた法定再開発ではなく、合意の整った場

所から任意の再開発事業として事業を進め、商業施設、医療施設、住宅を整備した。Ｂ街区・Ｃ街区の再開発は、

国土交通省系の都市再生ファンドと、経済産業省の戦略的中心市街地活性化支援事業費補助金を活用している。

A 街区と同様に、地権者自身がリスクを負った定期借地による事業スキームを採用している。 

 

 

  

出典：高松丸亀町商店街振興組合

マネジメント体制

A 街区

土地所有者

B 街区C 街区
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定期借地契約
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高松丸亀町
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本事例の【空間デザインの検討】から学べるポイント  
 

都市再生特別地区の活用により、コンセプトに沿った整備を実施 

 地域特性に応じた開発ルール 

Ａ街区では、「ヨーロッパのまちのような雰囲気で、ベンチや花が並び、

四季折々の季節感を楽しむことができること」、「本来商店街が持っている

顔の見えるつながりを大切にした、親しみやすい、個性溢れる専門店を配

置すること」、「上階の住宅に快適で便利な都心生活が楽しめる居住空間

を提供すること」をコンセプトとした整備を行った。 

奥行きのない敷地であったため、都市再生特別地区を活用することに

より、建物高さの 高限度や壁面位置の制限などを定め、建築基準法に

基づく建築物の斜線制限の適用を除外している。 

幅 11m の歩行者空間を確保するため、有効幅員 8m の市道から 1.5m

の壁面線を指定した。また、上層階の住宅では、プライバシー確保を目

的として隣棟間隔を 20m 確保するため、壁面線の指定を道路中心線から

10m とした。高さの 高限度については、街路幅と建物高さの関係から、

下層階ではH/D（建物高さ/街路幅）を1.5とし、上層階の壁面線が摘要さ

れる手前部分は、高さ制限を 16.5m とした。また、道路中心線から 10m の

壁面線が摘要される上層階では H/D を 1.0 に設定し、16.5m に 20m を上

積みし、36.5m を 高高さとしている。Ａ街区では、高層部の住宅整備に

有効な計画手法として、このような開発ルールを設定している。 

道路と沿道の一体的な整備・管理により、道路空間の広場化を実現 

 沿道との一体的整備の実施 

Ａ街区の北側に位置するドーム広場では、当初交差点扱いであったた

め、イベント利用等の許可を得ることができなかった。しかし、民地と市道

の一体的整備による広場空間の拡大と、警察との密な協議を継続した結

果、イベント利用が可能となった。 

また、市道であった道路空間においても、民地のセットバックによる公共

貢献を行うことで、常設のベンチや植栽を設置することが可能となった。 

 

 

  

出典：高松市

ドーム広場常設のベンチ植栽の設置

コンセプトに沿った道路空間整備

Ａ街区の開発ルール
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本事例の【事業の実施】から学べるポイント  
 

国の補助事業活用により民間負担を軽減し、民間主体の道路空間

整備を実現 

 国の補助事業活用による民間主体の道路空間整備 

高松丸亀町商店街Ａ街区に

おいて、ドーム及びカラー舗装

は、高松丸亀町商店街振興組

合が整備している。総事業費

8.5 億円で、原資の内訳は戦略

的中心市街地活性化支援事業

費補助金4.1億円、香川県補助

金 3 千万円、高松市補助金 1.1

億円、市中銀行借入 3 億円とな

っている。 

振興組合は、土地所有者である組合員から集める間口 1m 当たり月額 3 千円の負担金と駐車場収益により、借入

金を返済している。 

市道は黒舗装のグレードと定められているのが一般的であるが、商店街振興組合が整備と管理を担うことで、市

のシンボルとなるような高質な空間が実現した。 

 

  

アーケード及びカラー舗装

出典：高松市
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本事例の課題・展望等 
 

 自転車走行の取り扱い 

高松丸亀町商店街では、自動車の乗り入れが禁止されており、歩行者と自転車を区分するため、当初、中心 4m

を自転車道として整備していた。しかしながら、再開発後、セットバックで拡幅された幅 11m の道路空間と、再開発

未着手の街区における幅 8m の道路空間が混在するようになると、分離することがかえって自転車の走行を助長し、

危険な状況になってしまった。そこで、平成 24 年より、高松丸亀町商店街全体の自転車走行を禁止した。自転車

通行禁止により、平日の通行量は減少したが、休日の通行量は規制前よりも増加している。将来的には地区計画の

規制により、丸亀町全体が 11m 幅の道路となる予定だが、その時に改めて、自転車と歩行者を共存させるか、自転

車走行禁止を継続するかの検討が求められる。 
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道後温泉 

本館周辺広場 

愛媛県 

松山市 
 

 事業の分類                     

道 路 空 間 の性 格 ：歴史地区・観光地の一般街路 

事 業 背 景 ・目 的 ：景観形成・町並み保存 

歩行環境の改善 

手 段 ：広場整理 

延 長 ：0.2km 

幅 員 ：10.5ｍ  

沿 道 特 性 ：観光系 

事 業 推 進 方 法 ：専門家導入型 

事 業 期 間 ：1992～2009 年 

事 業 者 ：松山市 

地域への波及効果 ：来訪者の増加 

シ ナ リ オ 分 類 ： 

■ まちなかにおける歩行空間の復権 

□ 路面公共交通、自転車環境の充実 

■ 地域資源を生かした新たな顔となる道路空間づくり 

□ 水辺、公園整備等関連事業との連携 

□ 既存道路ストックの民間活用 

 

15 
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道後温泉 

本館周辺広場 

愛媛県 

松山市 

本事業から学べるポイント                                         

道路の付け替えにより、地域の顔となる 

歩行者優先の空間を創出 
 

 

 

事業の概要                                                                  

道後温泉は、古くから四国を代表する観光地であり、本館は国の重要文化財に指定されている。本館正面の道路

は、多くの観光客で賑わう一方、通行する車両も多いことから、安全確保が重要課題となっていた。 

そのため、道後温泉本館と道後温泉駅をつなぐ周辺の道路体系を抜本的に再編することで、歩行者優先の空間を

創出するとともに、景観に配慮した道路空間の高質化を通じ、地域の顔となる観光拠点として整備した。 

事業の経緯                                            

  国の重要文化財に指定されている

道後温泉本館前の道路は、多くの観

光客で賑わう一方、通過車両が多い

ことから、歩行者の安全確保が求めら

れていた。 

対象路線図            

年 事業経緯等 

1992 年 ｢道後温泉誇れるまちづくり推進協議会」発足 

1994 年 ｢第 1 次 道後グランドデザイン」策定 

1998 年 ｢道後温泉本館周辺景観整備計画」策定 

2004 年 まちづくり交付金事業 着手 

2006 年 ｢道後温泉歴史漂う景観まちづくり宣言『道後百年の景』採

択 

2007 年 道後温泉本館周辺道路 供用開始 
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整備前                                              

  

整備後                                               

  

 

 

断面図

断面図

平面図

出典：松山市

出典：松山市
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本事例の【空間デザインの検討】から学べるポイント  
 

抜本的な交通体系の見直しと道路空間の高質化により、歩行者中心

の道路空間を創出 

 交通体系の見直し 

自動車と歩行者の主動線が錯綜していたことから、歩行者の安全確保や滞留空間の確保が課題となっていた。

道後温泉本館と道後温泉駅をつなぐ周辺の道路体系を抜本的に見直し、周辺道路の整備を通じて通過交通の主

動線を変更するとともに、歩行者の安全確保を目的とした車両の進入禁止を実施した。 

整備前、本館の正面（西側）と北側は県道、東側と南側は市道であったが、これらを入れ替えることで、本館前の

整備を市が主導的に進めることが可能となった。 

 

 

 設計変更による景観の質の向上 

道後温泉は、地区全体が傾斜地となっており、道後温泉本館周辺も

勾配のある地形となっていたことから、歩行者中心の広場的な空間を創

出するにあたり、勾配の緩和が求められたが、工事発注時点では、この

点について地域の合意が十分に得られていない状況だった。 

そこで、住民との合意形成を進めながら、合意が得られた箇所から設

計変更を行い、勾配の緩和を実現していった。これにより、関係者が現

場で議論する機会が増え、整備を進めながら現場でデザイン調整を図

ることが可能となり、景観の質を向上させることができた。   

歩道の段差解消

勾配を緩和した歩道

出典：松山市

交通体系の見直し



15.愛媛県松山市 道後温泉本館周辺広場 

301 

 

 

 

 人のための広場の整備 

シンボル性・公共性が高い道後温泉本館の建物を中心として、周辺に

石畳を敷き詰め、人のための広場空間を整備した。 

道路の付け替えに伴い発生した残地を活用し、木造切妻のトイレと休

憩所を配置し、交流広場として整備している。休憩所から道後温泉の建

物が見えるような位置関係とすることで、交流広場が本館周辺の歩行者

空間と一体となって一つの広場空間を構成している。 

また、この休憩所は、イベントスペースとしても活用されており、道後温

泉地区の地域活性化に大きく寄与している。 

 

 

 

 

 

 回遊性の向上をめざした舗装のデザイン 

歴史ある建物を際立たせるため、道後温泉本館前から道後温泉駅ま

での区間の歩道舗装には、御影石を採用している。また、本館正面では、

一部に伊予鉄道の敷石を用いるとともに、その他の部分でもこれと風合

いを揃えた粗ノミ仕上げの舗石を用いている。道後温泉の歴史と質感と

マッチした素材が、時間の経過に伴い落ち着いた風情を醸し出すことで、

道後温泉の歴史を感じさせる歩行空間を創出している。 

  

道後温泉広場付替え整備前後

付替え道路に面したポケットパーク

出典：松山市

御影石を敷設した歩道
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本事例の【事業効果の計測】から学べるポイント  
 

宿泊者数による評価の実施 

 宿泊者数の増加 

道後温泉における宿泊者数は、平成 13 年以降減少傾向にあったが、道後温泉本館周辺の整備や建築物のファ

サード修景整備を実施した結果、平成 23 年から増加傾向に転じ、平成 26 年には平成 13 年の宿泊数に近い数値ま

で回復した。 

 

 

 

本事例の課題・展望等 
 

 道路附属物の維持管理 

道後温泉本館周辺広場では、街路照明やボラード等の附属物を含むトータルデザインを行う中、景観に配慮した

高質なボラードを採用したが、支柱が細いために度々破損し、維持管理の上の課題となっている。 

 

出典：国土交通省「歴史・文化、みどり、まちなみを活かしたまちの魅力づくり」

宿泊者数の変化
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熊本駅城山線 

熊本県 

熊本市 
 

 事業の分類                     

道 路 空 間 の性 格 ：LRT・BRT 走行道路 

事 業 背 景 ・目 的 ：路面公共交通の拡充 

手 段 ：現道拡幅  

延 長 ：0.57km 

幅 員 ：36.0ｍ  

沿 道 特 性 ：業務系 

事 業 推 進 方 法 ：首長先導型 

事 業 期 間 ：2008～2010 年 

事 業 者 ：熊本県 

地域への波及効果 ：市街地形成の誘導 

シ ナ リ オ 分 類 ： 

■ まちなかにおける歩行空間の復権 

■ 路面公共交通、自転車環境の充実 

□ 地域資源を生かした新たな顔となる道路空間づくり 

□ 水辺、公園整備等関連事業との連携 

□ 既存道路ストックの民間活用 

 

 

16 
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熊本駅城山線 

熊本県 

熊本市 

本事業から学べるポイント                                         

サイドリザベーション方式を採用した道路

空間再編により、LRT 利用者の利便性と安

全性を向上 

 

事業の概要                                                                  

九州新幹線の開業に伴い、熊本駅では在来線の連続立体交差事業、地域高規格道路と駅を結ぶ都市計画道路

事業、駅西土地区画整理事業などの「熊本駅周辺地域整備事業」を進めている。 

河川を中心とした「水辺の景」、駅を中心とした「出会いの景」、道路を中心とした「木立の景」から構成される「パー

クステーション」のコンセプトの下、「木立の景」の軸となる都市計画道路 熊本駅城山線において、現道拡幅、市電サ

イドリザベーション化を実施し、街路樹の中を人や車、市電が通る「森のみち」を整備したものである。 

熊本駅周辺は、まちなかから約２km 離れているため、商業中心の副都心ではなく、「パークステーション」という整備

コンセプトが掲げられた。この内、路面電車が走る熊本駅城山線は、緑豊かな林の中を走る個性的な「森のみち」とし

て、再整備された。 

 

事業の経緯                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年 事業経緯等 

2001 年 「第 5 次熊本市総合計画」にて、熊本駅周辺整備を位置付け 

2003 年 「熊本市都市計画マスタープラン」にて、熊本駅周辺整備を具

体化 

2004 年 「熊本駅周辺地域まちづくり推進協議会」発足 

2005 年 「ＪＲ鹿児島本線等鉄道高架化及び熊本駅周辺地域等の整

備に関する協定」締結 

「熊本駅周辺地域整備基本計画」策定 

熊本駅城山線 都市計画変更 

2006 年 「熊本駅周辺地域都市空間デザイン会議」発足 

2007 年 「熊本駅周辺地域都市空間デザインガイド」策定 

2008 年 熊本駅城山線 着工 

2010 年 熊本駅城山線 供用開始 

2018 年 鉄道在来線高架化 完了（予定） 

熊本市は、熊本城下の都心部に商

業・業務機能が一極集中する都市構

造のため、自動車の増加によって交

通渋滞が発生していたほか、大型商

業施設の郊外立地、福岡市における

集客施設の増加を受けて、都心部の

商業売上額が減少するとともに、空き

店舗が増加傾向にあった。このため、

「熊本市総合計画」において、都心部

と駅周辺が互いに効率的に機能を分

担し、有機的に連携する都市構造へ

の再構築を図ることとした。 

対象路線図            
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整備前                                              

  

 

整備後                                               

  

 

 

 

 

断面図

断面図 出典：熊本市

平面図

出典：熊本市

出典：熊本市
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本事例の【事業の構想・計画】から学べるポイント  
 

利用者の立場からデザインコンセプトを策定し、人の目線から捉えた

トータルな空間を構想 

 熊本駅周辺地域 都市空間デザインガイドの策定 

熊本駅周辺地域では、良好な都市空間の形成を図り、都市空間デザインの基本的な考え方と進め方を示した

「熊本駅周辺地域都市空間デザインガイド」を作成している。利用者の目線に立ってデザインを進めることを目指し、

都市空間を構成する「３つの骨格」とそれを取り巻く「生活空間」について、デザインのコンセプトとなる「景」のあり方

を定めている。「景」とは、人の目線から捉えた空間のまとまりを指し、建物や道路、水、緑など全ての空間要素により

構成されるまとまりとして、空間デザインを行うこととしている。 

具体的には、熊本駅を中心とした緑と賑わい・交流の空間としての「出会の景」、市電を軸とした緑の街並みとして

の「木立の景」、水辺を軸とした歩行空間としての「水辺の景」の３つを位置づけ、空間デザインの方向性を整理して

いる。 

 

 

  出典：熊本市「熊本駅周辺地域 都市空間デザインガイド」 
デザインコンセプト
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デザイン調整の仕組みを構築し、関係者間の調整及びデザインの

一貫性を担保 

 熊本駅周辺地域都市空間デザイン会議 

様々な整備主体が混在する駅周辺整備において、特徴的な街並みを形成するには、デザイン調整を上手く行う

必要がある。熊本駅の周辺整備では、多様な関係者の意見調整や長期間にわたるデザインの一貫性の確保に加

え、九州新幹線開通の前倒しに伴い機動性を確保することが必要であったため、マスターアーキテクトをはじめとす

る従来の仕組みとは異なるデザイン調整の枠組みが求められた。 

そこで、都市デザインの指導や事業者間の調整を図る仕組みとして、「熊本駅周辺地域都市空間デザイン会議」

を設立した。具体的な調整のシステムは、①整備全体の骨格、及び WG で協議したデザイン方針や実設計・調整

の確認を行う「本会議」、②デザイン方針、公共空間設計、各主体とのデザイン調整の実働を行う「ワーキングシス

テム（WG）」、③デザインの方針とデザイン案を示す「デザインガイド」の 3 つから構成されている。 

 

 

  出典：熊本市

検討体制
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 本会議 

「出会の景」、「木立の景」、「水辺の景」の３つの景を構成する公共空間、及び駅舎、東Ａ地区再開発、合同庁舎

といった街並みを形成する上で重要な公共空間・施設の調整を行っている。 

 

 ワーキングシステム(ＷＧ) 

地元の若手学識経験者３人を中心とした「ワーキングシステム（WG）」を設立し、テーマやコンセプトの設定から

詳細なデザイン決定まで、学識、行政、コンサルタントが立場の枠を超えて自由かつ頻繁な議論を行っている。 

また、３つの景に含まれない都市計画道路や公園・緑地等の公共空間、及び本会議の調整対象とならない大規

模な建築物等などについての調整も行っている。民有の建築物についても、ワーキングシステムが調整の必要あり

と判断した場合においては、事業者との調整を行っている。 

 

 デザインガイド 

熊本駅周辺における良好な都市空間の形成を図り、デザインの統一

や長期にわたるデザインの一貫性の確保を目的に、事業者や住民と都

市空間デザインの考え方を共有するツールとして「デザインガイド」を作

成している。主に、戸建住宅や生活道路等、本会議及びワーキングシ

ステムの対象とならない施設について、本デザインガイドを利用しながら

事業者・設計者がデザインの検討を行っている。 

デザインガイドは、「熊本駅周辺地域都市空間デザイン会議」におい

て検討した、熊本駅周辺における都市空間デザインの基本的な考え方

と進め方を示しており、色彩・形態・材質といった都市空間の表層的な

要素だけを対象とするのではなく、施設の配置等も対象としながら、利用

者にとって使いやすく、判りやすく、安全で、快適な都市空間の形成を目

指している。 

  

出典：熊本市「熊本駅周辺地域 都市空間デザインガイド」

熊本駅周辺地域 都市空間デザインガイド 
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本事例の【空間デザインの検討】から学べるポイント 
 

サイドリザベーション方式により、利用者の利便性を確保 

 道路空間の再編 

道路を横断せずに市電の乗り降りができるよう、上下線の軌道を歩道寄りに移設した。既存軌道のサイドリザベー

ション化としては、日本で初めての本格的な試みである。 

安全確保の一環として、歩行者や二輪車等の軌道内への進入を防ぐ

ため、軌道敷の歩道側・車道側両方にフェンス又は植樹帯を設置してお

り、専用軌道のような景観となっている。軌道とは反対の東側歩道が河川

に面しており、乗降の需要がないこと、西側沿道の大規模開発と同時に

計画を進めることで沿道の出入りを事前に制限できたことから、サイドリザ

ベーションによる沿道への影響を最小限に抑えることができた。 

安全上の観点から交差点部に路面電車専用の信号が設置されたこと

で、サイドリザベーション化区間における所要時間は延びたものの、道路

を横断せず路面電車の乗降が可能となったこと、停留所に屋根及びベ

ンチが設置されたこと等を受けて、利便性が向上した 

 

 

 

沿道との一体的な整備により連続性のある空間を創出 

 沿道との一体的な整備 

「緑のまち並みの中を市電が走る、美しい空間」というデザイン指針を

踏まえて、沿道空間と歩道が連携したうるおいとにぎわいのある空間、木

立の中を走る路面電車が連続性を生むような空間づくりを目指した。 

「木立の景」のデザインコンセプトは、自然植生の中を人、車、路面電

車が通る街路空間であることから、歩道幅員 4ｍを確保しつつ、多彩な

樹種によるランダム植栽を施した。具体的には、クスノキ、ケヤキ、イチョウといった大木を 20～30m の間隔で配置し、

その間にヤマボウシやサルスベリ、モクセイなどを配置している。これにより、軌道敷の芝生・植栽と歩道の植栽が一

体となって、広がりのあるみどりの空間を形成している。  

サイドリザベーション

熊本駅城山線 イメージスケッチ

出典：熊本市

出典：熊本市

サイドリザベーション区間位置図
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本事例の【事業効果の計測】から学べるポイント 
 

地価や人口により整備効果を検証 

 エリア価値の向上 

熊本駅周辺地域整備事業では、市電サイドリザベーション化を始め、鉄道の高架化に併せた土地区画整理事業

や市街地再開発事業、連続立体交差事業、地域高規格道路と駅部を結ぶ都市計画道路事業など一体的な整備

を行っている。 

一連の事業の効果として、専門学校の立地に伴う昼間人口の増加や、マンション建築等による周辺の夜間人口

の増加が見られた。さらに、駅周辺の開発が誘発されたことにより、熊本市西区の住宅地及び商業地の地価が下落

する中、駅周辺については地価が上昇していることが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事例の課題・展望等 
 

 沿道とのデザイン調整 

「緑の街並みの中を市電が走る」という景観を維持するためには、今後、沿道で開発が行われる際に、沿道事業

者及び開発事業者とのデザイン調整が必要となる。 

 

 交差点での交通処理能力の検討 

サイドリザベーション区間の２箇所の交差点においては、事故防止の観点から自動車の右左折と路面電車の直進

を分離したため、路面電車の所要時間が長くなっている。サイドリザベーション区間においては、自動車交通と路面

電車のバランスの取れた円滑化を図ることが重要である。 

 

 継続的な整備効果の検討 

周辺の都市開発事業とサイドリザベーションの効果として、地価の上昇をはじめとするまちの変化が確認できた。

今後も継続的に地価の動向、路面電車の利用者数の変化や高齢者の外出率といった指標を整理することが重要

である。 

指標 従前地 数値 

夜間人口 

（春日地区） 

1,653 人 

（H21） 

2,919 人 

(H27) 

地価 

（駅東側商業地） 

450 千円 

（H21） 

515 千円 

(H27) 

出典：都市と交通「鹿児島本線外１線連続立体交差事業のストック効果について」 

整備効果
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鉄輪温泉 

いでゆ坂等 

地区内街路 

大分県 

別府市 
 

 事業の分類                     

道 路 空 間 の性 格 ：歴史地区・観光地の一般街路 

事 業 背 景 ・目 的 ：まちの活性化 

歩行環境の改善 

手 段 ：空間再配分 

延 長 ：0.374 ㎞ 

幅 員 ：7.0ｍ  

沿 道 特 性 ：観光系 

事 業 推 進 方 法 ：官民連携型 

事 業 期 間 ：2005～2009 年度 

事 業 者 ：別府市 

地域への波及効果 ：来訪者の増加 

シ ナ リ オ 分 類 ： 

■ まちなかにおける歩行空間の復権 

□ 路面公共交通、自転車環境の充実 

□ 地域資源を生かした新たな顔となる道路空間づくり 

□ 水辺、公園整備等関連事業との連携 

□ 既存道路ストックの民間活用 
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鉄輪温泉 

いでゆ坂等 

地区内街路 

大分県 

別府市 

本事業から学べるポイント                                         

道路修景を通じた面的な歩行者空間の 

整備により回遊型の観光パターンを創出 

 

 

 

事業の概要                                                                  

別府八湯の一つである鉄輪温泉地区は、湯治場として栄え、豊富な温泉に恵まれた別府を代表する温泉場であ

る。しかし、近年の交通事情の変化、住民の高齢化、まちの魅力づくりの弱さなどから、観光客数が減少し、将来への

危機感が高まっていた。 

このため、ふれあいと情緒ある温泉街の賑わい再生、うるおいに満ちた湯けむりたなびく交流型観光地の創出を目

標に掲げ、人的交流が活発で賑わいのある観光拠点づくりに取り組んできた。観光交流センターを併設した温泉施設

や広場の整備、地区内道路（全９路線)の石張り舗装など、面的な整備を通して、路地裏・湯けむり散策が楽しめる温

泉街としてまちの再生を図ったものである。 

 

 

事業の経緯                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

対象路線図            

鉄輪温泉地区は別府八湯の一つと

して鎌倉時代より湯治場として栄えた

が、 近では交通事情の変化や住民

の高齢化、まちの魅力づくりの弱さな

どにより、観光客数が減少し、将来へ

の危機感が高まっていた。特に、地区

内の道路は、温泉管の維持管理に伴

う道路掘削のために路面がつぎはぎ

だらけとなっており、観光地に相応し

い状況ではなかった。 

年 事業経緯等 

2004 年 別府観光推進戦略会議により、別府観光推進策に関する

答申、提言書 

｢鉄輪温泉地区まちづくり整備事業受入協議会」設立 

「都市再生整備計画」策定 

2005 年 まちづくり交付金事業開始 

みゆき坂の石畳化完了 

2006 年 タウンウォッチング(参加人数 10 名) 

第 1 回ワークショップ（参加人数 14 名） 

いでゆ坂の石畳化完了 

温泉遺産の「洗濯場」の復元 

2007 年 第 2 回ワークショップ（参加人数 11 名） 

第 3 回ワークショップ（参加人数 11 名） 

2009 年 事業終了 
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整備前                                              

  
 

 

整備後                                               

  

 

 

 

  

断面図 出典：別府市

断面図

出典：別府市

平面図
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本事例の【事業の構想・計画】から学べるポイント  
 

行政と地元が複数の検討委員会で議論し、官民協働の事業を推進 

 検討体制の構築 

まちづくり交付金事業の地元受入協議会を設置し、行政と地元が協働して事業推進を図るための体制を整えた。

事業の推進を行う「鉄輪温泉地区まちづくり整備事業受入協議会」や地元要望を整備内容に反映するため、「市道

整備、温泉管共同 BOX、街路灯、サイン設置検討委員会」、「むし湯温泉建替え検討委員会」、「大谷公園、ポケ

ットパーク、モニュメント整備検討委員会」、「湯けむり景観保全・街並みデザイン検討委員会」など、内容に応じた

検討委員会を設置し、行政と地元が一緒になって議論しながら、事業を進めていった。 

 

 

本事例の【事業構造の構築】から学べるポイント 
 

まちづくり交付金の活用による地区全体の一体的な整備の促進 

 まちづくり交付金 

「石畳の整備等の高質空間化により情緒に

みちた湯けむり散策のできるまちづくり」、「温

泉場の整備等により観光客と住民とのふれあ

いの場の創出」を目標に、都市再生整備計

画を策定し、まちづくり交付金を受けることで、

右図に示すような一体的な面的整備を実施

することができた。 

 

 

 

  
出典：別府市

まちづくり交付金事業
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本事例の【空間デザインの検討】から学べるポイント 
 

歩行者の安全・維持管理の効率を向上するための道路空間整備 

 温泉街に相応しい道路景観整備 

歩行者の安全を確保するため、自動車走行速度の抑制が課題とな

っていた。温泉街の雰囲気に配慮し、かつ歩行者の安全を確保する

ため、路側帯は明示せず、舗装パターンによる車線のイメージ狭さくや

ハンプを設けた。また、歩道照明や案内サインについても、情緒と味

わいある温泉街の雰囲気を損なわないデザインとした。 

  

 共同 BOX の設置 

以前は温泉管の維持管理にあたり、道路掘削を行っていたため、

作業の効率が悪い上に、つぎはぎ状態の舗装がまちの景観を阻害し

ていた。そこで、道路空間の質の向上と維持管理の効率向上のため、

石畳舗装と温泉管共同ＢＯＸを整備した。温泉管をまとめて埋設する

とともに、随所に管理孔を設けることで、温泉管の維持管理に伴う道路

掘削を解消した 

 

面的な歩行者空間の整備により回遊型の観光パターンを創出 

 地区全体での空間整備 

メインストリートのいでゆ坂だけでなく、周辺の９路線についても面的な景観整備を実施することで、地区全体の歩

行環境を整え、回遊性の高い空間を創出している。温泉情緒溢れる街並みを演出するため、街路灯についても石

畳舗装の整備と併せ、メインの通りには和風の街路灯を、裏路地には風情を醸し出すため裸電球を設置している。 

整備後は、整備路線を NPO 法人鉄輪湯けむり倶楽部主催の湯けむり散歩コースに組み入れるとともに、地区内

に点在する温泉遺産の活用を図った。市営温泉の建替えに伴い、観光交流センターを併設し、観光客と地域住民

が交流する新たな観光拠点を創出するとともに、鉄輪むし湯と元湯跡地などに、人々が集まりふれあいができる空

間としてポケットパークを整備し、フリーマーケット等を通じた地元住民と観光客の交流を図っている。面的な街路整

備と併せ、これらの拠点整備を行ったことで、まちの回遊性が向上し、まち歩きを楽しむ観光パターンが生まれてい

る 

 
観光交流センター「鉄輪むし湯」 むし湯ポケットパーク まちおこしセンター「地獄蒸し工房 鉄輪」

出典：別府市

温泉街の雰囲気に配慮した歩道照明（左）とサイン（右）

石張り舗装と温泉管共同ボックス
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本事例の【マネジメントの展開】から学べるポイント 
 

地域団体による温泉施設の管理・清掃 

 管理、清掃活動の実施 

鉄輪温泉地区には自治会が７つあり、温泉まつりの参加や清掃活動、敬老会や忘年会など、各種行事を実施し

ている。この他にも 16 の地域団体が存在し、うち 4 団体が公的助成を受けてまちづくり活動をに取り組んでいるほか、

全ての団体が鉄輪焼酎の販売、まちあるきの企画、観光案内板の設置といった商業・観光に関わる事業を展開し

ている。また、鉄輪温泉街にある立ち寄り湯についても、地元の組合組織が管理や掃除を行っている。 

 

イベントの実施により、まち内外の交流を促進 

 交流イベントの開催 

1999 年に別府八湯竹瓦クラブが立ち上がり、旧別府の街並みをめぐるツアー型の交流イベント「別府八湯ウォー

ク」を開催している。鉄輪地区でも毎月第 3 日曜日に「鉄輪温泉湯けむり散歩」、毎週土・日曜日には「鉄輪温泉ゆう

ぐれ散歩」と題するイベントを行っており、温泉に寄ったり、地獄蒸し料理を食べたりと、地区の魅力を周知するため

のイベントを開催し、まちの内外の交流促進を図っている。 
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本事例の【事業効果の計測】から学べるポイント 
 

まちづくりの目標を定量化する指標を設定し、事業効果を検証 

 地域交流の活性化 

鉄輪温泉まちづくりの目標は以下のような構成となっており、各目標を定量化するための指標と従前地値、目標値、

評価値を設定した上で、評価を行っている。 

大目標：ふれあいと情緒ある温泉街の賑わいを再生し、うるおいに満ちた湯けむりたなびく交流型観光地を創造す

る。 

目標１：人的交流を活発化し、賑わいのある観光拠点を整備する。 

目標２：地域特性を活かした景観形成に取り組み、街全体が観光資源となる環境を整備する。 

目標３：来訪者が安心して路地裏、湯けむり散策を楽しめる環境を整備する。 

 

 

 

 

本事例の課題・展望等 
 

 歩行環境の改善 

観光客の増加に伴い、鉄輪温泉地区内に流入する自動車が増加している。歩行者の安全を確保するために、駐

車場の整備や自動車交通と歩行者交通の分離を図ることが重要である。 

 

 継続的な整備効果の検証 

歩行空間整備によって、一定の整備効果が確認された。今後、観光客数の変化や温泉地としての収益構造の動

向についても整理・検討していくことが期待される。 

  

出典：別府市まちづくり交付金事後評価リーフレット

事業効果の検証
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温泉街のメインストリートに相応しい景観が観光地の魅力を高める

街路の面的な整備によりまちなかの回遊性が高まる



国内ベストプラクティス事例の索引

歩行空間
の復権

公共交通・
自転車環境

の充実

地域資源を
活かした
顔づくり

関連事業
との連携

道路ストック
民間活用

1 北海道 札幌市 創成川通 道路の地下化・上部空間の活用により、交通混雑の緩和と地域の活性化を実現 河川・水路沿いの道
環境保全・アメニティ向上
交通の円滑化

空間再配分 1.1 km 56.8 m 業務系
専門家
導入型

2002～2010年 札幌市 地域交流の活性化 〇 〇

2 北海道 札幌市
札幌駅前通
地下歩行空間

道路空間活用による収益をまちの賑わいづくりのための事業資金として活用 まちなか広場 歩行者回遊性の向上 広場整備 0.52 km

36.36 m
（地上）
12.00 m
（地下歩道）

商業・業務系 官民連携型 2005～2011年
札幌市、
北海道開発局 札幌開発建
設部 札幌道路事務所

来訪者の増加 〇 〇

3 宮城県 女川町 レンガみち
地域資源を生かしたまちの新たな顔となる道路空間と、沿道の一体的な空間整備に
より、地域の賑わいと交流を創出

プロムナード シンボル空間の創出 新設 0.17 km 15.0 m 商業系
専門家
導入型

2013～
2015年

女川町 地域の活性化 〇 〇

4 福島県 喜多方市 ふれあい通り 地域資源を生かした道路と沿道の一体的な空間形成により、地域を活性化 商店街（歴史・観光系）：その他
まちの活性化
歩行環境の改善

空間再配分 0.89 km 11.0 m 商業系 官民連携型 1988年～
福島県
喜多方建設事務所

来訪者の増加 〇

5 東京都
目黒区
世田谷区

九品仏川緑道
官民が連携し、道路整備と一体的に継続的な沿道まちづくりを進め、歩行環境の改
善と賑わい創出を実現

商店街（一般）：大都市広域型
まちの活性化
歩行環境の改善

施設更新 0.40 km 11.0 m 商業系 官民連携型 2007～2010年
（株）ジェイ・スピリット、
自由が丘商店振興組合、
目黒区、世田谷区

地域の回遊性の向上 〇

6 神奈川県 横浜市 日本大通り
公益性を担保した地域団体による道路占用の仕組みを構築することで、継続的な道
路の利活用を実現

目抜き通り：大都市都心部
景観形成・町並み保存
シンボル空間の創出

空間再配分 0.43 km 36.0 m 業務系 官民連携型 1999～2002年 横浜市 賑わいの創出 〇 〇

7 京都府 京都市 四条通り 危機意識の共有を契機としたまちづくりと一体となった面的な交通環境の整備 商店街（一般）：大都市広域型
歩行環境の改善
まちの活性化

空間再配分 1.12 km 22.0 m 商業・業務系 官民連携型 2006～2015年 京都市 来訪者の増加 〇 〇

8 大阪府 大阪市
グランフロント大阪
地区中央東西通り他

まちの賑わい創出に資する道路空間の有効活用とともに、大阪版BID制度を活用し、
エリアマネジメントの財源を確保

目抜き通り：大都市都心部
シンボル空間の創出
まちの活性化

多目的利用 約1.3 km
17～
40m

商業・業務系 官民連携型 2005～2013年

大阪市
UR都市機構
(一社)グランフロント大阪
TMO

エリアブランドの創出
を通じた多数の来訪
者の誘引

〇 〇

9 大阪府 大阪市 御堂筋
将来像を見据え、社会実験を通じて事業内容の改善・深化を図り、継続的な道路空
間再編を展開

目抜き通り：大都市都心部 歩行環境の改善 空間再配分 3.0 km 44.0 m 商業・業務系 官民連携型 2013年～ 大阪市 賑わいの創出 〇 〇

10 兵庫県 神戸市 旧居留地明石町筋 都市の記憶を継承する沿道と一体となったみちづくりの実践 商店街（一般）：大都市広域型 歩行環境の改善 空間再配分 0.35 km 17.0 m 商業・業務系 官民連携型 2008～2011年 神戸市 来訪者の増加 〇

11 兵庫県 姫路市 大手前通り
多くの異論が出る状況を関心の高まりと捉え、積極的な市民参加の機会を準備し、合
意を形成

目抜き通り：地方都市駅前 歩行環境の改善 空間再配分 0.16 km 50.0 m 商業・業務系
専門家
導入型

2006～2014年 姫路市 地域の回遊性の向上 〇 〇

12 島根県 松江市 宍道湖夕日スポット 道路・河川・公園の連携事業により、単独事業では解決できない課題を解決 河川・水路沿いの道
景観形成・町並み保存
歩行環境の改善

現道拡幅 0.42 km
20.6 m
（代表幅員）

観光系 官民連携型 2001～2006年
中国地方整備局 出雲河川
事務所・松江国道事務所、
松江市

地域交流の活性化 〇 〇

13 島根県 出雲市 神門通り線 道路空間再編と沿道修景により歩行者主体の空間を創出 商店街（歴史・観光系）：参道型
まちの活性化
歩行環境の改善

空間再配分 0.33 km 12.0 m 観光系
専門家
導入型

2010～2012年 出雲県土整備事務所 来訪者の増加 〇 〇

14 香川県 高松市 丸亀町商店街Ａ街区
商店街の賑わい創出に資する道路と沿道の一体的な整備によるエリアマネジメント
の展開

商店街（一般）：地方中心商店街
まちの活性化
交流活動の促進

施設更新 0.06 km 8.0 m 商業系 官民連携型 1995～2006年
高松丸亀町商店街Ａ街区
市街地再開発組合、高松丸
亀町商店街振興組合

来訪者の増加 〇 〇

15 愛媛県 松山市
道後温泉
本館周辺広場

道路の付け替えにより地域の顔となる歩行者優先の空間を創出 歴史地区・観光地の一般街路
景観形成・町並み保存
歩行環境の改善

広場整備 0.20 km 10.5 m 観光系
専門家
導入型

1992～2009年 松山市 来訪者の増加 〇 ○

16 熊本県 熊本市 熊本駅城山線
サイドリザベーション方式を採用した道路空間再編により、LRT利用者の利便性と安
全性を向上

LRT・BRT走行道路 路面公共交通の拡充 現道拡幅 0.57 km 36.0 m 業務系 首長先導型 2008～2010年 熊本県 市街地形成の誘導 〇 〇

17 大分県 別府市
鉄輪温泉いでゆ坂等
地区内街路

道路修景を通じた面的な歩行者空間の整備により、回遊型の観光パターンを創出 歴史地区・観光地の一般街路
まちの活性化
歩行環境の改善

空間再配分 0.374 km 7.0 m 観光系 官民連携型 2005～2009年 別府市 来訪者の増加 〇

手段No 都道府県 市町村 道路名
道路空間の

性格
事業背景・目的学べるポイント

シナリオ分類

延長 幅員 事業期間
事業推進

方法
事業者沿道特性

地域への
波及効果
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1 北海道 札幌市 創成川通

2 北海道 札幌市
札幌駅前通
地下歩行空間

3 宮城県 女川町 レンガみち

4 福島県 喜多方市 ふれあい通り

5 東京都
目黒区
世田谷区

九品仏川緑道

6 神奈川県 横浜市 日本大通り

7 京都府 京都市 四条通り

8 大阪府 大阪市
グランフロント大阪
地区中央東西通り他

9 大阪府 大阪市 御堂筋

10 兵庫県 神戸市 旧居留地明石町筋

11 兵庫県 姫路市 大手前通り

12 島根県 松江市 宍道湖夕日スポット

13 島根県 出雲市 神門通り線

14 香川県 高松市 丸亀町商店街Ａ街区

15 愛媛県 松山市
道後温泉
本館周辺広場

16 熊本県 熊本市 熊本駅城山線

17 大分県 別府市
鉄輪温泉いでゆ坂等
地区内街路

No 都道府県 市町村 道路名

道路線形・構造改良 緑地整備 護岸整備 公園整備 － － －

歩行空間整備 舗装の高質化 道路付属物の修景 地下道整備 － － －

歩行空間整備 舗装の高質化 道路付属物の修景 無電柱化 － － －

幅員再構成 歩行空間整備 無電柱化 アーケード撤去 ファサード整備 公園整備 －

広場整備 その他施設整備 舗装の高質化 接続路線整備 ファサード整備 － －

幅員再構成 舗装の高質化
道路占用許可の
特例制度を活用

無電柱化 公園整備 オープンカフェ －

幅員再構成 舗装の高質化 その他施設整備 交通結節点改善 － － －

歩行空間整備 道路緑化 無電柱化 セットバック
道路占用許可の
特例制度を活用

区画整理 －

幅員再構成 自転車走行空間整備 その他施設整備 － － － －

幅員再構成 歩行空間整備 舗装の高質化 － － － －

幅員再構成 駅前広場整備 その他施設整備 交通結節点改善 － － －

護岸整備 歩行空間整備 駐車場整備 公園整備 － － －

幅員再構成 舗装の高質化 道路付属物の修景 無電柱化 公園整備 駐車場整備 －

歩行空間整備 その他施設整備 広場整備 市街地再開発 休憩施設整備 － －

道路線形・構造改良 舗装の高質化 道路付属物の修景 無電柱化 交通結節点改善 ファサード整備 －

道路整備 歩行空間整備 無電柱化 接続路線整備 交通結節点改善 － －

幅員再構成 舗装の高質化 休憩施設整備 無電柱化 接続路線整備 広場整備 －

主な事業内容
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1.事業構想・計画段階 2-1 2-2 3 4 5 

 

1－1 

  

  

  

 

Ⅴ 海外ベストプラクティス集   

  
地域づくりの目標に対して効果を発現し、 

地域に貢献している取り組みの中から、 

地域づくりを支える道路空間再編を展開する場合に 

学べるポイントを多数含む海外事例を整理 
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海外ベストプラクティス 学べるポイント一覧 

学べるポイント 

事例 

国・都市名 道路名・ 

プロジェクト名 

1 
道路空間活用プログラムにより、民間による整備・維持 

管理の取り組みを水平展開 

アメリカ・ 

サンフランシスコ 

パークレット 

（Parklet） 

2 
道路空間の利用転換により、都心部における自動車交通

量の削減を図るとともに、エリアの魅力・交流を創出 

フランス・ 

パリ 

セーヌ川河岸道路 

（Promenade des 

Berges de la Seine） 

3 
歴史的中心地の街路整備と一体となった都市と港湾の 

再生により、地域を活性化 

フランス・ 

マルセイユ 

ベルジュ埠頭 

（Quai des Belges 

Place de la Major） 

4 
都市全体における道路空間の役割分担を見直し、人優先

の快適な道路空間へ転換 

イギリス・ 

ロンドン 

エキシビション・ 

ロード 

（Exhibition Road） 

5 

BRT 走行空間の拡大により、公共交通を軸としたまちづくり

を推進するとともに、自動車交通から公共交通への転換を

促進 

フランス・ 

リヨン 

ラファイエット通り 

（Cours Lafayette） 

6 
自転車を重要な都市交通手段として位置づけ、経済・社会

開発を支える戦略的政策として自転車施策を展開 

イギリス・ 

ロンドン 

サイクル・スーパー

ハイウェイ 

（Cycle Superhighway） 

7 
指定エリア内の自動車通行の大幅な制限により、低コスト

で住民の生活環境を向上 

スペイン・ 

バルセロナ 

スーパーブロック 

プロジェクト 

（Superblock project） 

8 
広範囲に渡る公共空間の面的整備とソフト施策の複合 

戦略により、総合的な都市環境の改善を実現 

メキシコ・ 

メキシコ・シティ 

レヒーナ回廊 

（Corredor Regina） 

9 
明確な都市空間再編の戦略を打ち出し、段階的な社会 

実験等を通じて、道路空間の広場化を実現 

アメリカ・ 

ニューヨーク 

タイムズスクエア 

（Times Square 

Broadway/W 42nd St） 

10 
自動車の通過速度を抑制するデザイン上の工夫により、 

車優先の道路空間を歩行者優先の空間に転換 

アメリカ・ 

シアトル 

ベルストリート・ 

パーク 

（Bell Street Park） 
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海外ベストプラクティス集の読み方（各事例 1 ページ目） 

  

事業の分類を整理 

道路名・プロジェクト名、 

国名、都市名を掲載 

事例のナンバー 
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海外ベストプラクティス集の読み方（各事例 2 ページ目） 

  
事例の最もキーとなる学べるポイントを整理 

事業の概要を記載 

事業の経緯を整理 

位置図を掲載 
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海外ベストプラクティス集の読み方（各事例 3 ページ目） 

  
整備前後の状況変化を比較するため、写真、平面図、断面図を掲載 
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海外ベストプラクティス集の読み方（各事例 4 ページ目以降） 

 事業の各段階別の学べるポイント、具体の取組内容を整理。 

（空間デザイン上の工夫、構想・計画から維持管理段階までの一貫性を確保するための

工夫、継続的な道路の維持管理・利活用に効果的なマネジメントの工夫等を整理） 
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パークレット 

アメリカ 

サンフランシスコ 

 事業の分類                     

道 路 空 間 の性 格 ：一般市街地の幹線道路  

事 業 背 景 ・目 的 ：まちの活性化 

手 段 ：多目的利用 

延 長 ：既存駐車帯内 

幅 員 ：既存駐車帯内 

沿 道 特 性 ：商業系、住宅系 

事 業 推 進 方 法 ：官民連携型 

事 業 期 間 ：2010 年～ 

事 業 者 ：民間 

地域への波及効果 ：にぎわいの創出 

シ ナ リ オ 分 類 ： 

□ まちなかにおける歩行空間の復権 

□ 路面公共交通、自転車環境の充実 

□ 地域資源を生かした新たな顔となる道路空間づくり 

□ 水辺、公園整備等関連事業との連携 

■ 既存道路ストックの民間活用 

 

1 
  

  

出典：画像©San Francisco Planning Department
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パークレット 

アメリカ 

サンフランシスコ 

本事業から学べるポイント                                         

道路空間活用プログラムにより、民間による

整備・維持管理の取り組みを水平展開 
 

 

 

事業の概要                                                                  

サンフランシスコ市では未・低利用の道路空間を公共空間へと転換する Pavement to Park（P2P）プログラムを策

定し、道路空間の魅力向上を図っている。市内の土地の 25%を占める街路空間には、実質使われていない領域が多

い。この未・低利用空間を手軽に歩行者空間へと転換する試みが P2P プログラムであり、その目標は、①街路が持つ

潜在的な機能の発揮、②非自動車交通の利用促進、③歩行者の安全と賑わいの向上、④コミュニティ交流の育成、

⑤地元商店や地域ビジネスの支援となっている。 

パークレットはこの P2P プログラムの一環として、広幅員道路の駐車帯に人が滞留できる仮設的な装置や設備を設

置し、広場化させる制度の名称で、サンフランシスコの多くの地域に展開している。パークレットは希望者のプロポーザ

ルに基づいて設置されるため、多様な主体によるパークレットのデザイン、設置、維持管理が行われている。 

 

事業の経緯                                             

 

 

 

  

2005 年、地元建築家（Reber）が駐車

スペースに芝生とベンチを置いて仮設

の広場を作る「Parking」というパフォー

マンスを行ったところ、賑わいを見せた。

これが反響を呼び、毎年一回、アメリカ

各地で一斉開催される「Park(ing)day」と

呼ばれるイベントへと発展していった。 

折しも、歩行者志向の道路空間づくり

を模索していたサンフランシスコ市は、

このイベントに着目し、市内の道路・歩道

整備事業の一環として、道路上の仮設

的な広場の設置を制度化した。 

年 事業経緯等 

2006 年 サンフランシスコ市議会は道路の性能を自走車交通機

能に特化せず、歩行者志向の道路空間づくりを方向付け

るべく BetterStreetsPolicy を採択 

2008 年 サンフランシスコ市計画局がニューヨーク市交通局理事

(当時)を招聘 

ニューロークでの道路空間の広場化(プラザプログラムを

参考に、カストロ地区 17thStreet Plaza 整備を最初のパ

イロット事例に指定 

2009 年 道路の一部を実験的に暫定広場化 

 

2010 年 広場の本格的整備開始 

道路の一列を広場化するため、道路上仮設広場（パーク

レット）の設置プログラムを開始。パイロット事業を開始 

2011 年 パークレットの本格実施 

2013 年 サンフランシスコ市がパークレットのマニュアルを公開 

 

出典：Pavement to Parks Program HP

http://pavementtoparks.org/resources/

map-of-projects-in-san-francisco/

位置図              
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整備前                                               

   

 

整備後                                               

   

 

 

 

 

 

  

出典：inhabitat HP

http://inhabitat.com/noriega-street-parklet-is-a-succulent

-meeting-spot-crafted-by-the-community-in-san-francisco/

出典：画像©google

出典：画像©google

平面図
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本事例の【事業の構想・計画】から学べるポイント  
 

行政内に専門家で構成されたグループを組織し、効果的に公共空

間のデザインを先導 

 事業推進体制 

サンフランシスコ市では、都市計画、建築、ランドスケープ等の複合的な観点から都市空間の居心地を向上させ

ることを目的とし、市計画局内に極めて高い専門的技術を有する専門家で構成される「都市デザイングループ」を

組織している。都市デザイングループが中心となり、公営交通局、公共事業局等、関連部署との密接な協力の下、

P2P プログラム全体を所管している。都市デザイングループには定期的な人事異動は存在しない。転職によるキャリ

アアップは一般的であり、報酬も高水準に設定されているため、非常に人気の高いポジションであり、優秀な人材が

集まっている。都市デザイングループでは 5 つの事業を所管し、職位に応じて、部署が抱える事業を分担している。

都市デザイングループでは、民間に一定の責任と裁量を与えながら、プレイスメイキングや革新的な取り組みを推

進している。 

また、主要関連部局の代表者

からなる「代表者ワーキング会議」

を通じて、庁内の部局間の連携を

向上させるとともに、複雑な案件

についてはその場で対応を決定し

ている。 

 

本事例の【事業構造の構築】から学べるポイント 
 

マニュアルの公開により、完成までのプロセスを明確化し、民間によ

るパークレット設置を促進 

 パークレットマニュアル 

パークレットマニュアルがオンラインで公開されており、設置場所・基

本構成・デザイン等の技術的仕様がすべて記載されており、マニュアル

で設置までのプロセスが明確になっているため、スムーズな申請が可能

となっている。民間のパークレット申請者が、申請後、概ね半年程度で着

工できる環境が整えられている。ただし、パークレット設置の認可までの

期間は、プロジェクトの内容によって多少異なっている。また、パークレット

の設置にあたり、各所に通知を表示するとともに、住民の声を取り入れる

ための意見交換会を開き、周辺住民がその場で異議を唱えることも可能

となっている。住民の合意の下にパークレットが設置されるよう、合意形成

のプロセスがプログラムの中に組み込まれている。 

  

出典：San Francisco Parklet Manual

パークレットマニュアル

都市デザイングループの事業内容 
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マニュアルの充実と手続きのオンライン化により、民間によるパークレ

ット設置を円滑化 

 マニュアルの充実、手続きのオンライン化 

公道上のパークレットの設置は、公共事業局の命令（DPW Order No: 183392）で法的に規定されている。デザイ

ンから完成までの段階的な流れと設置方法に関するガイドラインを一冊

のマニュアルにまとめ、これを WEB 上で公開することで、民間によるパー

クレット設置の円滑化を図っている。毎年、設置プロポーザルの受付があ

り、希望者はマニュアルを元に応募し、市の関係機関の審査・採択を経

てパークレットを設置することができる。マニュアルでは、設置場所や基

本的な構成要素についての標準を定めているが、デザインについては

作り手の自由度が高く、多様なデザインが生み出されている。マニュア

ルに示された各段階の概要は、以下の通りである。 

第一段階：プレデザイン 

プレデザインでは、企画提案から周囲の人々への告知、最初の申請書提出まで行う。申請書では、現況平面図、

歩道や風景の写真、プロジェクトの説明文、及び提案される道の両側 20 フィートまでのサイトプランを示すことが求

められている。歩道や風景の写

真については、歩行者と車、双

方の視点の写真が求められる。 

 

 

第二段階：申請書検討・告知 

提出した書類を下に、サンフランシスコ市計画局・交通局・公共事業局による審査を受け、提案が選ばれると、公

に向けた通知期間が 10 日間設けられ、パークレット敷地に面した建物外壁か窓に書類を提示する必要がある。反

対意見が出た場合は、公共事業局によって数ヶ月間のヒアリングが行われる。 

第三段階：デザインの発展 

告知を終えた申請者は、計画局とともにデザインを発展させる。最終建設書類には、敷地平面図、アクセス計画、

詳細敷地図、全ての側面からの立面図、断面図等、詳細な資料が必要となる。前述の 3 部局から最終案の承認を

受け、許可料を支払うと、ようやく設置の許可が下りる。この際、近隣住民の賛同を証明する書類も必要となる。 

第四段階：制作・設置 

設置に先立ち、駐車禁止のサインやポール、車止めを用意する。制作開始 10 日前までに計画局・公共事業局に

連絡し、設置前の現地調査を行う。許可発行から 6 ヶ月までの間に制作を開始し（申請により＋6 ヶ月延長化）、制

作開始から 30 日以内に設置を完了させる必要がある。設置後、5 日以内に計画局・公共事業局による現地調査を

実施する。 

第五段階：完成 

マニュアルでは、設置後の設置者責任、維持管理、許可更新、設置者変更、道路整備、緊急時の対応等に関

する規定を定めている。  

出典：San Francisco Parklet Manual

パークレット完成までの流れ 

出典：San Francisco Parklet Manual

平面図例 写真の撮影方法例
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本事例の【空間デザインの検討】から学べるポイント 
 

空間デザインの仕様を設定することで、居心地の良い空間を創出 

 マニュアルで空間デザインの仕様を設定 

パークレットマニュアルでは、人間的で好ましいアメニティに関する 6 つの項目（作り付けの座面、多様な利用を誘発

する多様な形状、移動可能なファニチャー、植栽、照明、駐輪設備）について、空間デザインの仕様を設定しており、

通常、過半の項目において配慮が行われている。また、木材を多く使用するケースが数多く見られるのも特徴的で、頻

繁に管理・修繕を行う前提の下、素材の持つ柔らかさや温かみといった居心地の良さを優先していることが分かる。 

 

沿道店舗との区別を図ることで公共空間としての機能を担保 

 沿道店舗とパークレットの区別 

パークレットの多くは沿道店舗により維持管理されているが、店舗とパークレットの一体感が強い場合、パークレットが

公共空間ではなく、店舗の一部に感じられてしまう。パークレットは公共空間であることが前提であり、その公共空間とし

ての機能を担保するため、商業的利用は認めず、デザイン・管理の面でも店舗との区別を図ることをマニュアルに明記

している。 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：Parklet ホームページ

 http://pavementtoparks.org/resources/photos/#/ms-4/1

サンフランシスコ市の各地で設置されているパークレット 
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本事例の【事業の実施】から学べるポイント 
 

パークレットの設置基準と費用の明確化 

 パークレットの設置場所に係る基準 

設置の基準は以下の通りである。（パークレットマニュアルの記載内容） 

・ 制限速度 25mph（約 40km/h）以下の路線、それ以上は個別相談。 

・ 駐車帯に設ける。 

・ 路駐規則のある場所：yellow,white,green →可能、blue→不可。 

・ 設備機器付近、排水溝、マンホール上等は不可。バスゾーン内も不可。 

・ 市が街路改修等を計画する路線では、許可しない可能性もある。 

 

 パークレットの設置費用 

パークレットの設置費用は、市に払う許可申請の処理やパーキングメー

ター除去に係る費用として、基本料金、公共事業局許可手続き、現地調

査、駐車場と駐車メーターの除去等の項目によって構成されている。 

なお、申請に要した時間に応じた追加料金や、ヒアリングが必要になっ

た場合等の追加料金も定められている。 

 

パークレット設置者(民間)と関係行政機関の役割分担の明確化 

 パークレット設置者(民間)の役割 

パークレット申請者（民間）は、近隣の地権者・住民・商店街等への告知、資金負担（審査、制作・設置に係る全て

の費用）、パークレットのデザイン・制作・設置、設置後の様々な責務（維持管理など）など、様々な役割を主体的に

果たすことが求められる。 

 

 関係行政機関の役割 

パークレットの完成までには、設置者のほかサンフランシスコ市の計画局、交通局、公共事業局が下図の流れで

関わることとなっている。計画局は申請の受付事務とデザイン協議及び審査を担当し、交通局は歩行者・自転車・自

動車の通行上問題がないかどうかの審査を担当する。そして、公共事業局が法令及び性能審査と工事中及び竣工

後の検査、維持管理・修繕・使用

に関する協定の締結といった役

割を担う。申請から許可発行、そ

の後の管理・監視まで随時適当

な部局がパークレットに関与する

仕組みとなっている。 

 

 

  

基本料金 $791.00

駐車メーターを２つまで取り除く $650.00

公共事業局許可プロセス $230.94

現地調査（設置前と後） $191.50

更新費（一年後） $245.52
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去
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デザイン審査・許可 デザイン審査・許可

パークレット

制作・設置

完
成

6週間 5週間 2～6ヶ月程度 6ヶ月まで

パークレットの完成までの手続きの流れ 

出典：サンフランシスコにおける道路の広場化デザインに関する考察,日本建築学会計画系論文集 81 巻 725 号,1589-1599,2016 を参考に作成

パークレットの設置費用 
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本事例の【マネジメントの展開】から学べるポイント 
 

民間によるパークレットの整備・維持管理により、行政負担を伴わな

い仕組みを構築 

 民間による整備・維持管理の仕組みを構築 

パークレットの設置は、民間が申請し、立地条件やそのエリアの将来性も考慮に入れつつ、市が審査を通じて認

可している。費用負担や管理責任は全て民間側にあり、行政負担が伴わない仕組みとなっている。また、民間が維

持管理を怠った場合、設置の許可を取り消すことができる。 

 

 

本事例の【事業効果の計測】から学べるポイント 
 

パークレット設置の効果を定量面・定性面から評価 

 パークレット設置の効果 

2010 年にパークレットを設置した３ヶ所を対象とした調査（2011 実施）の結果は、以下の通りである。 

・ ストックン通りでは、一時間当たりの平均歩行者量が 44％増加した。一方、バレンシア通り、ポーク通りでは、

顕著な変化がなかった。 

・ ３ヶ所全てにおいて滞留行動の増加が見られ、特に週末に置いて顕著であった。 

・ 自転車の駐輪台数がどの地区でも増加した。 

・ 環境評価（社会的で楽しい場になったか、景観が向上したか）は、地区によって分かれた。 

・ 近隣の７つの商業者に対する調査ではいずれも売り上げが上がり、主な顧客は近隣住民でその多くが徒歩で

訪れているとの証言が５つの商業者から得られた。 

・ 駐車場が減ることに関して苦情を述べる商業者はおらず、好意的な評価を持っていた。 

 

参考文献 

・ Pavement to Parks Program HP 、http://pavementtoparks.org 

・ inhabitat HP、

http://inhabitat.com/noriega-street-parklet-is-a-succulent-meeting-spot-crafted-by-the-community-i

n-san-francisco/ 

・ 遠藤新、「サンフランシスコにおける道路の広場化デザインに関する考察」日本建築学会 計画系論文集 81

巻,725 号,1589-1599, 2016/7 

・ 渡邉、村山、清水、「サンフランシスコの”Parklet”の手続き・費用・技術基準に関する研究」日本建築学会東

海支部研究報告書 第 52 号,637-640,2014/2 

・ 渡邉、村山、清水、「サンフランシスコの”Parklet”の制度とデザインに関する研究」日本建築学会大会学術

梗概集 497-498,2014/9 
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セーヌ川河岸道路 

フランス 

パリ 

 事業の分類                    

道 路 空 間 の性 格 ：河川・水路沿いの道 

事 業 背 景 ・目 的 ：環境保全・アメニティ向上 

歩行者回遊性の向上 

手 段 ：敷地転用 

延 長 ：約 2.3 ㎞(左岸) 

約 1.5 ㎞（右岸） 

幅 員 ：35ｍ 

沿 道 特 性 ：商業・観光系 

事 業 推 進 方 法 ：首長主導型 

事 業 期 間 ：2012～2013 年 

（多利用目的は 2000 年～） 

事 業 者 ：パリ市 

地域への波及効果 ：地域活動の活性化 

シ ナ リ オ 分 類 ： 

■ まちなかにおける歩行空間の復権 

□ 路面公共交通、自転車環境の充実 

■ 地域資源を生かした新たな顔となる道路空間づくり 

□ 水辺、公園整備等関連事業との連携 

■ 既存道路ストックの民間活用 

 

2 
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セーヌ川河岸道路 

フランス 

パリ 

本事業から学べるポイント                                         

道路空間の利用転換により、都心部におけ

る自動車交通量の削減を図るとともに、エリ

アの魅力・交流を創出 
 

 

 

事業の概要                                                                  

パリ市では自動車利用による交通渋滞や環境汚染対策として、都心部の交通量削減に向けた施策に取り組むととも

に、セーヌ川の河岸景観が世界遺産に登録されたことを契機として、セーヌ川両岸の自動車専用道（ジョルジュ・ポンピ

ドゥー通り）を歩行者空間として再編した。 

空間再編にあたり、期間限定の歩行者天国やイベントの開催に着手し、段階的に歩行者優先化・専用化を実現して

いった点が特徴的である。段階的な取り組みを踏まえた検討の結果、左岸側は遊歩道へと、右岸側は自動車・自転

車・歩行者が共存する通常の大通りへと転換することで、歩行者のための道路空間を創出した。 

再編にあたり、自動車専用道を魅力的な公共空間として整備するために、単なる道路整備だけではなく、仮設物の

設置や水と緑のプロムナードの整備を行っている。 

事業の経緯                                             

 

 

 

 

都心部の交通量を削減するため、1961

年にセーヌ川に沿って高速道路が建設さ

れて以降、時代とともに交通渋滞が深刻化

していった。環境問題の解決に積極的に取

り組むパリ市では、大気汚染と交通渋滞を

緩和するため、自動車交通の削減と代替

公共交通機関の充実を施策として掲げ、市

内で歩道拡幅やバス専用道路・自転車専

用道の設置を進めてきた。2010年にはセー

ヌ河岸の整備計画を発表し、政治的理由

で一度は棄却されたものの、後にプロジェク

トが再開し、右岸・左岸共に整備が実現す

ることとなった。 

出典：Architecture Urbanisme France HP 

http://projets-architecte-urbanisme.fr/ 

circulation-rive-gauche-berges-seine-paris/ 

位置図              

年 事業経緯等 

1961 年 セーヌ川の両岸に自動車専用道路が整備 

1994 年 河岸景観が世界遺産に登録 

2000 年 日・祭日の歩行者天国化「パリ・レスピーリル」 

2002 年 下記原典の人工ビーチがスタート「パリ・プラージュ」 

2010 年 セーヌ河岸道路プロジェクトの計画（不承認） 

2012 年 プロジェクトの再開 

2013 年 竣工 
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整備前                                               

 

 

 

 

整備後                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：Franklin Azzi Architecture

http://www.franklinazzi.fr/projets/berges-de-seine#0

出典：・Roads International Case Studies    

 

左岸の整備範囲 

出典：Roads International Case Studies 

 

・Franklin Azzi Architecture 

http://www.franklinazzi.fr/en/projects/berges-de-seine#0 
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本事例の【事業の構想・計画】から学べるポイント  
 

流域での地域間連携により、河川エリアの価値向上を推進 

 セーヌ川流域の複数都市が連携した都市計画 

セーヌ川は、フランス中心部のパリやノルマンディーを結ぶ大河川である。パリは、住民約 1500 万人、雇用者約

700 万人を抱え、ヨーロッパにおいても世界においても重要度が高い都市の一つである。 

セーヌ川沿川地域の大きな特徴として、競争力に高い工業地帯を形成していることが挙げられる。その経済力は

国家 GDP の約 3 分の 1 を占めるものであることから、豊かな自然、文化、歴史的遺産といったアイデンティティの維

持・向上と併せて、港湾と物流活動の組織的な強化が重要な課題とされてきた。広大なエリアを一貫性のある地域

としてまとめあげるとともに、セーヌ川の文化や環境、景観の維持・向上、及び開発と経済、都市と産業の調和を図る

ことが積年の課題であった。 

フランス政府は、2013 年に法令を発し、セーヌ川沿川地域の発展を国家全体で取り組む課題と位置づけた。法

令の中で、以下の５つの課題を提示している。  

 海と港のネットワークを強化する  

 高性能マルチモーダル・ロジスティクス・システムの構築 

 地域間の産業部門の統合 

 高等教育、観光、文化における連携強化 

 居住者が多い通りを歩行者・自転車優先の市民が活用可能な道路空間へと再編する 

 

 

 

出典：Reinventer la Seine HP

http://www.reinventerlaseine.fr/en/axe-seine/  

セーヌ川流域の 3 都市におけるビジョン
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歩行者・自転車優先の道路空間へ転換し、都心部における自動車

交通の抑制を推進 

 セーヌ河岸の再開発計画 

2010 年 4 月にドラノエ市長が、豊かな景観資源に恵まれたセーヌ川沿いの自動車専用道であるジョルジュ・ポン

ピドゥー通りを、歩行者・自転車優先の市民が活用可能な道路空間へと再編する計画を発表した。計画の目標とし

て、以下の項目を掲げている。 

 歩行者や自転車利用者の河岸へのアクセスを改善し、自動車利用を減らすことでモーダルシフトを促進する 

 セーヌ川沿いの歩行者・自転車利用者のための連続的な空間、及び河川とその周辺の環境生息地を改善

する 

 パリ中心部に位置するセーヌ川の堤防を、パリ市民がアクセスしやすい多様な形で整備し、文化、レジャー、

スポーツ等の活動拠点とし、周辺地域の経済活動を活発化させる 

 世界遺産としての河岸の価値を再確認した上で、川を都市と再接続するとともに、市民の誇りとなる空間を形

成する 

セーヌ河岸再開発計画の中心となる施策が、セーヌ川両岸を自動車優先の道路空間から歩行者・自転車優先

の空間へと転換する取り組みである。政治的理由で一度は棄却されたが、2012 年にプロジェクトが再開し、右岸・左

岸共に整備されることとなった。 

 
 

 

 

  

出典：Architecture Urbanisme France

http://projets-architecte-urbanisme.fr/circulation-rive-gauche-berges-seine-paris/

セーヌ河岸の再開発計画
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本事例の【空間デザインの検討から学べるポイント 
 

低コストの空間デザイン上の工夫により、歩行者空間の魅力を向上 

 セーヌ川左岸の道路空間再編における空間デザインの工夫 

セーヌ川左岸では、2013 年に自動車交通を排除した。既存の道路空

間を自動車優先の道路空間から歩行者・自転車専用の空間へと再編す

るにあたり、歩行者が楽しく回遊できるよう、舗装上へのペイントや路上ア

ートといった低コストな方法で、魅力的な空間の創出を図っている。また、

約2.4㎞の区間全体に遊具や植栽を適宜配置することで、遊歩道を軸とし

たエリア全体の魅力向上を図っている。 

 

仮設物の設置により、洪水リスク対策と多様な空間体験を両立 

 仮設物の設置 

河岸の 3 分の 2 がユネスコの世界遺産に登録されているだけでなく、フ

ランスの PFRP（洪水リスク予防計画）の対象となっているため、施設を整

備する場合、72 時間以内に簡単に撤去することができるように設計するこ

とが求められた。そこで、ストリートファニチャーや仮設店舗などの仮設的

な装置によって、洪水リスク対策とも両立させながら多様な空間体験の演

出を図っている。 

 

 

 

 

本事例の【事業の実施段階】から学べるポイント 
 

主体間の連携により、期間限定で道路空間活用による催しを実現 

 パリ・プラージュ“Paris Plage” 

パリでは、河岸道路の再整備に先立ち、歩行者による水辺空間の活用

に取り組んでいる。7 月から 8 月にかけての夏季 1 ヶ月間、バカンスシーズ

ンに併せてセーヌ河岸区域内の高速道路を通行止めにし、人工的なビー

チを造成して市民に開放する「パリ・プラージュ」が 2002 年から始まった。

2003 年には来場者数が 23 万人に達し、今では夏の恒例行事となっている。

また、白夜イベント“Nuit Blanche”を開催し、夜通しでコンサートや公共施

設の開放を行うなど、毎年魅力的な文化的イベントを開催している。これ

らはパリ市が関係組織と連携しながら主催したもので、無料で誰でも参加

できることから、一時的な通行止めが市民の間に定着し、道路空間再編

の実現へとつながった。  

出典：Franklin Azzi Architecture

仮設物の設置による多様な空間体験の創出

出典：国総研ホームページ

道路空間を活用した人工的なビーチ

http://www.franklinazzi.fr/projets/berges-de-seine#0

路上ペイントや植栽等による空間の演出
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仮設的な取り組みから常設へと段階的に道路空間再編を実施するこ

とにより、市民の合意を形成 

 段階的な道路空間再編の取り組み 

2002 年から夏期の一か月間、道路を閉鎖し人工的なビーチを仮設的に設置する「パリ・プラージュ」の取り組みを

パリでは行っていた。この取り組みの成果を踏まえ、ジョルジュ・ポンピドゥー高速道路について市政府は自動車道完

全閉鎖に向けた検討を進めた。 

2007 年には、パリにおける自動車利用を 40％削減し、温室効果ガス排出量を 60％削減するという劇的な計画が

当時のパリ市長によって発表される。2010 年には、ジョルジュ・ポンピドゥー高速道路を閉鎖し、歩行者ゾーンへと転

換する計画が発表された。 

2016年には、ジョルジュ・ポンピドゥー高速道路1.6kmを完全閉鎖し、歩行者と自転車利用者のためのスペースへ

と再編することが決定した。プロジェクトには約 5,000 万ドルの費用がかかると算出されたが、観光面で経済的な利益

をもたらすことや自動車利用を減らす政策が仮設的な取り組みによって成功したこともあり、市民からの賛同を得た。 

 

 

本事例の【マネジメントの展開段階】から学べるポイント 
 

民間主体と連携した事業運用により、維持管理費用の財源を確保 

 民間主体による占用と維持管理費の財源確保 

セーヌ川のマネジメント費用

は、パリ市とパリ市警、パリ港、セ

ーヌ水道庁のパートナーシップに

基づいて公的に出資されている。

また、セーヌ・ノルマンディー川

流域委員会が、川岸沿いの遺

跡の維持と修復のための財政支

援を行っている。 

通常の維持管理においてはセーヌ川河岸に出店しているカフェ、レストラン、売店などがパリ市に使用料を支払い、

その費用を財源として公的主体が維持管理を行っている。なお、河岸道路を利用したパリ・プラージュについては、

実施費用の 70％が民間企業による出資によってまかなわれている。 

 

  

事業スキーム

出典：国土交通省、公益財団法人リバーフロント研究所
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本事例の【事業効果の計測段階】から学べるポイント 
 

事業の影響を定量的に分析し、自動車道閉鎖の効果を評価 

 都市内交通の変化 

仮設的な道路空間の再編を開始した 2001 年から 2006 年にかけて、都市内交通の変化を調査した。 

・自家用車交通量の 20％が減少 

・HGV / LGV の 11％が減少 

・観光バスが 11％減少 

・メトロ利用者数が 12％増加 

その結果、上記の計測結果が得られ、パリ市街地の都市内交通が自動車から公共交通へとシフトしていること

が明らかになり、その後の自動車道閉鎖に向けての後押しとなった。 

 

 環境への影響評価 

対象地域における大気汚染物質（NO2、微粒子、ベンゼン等）の濃度が 23～30%程度減少していることが確認さ

れ、自動車交通量の減少によって環境負荷が減少したことが確認された。 

 

参考文献 

・ Architecture Urbanisme France;  

http://projets-architecte-urbanisme.fr/circulation-rive-gauche-berges-seine-paris/ 

・ Steer davies gleave; Roads International Case Studies 

・ Franklin Azzi Architecture;  

http://www.franklinazzi.fr/projets/berges-de-seine#0 

・ Reinventer la Seine HP: 

http://www.reinventerlaseine.fr/en/axe-seine/ 

・ Sortira Paris HP 

https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/55488-les-nouvelles-berges-de-seine-rive-

gauche 

・ 国土交通省 かわまちづくり 

http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/main/kankyou/machizukuri/pdf/02-03.pdf 
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ベルジュ埠頭 

フランス 

マルセイユ 

 事業の分類                     

道 路 空 間 の性 格 ：歴史地区・観光地の 

幹線道路 

事 業 背 景 ・目 的 ：まちの活性化 

手 段 ：面的再構築  

延 長 ：750ｍ 

幅 員 ：23ｍ～75ｍ 

沿 道 特 性 ：商業・観光系 

事 業 推 進 方 法 ：首長主導型 

事 業 期 間 ：2011～2013 年 

（第一段階） 

事 業 者 ：ユーロ・メディテラネ 

都市開発公社 

地域への波及効果 ：地域交流の活性化 

シ ナ リ オ 分 類 ： 

□ まちなかにおける歩行空間の復権 

□ 路面公共交通、自転車環境の充実 

■ 地域資源を生かした新たな顔となる道路空間づくり 

■ 水辺、公園整備等関連事業との連携 

■ 既存道路ストックの民間活用 

 

3 
  

出典：画像©MICHEL DESVIGNE
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ベルジュ埠頭 

フランス 

マルセイユ 

本事業から学べるポイント                                         

歴史的中心地の街路整備と一体となった

都市と港湾の再生により、地域を活性化 
 

 

 

事業の概要                                                                  

マルセイユの象徴である旧港（Vieux-Port de Mar-seille）周辺における、歴史遺産の価値向上と商業振興を目的と

したプロジェクトの一環として、埠頭沿いの歩道拡幅や沿道の商業誘致に取り組んだものである。 

プロジェクトは、マルセイユが 2013 年の欧州文化首都に選ばれたことを受け、旧港周辺の再開発のコンペを実施し

たことに始まっている。マルセイユの象徴である旧港周辺の魅力を復活させると同時に、歩行者・公共交通中心の環境

に配慮した交通体系への転換を促し、観光や商業の拠点としての機能を高めることを目指した。 

 

 

事業の経緯                                             

 

 

 

  

マルセイユ旧港は、紀元前からの

マルセイユの中心でもある象徴的な

場所である。欧州文化首都の開催地

に選ばれたことを受け、2009 年に旧港

再開発のコンペを実施し、コンペの勝

者であるデヴィニュらによって再開発

の基本方針が発表された。 

この基本方針に基づきながら、再開

発の第一段階として、2013 年のマル

セイユ欧州文化首都就任に併せて、

ノーマン・フォスター設計のシェードハ

ウスとその一帯の整備に着手した。 

年 事業経緯等 

2009 年 コンペティションの勝者が（M. Desvigne, Foster and 

Partners, Tangram, Ingerop, Yann Kersalé）旧港エリア

の再開発の方針を発表 

2011 年 計画の公共縦覧、公聴会 

 

2013 年 マルセイユが欧州文化首都に就任 

Desvigne らによる再開発第一段階が完了 

 再開発第一段階がフランスやヨーロッパの賞を３つ受賞 

 

2014 年 第二段階（本記事が紹介する事業）の事前協議・予算承

認 

 

2015 年 第二段階の建設開始 

 

2016 年 6 月 第二段階の建設完了予定 

 

2020 年 現在の構想の完成目標 

 

出典：Le Vieux-port de Marseille Chapitre-2

位置図              
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整備前                                               

   

 

整備後                                               

   

 

 

 

  
出典：Le Vieux-port de Marseille Chapitre-5

平面図

出典：画像©Google Street View / Google Earth

出典：画像©Google Street View / Google Earth
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ユーロ・メディテラネ再開発計画 

本事例の【事業の構想・計画】から学べるポイント  
 

街路整備と一体となった都市と港湾の再生計画により、生活と港の

一体化を推進 

 ユーロ・メディテラネ再開発計画 

マルセイユは、パリの約 2 倍に

あたる 240k ㎡の市域を有するフ

ランス第２の都市で、海と丘に囲

まれ、港を中心に発展してきた。

2500 年以上の長きにわたり使わ

れてきた旧港は、19 世紀の産業

革命以後拡張され、それに伴い

市街地も拡大してきた。しかしな

がら、1950 年代に始まる不況を

受け、港は荒地となっていた。そ

こで、1980 年代より国家政策とし

て再開発によりまちの活力を取り

戻す計画が進められた。 

このユーロ・メディテラネ再開

発は、1992 年に検討が着手され、

1995 年のバルセロナ会議における承認を受け、事業実施主体である「ユーロ・メディテラネ再開発公社＝EPMPM；

établissement public d’aménagement d’Euroméditerrannée）」が立ち上がり、1998 年に街路・施設計画の決定を

経て事業化が決まったものである。 

中心市街地の空洞化が進行し、郊外に居住し、都心へ通勤するのが主流となっていたが、寂れていた旧港周辺

のウォーターフロントを職住複合のビジネス街とするべく、市街地と港湾の一体的な再開発が計画された。市街地再

開発とトラム導入をリーディングプロジェクトとして、マルセイユを経済・文化・環境などの面で競争力のある都市とす

ることを目指した。 

ユーロ・メディテラネ再開発の目的は、「１：マルセイユ都市圏の国際的な競争力に貢献する」 、「２：都市圏域の

雇用を創出する」、「３：市の住宅政策に資する方策を提供する」の３つである。 

港湾エリアでは、港湾局の土地をユーロ・メディテラネ都市開発公社が買収し、上物を一般の市民が利用できる

空間とすることで、市民生活と港湾機能の一体的な再生を計画した。  

出典：福島県建設技術協会 
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事業推進に向けた適正な人材確保と、推進主体内外の連携を可能

とする体制の構築 

 事業推進体制 

ユーロ・メディテラネ再整備事業は、国、地方が出資する第３セクター「ユーロ・メディテラネ都市開発公社」が行っ

ており、社長はマルセイユ市長が務めている。 

国、県、市、民間からなる組織委員会が、計画についての検討を進め、事業に関する協議・調整を行っている。

組織委員会の長である代表責任者は、閣僚会議から派遣された国の職員が務めており、実質的な権限を持ってい

る。 

ユーロ・メディテラネ都市開発公社は、都市開発チーム、経済チーム、コミュニケーションチームの３セクションに

分かれている。新しいプロジェクトの立ち上げに際しては、国が勝手に実施するものではなく、地域住民に意見を求

めることが義務づけられている。地域住民が意見を述べることが可能な期間を設定し、直接的な形での市民参加が

可能な仕組みとなっている。 
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本事例の【事業構造の構築】から学べるポイント 
 

エリア価値向上に伴う土地の売却利益を維持管理費に充当する仕

組みを構築 

 事業手法・財源 

本再開発事業は、国益関連事業（OIN；opération d'intérêt national）の適用を受けることにより、国家プロジェク

トとしての位置づけを受けている。官民合わせた総投資は、2012 年までに 35 億ユーロにのぼり、内訳は国・マルセイ

ユ市などの公共が５億ユーロ、民間が 30 億ユーロとなっている。国と地方の投資計画は３期（1995～2001 年、2001

～06 年、2006～12 年）に分かれており、第二期（2001～06 年）は国が 50％、マルセイユ市が 25％を負担し、残りは

大都市共同体、県、地域圏の負担となっている。 

国や地方公共団体の資金で、電力会社や鉄道会社などが所有していた土地を購入し、地区毎に土地利用の割

り当てなどを計画し、入札を行い売却している。荒地を安価で購入し、売却時の利益を維持管理費に充てる仕組み

となっている。 

他の地域よりも安価で売却するので企業としてもメリットがあることに加え、売却時に条件をつけることも可能となっ

ている。フランスの法律では、公的機関が「公的有用性」の権利を発動して土地の売買交渉をする場合、土地所有

者は交渉自体を断ることができないことになっている。公的機関が土地を売却した後は、購入者に再開発税を課税

し、それを維持管理費に充てるという仕組みとなっている。 

 

港湾の再生と一体となった街路整備により、エリア価値向上と環境配

慮型交通への転換 

 港湾の再生と一体となった街路整備 

マルセイユの象徴たる旧港周辺の魅力を復活させると同時に、歩行者や公共交通を中心とした環境配慮型の交

通へ転換を促すため、港湾の再生と一体となった街路整備を実施した。 

  

 

 

  

出典：Métropole aix-Marseille Provence

港湾と一体的に整備した街路空間 

整備前 整備後 
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本事例の【空間デザインの検討】から学べるポイント 
 

デザインの専門家をコンペ形式で選定し、デザインの質を向上 

 コンペ形式で選定された空間デザインの専門家による整備計画の検討 

旧港周辺の再開発は、基本的な方針を定めるにあたり、2009 年にコンペを実施している。コンペの勝者であるデ

ヴィニュらが再開発の方針を示し、港湾と一体となった街路空間をデザインしている。 

 

 具体的な空間デザインにおける配慮 

自動車交通を排除し、イベントや歩行者のための公共空間を創出するため、新たなまちの顔となる屋根付きの広

場を整備している。 

歩行者空間を拡大するため、岸壁上の建物は撤去し、水上に新たに設置したクラブハウス等で代替させることで、

水際まで歩行者空間を拡げている。また、アクセシビリティを向上させるため、歩車道境界は縁石を設けないフラット

な断面とした上で、柔軟な使い方を担保するため、取り外し可能な鋳鉄ボラードを設置している。 

   

 

  

取り外し可能な鋳鉄ボラード まちの顔となる広場 拡大された港沿いの歩行者空間 

出典：Foster + Partners
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エキシビション・ロード 

イギリス 

ロンドン 

 事業の分類                     

道 路 空 間 の性 格 ：歴史地区・観光地の 

幹線道路 

事 業 背 景 ・目 的 ：まちの活性化 

歩行者回遊性の向上 

手 段 ：空間再配分 

延 長 ：820ｍ 

幅 員 ：25ｍ 

沿 道 特 性 ：観光系 

事 業 推 進 方 法 ：行政主導型 

事 業 期 間 ：2008～2011 年 

事 業 者 ：ロンドン市 

地域への波及効果 ：来訪者の増加 

シ ナ リ オ 分 類 ： 

■ まちなかにおける歩行空間の復権 

□ 路面公共交通、自転車環境の充実 

□ 地域資源を生かした新たな顔となる道路空間づくり 

□ 水辺、公園整備等関連事業との連携 

□ 既存道路ストックの民間活用 

 

4 
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エキシビション・ロード 

イギリス 

ロンドン 

本事業から学べるポイント                                         

都市全体における道路空間の役割分担を

見直し、人優先の快適な道路空間へ転換 
 

 

 

事業の概要                                                                  

エキシビション・ロードはハイドパークからサウスケンジントンにかけて伸びる街路で、沿道にはヴィクトリア・アルバート

博物館、科学博物館、ロイヤルアルバートホールなどが立地する主要な観光地である。 

大勢の観光客が訪れるとともに、地域住民の利用も多い路線でありながら、歩道幅員が狭く、横断箇所も限られてい

たことから、ロンドン五輪に向けて歩行者主体の空間へと再編したものである。 

観光客と地域住民のアクセスを改善し、歩行者に優しい道路空間を創出するため、街路デザインの更新、交通流の

再編、駐車場の整備を中心に、事業が進められた。 

沿道に文化施設が多数立地する教育・文化の中心地でもあることから、地区のイメージを踏まえた上質で洗練され

たデザインを実践している。 

事業の経緯                                             

 

 

 

・・ 

エキシビション・ロードは 1851 年の

英国大博覧会の際に整備された通り

で、博物館やホールなどが集積するロ

ンドンの主要観光地である。大勢の観

光客に加え、地域住民も多く利用する

路線でありながら、歩行者のための空

間・動線が十分に確保されておらず、

交通上の問題が生じていたことから、

歩行者中心の公共空間として再編す

る計画が持ち上がった。 

位置図              

年 事業経緯等 

2003 年 ケンジントン・アンド・チェルシー王立区による街路デザイ

ンコンペティションを実施 

2009 年 サウスケンジントンの交通管理スキームが開始 

 

2010 年 エキシビション・ロード・プロジェクトが発足 

サウスケンジントンが Cycle hire scheme に参加 

2011 年 サウスケンジントンの地区検討が開始 

エキシビション・ロード供用開始 

 

出典：Google
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整備前                                               

 

整備後                                               

 

 

 

  

出典：画像©Google

出典：Exhibition Road HP

https://www.rbkc.gov.uk/exhibitionroad/parking

出典：画像©Google

平面図（Science Museum 北側地区）

平面図（Science Museum 南側地区）
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本事例の【事業の構想・計画段階】から学べるポイント  
 

広域計画に基づいた戦略的な地域計画 

 都市としての戦略に基づいた地域のダイアグラム策定 

ケンジントン・チェルシー王立区では 2015 年に地域計画を策定し、交通網・公共施設・緑地等に関する分析を踏

まえ、「地域生活を保つ」、「活力を育む」、「交通機関の利便性を高める」、「公共空間を維持・拡充する」、「地域の

遺産を守る」、「住宅の多様性を確保する」、「環境による制約を尊重する」の 7 つの計画目的を定めている。これら

の目的を達成するにあたり、エキシビション・ロードが位置するサウス・ケンジントン地区では、地区レベルのビジョン

を示す地区内ダイアグラムが策定された。 

 

 将来に向けた地域のビジョン 

エキシビション・ロードを中心としたサ

ウス・ケンジントン地区は、ロンドン市の

都 市 計 画 に お い て ACZ(Activity 

Central Zone)の指定を受けた、科学と

芸術を結ぶ文化の中心地であることか

ら、ケンジントン・チェルシー王立区に

おいても、地域にとって重要な地区とし

て位置づけている。 

２０２８年に向けた地区のビジョンとし

て、住民と来訪者の双方にビクトリア朝

時代の歴史を喚起させるような、革新

的な公共領域として開発することを提

示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

エキシビション・ロード周辺の将来ビジョン

出典：Exhibition Road HP

https://www.rbkc.gov.uk/exhibitionroad/tra

ffic-management
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自動車交通ネットワーク再編計画を策定し、通過交通の排除と自動

車速度の低減を推進 

 エキシビション・ロード周辺エリアの自動車交通ネットワーク再編計画 

サウスケンジントン駅周辺を

一方通行化することで、エキシ

ビション・ロード通りの南側 2 ブ

ロック分の区間における通過交

通を排除した。 

また、エキシビション・ロード

内は時速 20km の両側通行と

することで、自動車と歩行者・

自転車が共存する空間を創出

した。 

  

出典：Exhibition Road HP

https://www.rbkc.gov.uk/exhibitionroad/traffic-management

エキシビション・ロード周辺地区の自動車交通ネットワーク再編計画
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本事例の【空間デザインの検討】から学べるポイント  
 

歩車共存を図る空間デザインの工夫により、自動車走行速度を抑制

するとともに、地域の個性を演出 

 自動車の走行速度抑制と個性の演出を図る舗装デザインの工夫 

自動車の走行速度を低減させ、安全で快適な歩行者空間を創出する

ため、自動車と歩行者を分離するのではなく、物理的な境界を廃し、歩車

道の舗装デザインを統一することで、自動車の安全運転を促している。 

これは、自動車の運転手は、ガードレールや縁石がなければ、より人を

轢かないように注意して運転するという心理的制約に基づいたものである。

ロンドン市交通局では、ガードレールを撤去した方が事故率は低減すると

いう調査結果を踏まえ、各地でガードレールを撤去した歩車共存の道路

空間を図っており、エキシビション・ロードもこのような方針の下に整備された。 

また、サウスケンジントン駅からハイドパークにかけて対面する建物間を全幅員として、舗装に花崗岩を用いた市

松模様のようなデザインを採用することで、道路空間の単調な平面を分割し、個性の演出を図っている。 

 

 街路照明のデザインの工夫 

エキシビション・ロードの沿道に立地する建物の壮大さを引きたてるた

め、街路中央には背が高く洗練されたデザインの街路照明を設置してい

る。一方で、沿道建物周辺には低い高さの照明を配置し、建物の外観を

遮らないようにしている。 

 

 

 

 境界区分のデザインの工夫 

有効幅員全体を花崗岩で舗装

した上で、歩車道境界部に縞模様

の触覚舗装とダークな色調のグレ

ーチングを導入している。 

また、ステンレス製のスタッド型

マーカーで、居住者のパーキング

ベイと障害者のためのブルーバッ

ジベイを表すとともに、各ベイにどの

許可車両が駐車できるかを示して

いる。  

出典：Urban Design London  Better Streets Review

境界区分のデザイン

舗装デザイン

街路照明
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本事例の【事業の実施】から学べるポイント 
 

自動車交通の抑制を図る駐車ルールにより、歩行者空間の快適性を

確保 

 自動車交通の抑制を図る駐車ルールの設定 

地区内に設けられた有料の駐

車スペースでは、1時間 4 ポンドの

駐車料金を設定している。 

Restricted Zone と呼ばれるエ

キシビション・ロードの南側区間で

は、道路の両側の建物から 4 メー

トルの位置に示された舗装上の 2

本のラインの間に限り、乗降及び

荷物の搬出入のための停車が許

可されている。なお、歩行者の妨

げとならないよう、駐車は禁止され

ている。 

また、自然史博物館が位置す

る北側区間では、歩行者空間を

確保するため、建物から 4 メートル

以内の範囲においても、停車を禁

止している。 

 

 

  

出典：Exhibition Road HP

https://www.rbkc.gov.uk/exhibitionroad/parking

エキシビジョン・ロードの駐車ルール
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本事例の【事業効果の計測】から学べるポイント 
 

歩行者・自動車交通の定期的なモニタリングにより、自動車の走行

速度抑制の効果と安全性を確認 

 歩行者・自動車交通量の計測 

エキシビション・ロードの整備

が終了してから、現在まで４度の

モニタリングを実施している。エ

キシビション・ロードを８つのセク

ションに分割し、各セクションに

おける歩行者交通量、自動車

交通量を計測した結果、交通

網の再編によって、地区内で自

動車交通と歩行者交通が分節

されつつあることが確認されて

いる。 

また、地区内で誤った方向に

走行する車両はほとんど見られ

ず、走行車両の速度も法定速

度以下と計測されており、安全

性が確認されている。 

 

 

参考文献 

・ Exhibition Road Monitoring Report;  

https://www.rbkc.gov.uk/exhibitionroad/sites/default/files/atoms/files/Monitoring%20Report%20Janua

ry%202014.pdf 

・ Exhibition Road HP; 

 https://www.rbkc.gov.uk/exhibitionroad/welcome-to-exhibition-road 

・ Urban Design London Better Streets Review ;  

http://www.urbandesignlondon.com/wordpress/wp-content/uploads/Better-Streets-Review-1st-Draft-46-53.pdf 

・ RBKC local plan2015: 

https://www.rbkc.gov.uk/sites/default/files/atoms/files/Consolidated%20Local%20Plan%20-%20Section%201%20Spatial%20St

Strate.pdf 

出典：Exhibition Road HP

https://www.rbkc.gov.uk/exhibitionroad/monitoring

ビデオ測定によるモニタリング
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ラファイエット通り

フランス 

リヨン 

 事業の分類                     

道 路 空 間 の性 格 ：商店街(一般)：地方中心商店街 

事 業 背 景 ・目 的 ：路面公共交通の拡充 

手 段 ：空間再配分 

延 長 ：5.5 ㎞ 

幅 員 ：約 13m～20m 

沿 道 特 性 ：商業系 

事 業 推 進 方 法 ：首長主導型 

事 業 期 間 ：2007～2019 年 

事 業 者 ：リヨン市 

リヨン都市圏交通混成事務組合 

リヨン大都市共同体 

地域への波及効果 ：快適な環境の創出 

シ ナ リ オ 分 類 ： 

□ まちなかにおける歩行空間の復権 

■ 路面公共交通、自転車環境の充実 

□ 地域資源を生かした新たな顔となる道路空間づくり 

□ 水辺、公園整備等関連事業との連携 

□ 既存道路ストックの民間活用 

 

5 
  

出典：SYTRAL
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ラファイエット通り 

フランス 

リヨン 

本事業から学べるポイント                                         

BRT 走行空間の拡大により、公共交通を

軸としたまちづくりを推進するとともに、 

自動車交通から公共交通への転換を促進 
 

 

 

事業の概要                                                                  

リヨンは、フランス国内第 3 位の人口を抱える大都市であり、都市圏内におけるラッシュ時の交通渋滞、騒音、大気

汚染、違法駐車などの問題が深刻化していた。そこで、リヨン市は 1997 年、都市交通計画を策定し、都市圏内の公共

交通機関を充実させることで自家用車の減少を目指した。 

リヨン市は環境負荷の低い公共交通の整備を体系的に進めており、公共交通の7割以上が電化されている。2019年

の上半期には新たに C3 というトロリーバス路線の敷設を予定しており、様々な環境影響評価や市民向けの事業 PR を

行っている。また、基幹的交通システムの一役を担う BRT について、民間によるデザインを採用し、広告収入による運

営費用の補完に取り組んでいる。路線計画の立案等は SYTRAL と呼ばれる組織が管轄し、運営事業を民間に委託す

る方式を採用している。 

本事業は、市内における自動車交通の抑制、及び公共交通への転換促進を目的として、BRT 走行空間を拡大した

ものである。 

事業の経緯                                             

 

 

 

  

年 事業経緯等 

２００５年 リヨン大都市圏における交通都市計画 PDU を改定 

２００７年 C3 路線敷設の検討開始 

２００８年 ２０１４年までの長期計画を策定 

２０１０年 Ｃ３路線敷設の計画策定 

２０１５年 Ｃ3 路線の公的審査を実施 

２０１９年 Ｃ3 路線運転開始予定 

 

リヨン市は、フランス国内第 3 位の人口

を抱える大都市として 1980 年頃からラッ

シュアワー時の渋滞や騒音、大気汚染が

社会問題となっていた。こうした状況を改

善するべく、都市交通計画を策定し、公

共交通を充実させることで、自動車利用

から公共交通への転換を目指した。 

取り組みの一環として、かつて廃止され

たトラムを再編し、BRT 路線を敷設するこ

ととなった。 

出典：SYTRAL

位置図                
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整備前                                               

 

 

整備後                                               

 

 

 

 

 

 

  

出典：画像©Google 

出典：SYTRAL 

出典：SYTRAL 

平面図 
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本事例の【事業の構想・計画】から学べるポイント 
 

都市計画の中に BRT 事業等を位置づけ、公共交通を軸としたまち

づくりを推進 

 都市計画への BRT 事業等の位置づけ 

リヨン都市圏における全ての交通政策に係る責任を負う機関である都市圏交通局（AOTU）が、都市圏内の交通

に関する計画である PDU（Plan de Déplacements Urbains）を策定している。PDU は、都市計画や土地利用と連

動した今後 20 年間の長期的な交通計画で、人口 1０万人以上の都市において策定が義務付けられている。 

リヨン都市圏では 2005 年に PDU を改訂し、C3 と呼ばれるトロリーバス路線網における BRT 事業を含む、公共交

通システム整備事業が計画に位置づけられた。PDU を軸とした総合計画制度の中に BRT 事業等を位置づけ、公

共交通を軸としたまちづくりを推進している点が、フランスの都市交通施策の特徴である。 

 

 

  出典：SYTRAL 

リヨン都市圏の PDU（2005 年策定） 
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住民参加型の計画策定プロセスにより、住民の合意を形成 

 計画段階から入念に実施される合意形成 

フランスの公共事業では、住民参加による合意形成のプロセスとして、計画の構想段階に行われる公開協議、計

画策定の全段階で実施するコンセルタシオン、議会承認の直前に行われる公的審査が位置づけられている。また、

これら以外にも、政策の是非を問うものとして、住民投票が制度化されている。  

これらのプロセスに関して法的に義務付けられたルールは、各議会がその目標と方式を議決すること、コンセルタ

シオン終了時に結果に関する総括を議会が議決することの 2 点のみで、その具体的な運用については、実施主体

であるコミューン（基礎自治体）等に自由と裁量が与えられている。  

コンセルタシオンは、一定以上の規模の事業において、計画段階から完成に至るまで継続して行う必要があるプ

ロセスで、リヨン市の BRT 事業においても実施されている。説明会や展示会、広報誌といった手段を用いて計画に

ついて広く周知するとともに、意見を手紙・E-Mail、電話等で住民から聴取している。 

公的審査は、議会における事業計画の議決に先立ち、その妥当性を検討するプロセスである。フランスでは、議

決された計画の内容を変更することはほぼ不可能であるため、その前の段階で計画の是非を検討する公的審査の

プロセスは、極めて重要なものとなっている。具体的には、事業と直接利害関係のない調査委員会が、公共の場で

住民に事業内容を説明した上で、意見を聴取し、専門家の意見も取り入れて報告書を作成する。住民は自由に意

見を表明することができ、その内容は専門家の意見とともに報告書に記載される。1 ヶ月程度の期間、継続して住民

への説明を行い、広報誌の配布や調査員による聞き取り調査等も実施する。 終的に報告書は議会に提出され、

議決の際の判断基準として利用される。こうした合意形成に関するプロセスが法制化されることで、公共事業に対す

る住民の理解が深まることに繋がっている。 

 

 

本事例の【事業構造の構築】から学べるポイント 
 

公共交通施策に係る税制措置・助成により、安定した財源を確保 

 公共交通機関に対する税率助成 

フランスでは、地下鉄や LRT 等の軌道系交通機関や専用レーンを持つバスである BRT など、空間を排他的に

利用する公共交通機関を TCSP(Les Transports Collectifs en Site Propre)と定義し、これらのサービスに対する補

助金や交通負担金制度の助成条件や特例税率を財政制度の中で定めている。なお TCSP はこれら公共交通機関

の総称であるが、これに係る制度全体を指して使われることもある。 

TCSP については、都市自治体が徴収する公共交通のための専用財源である交通税（交通負担金）の税率を引

き上げることが出来ることとされている。これは、都市自治体が 9 名を超える従業員を雇用する域内の事業所に対し

て、従業員に支払った給与の総額をベースに、交通税を課税する仕組みで、都市交通財政の 4 割を占める基幹的

な財源である。 

さらに、TCSP は国からインフラ建設費の助成を受けることが出来る。補助プログラム上は対象となる公共交通シ

ステムを限定せず、地下鉄、トラム、専用レーンバス問わず、どの公共交通システムに対しても単一の助成制度が

適用され、TCSP 導入について上限 1.75%まで税率を認めている。都市の交通需要や財力に応じて、複数の公共交

通システムの中からその都市に 適なシステムを自治体が自律的・自主的な判断で選択できるようになっている。 
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本事例の【空間デザインの検討】から学べるポイント 
 

既存ストック及び他の交通機関との接続を考慮した空間デザインに

より、公共交通の利便性を向上 

 道路幅員に応じた停留所のデザイン 

道路幅員などに応じて停留所に複数タイプのデザインを取り入れ、公共交通の利便性向上を図っている。 

  ・タイプ A：歩道ドック、BIV ポストを装備 

  ・タイプ B：1.50 メートルの停留所とファサード/ホームシェルターに対してドックを設置 

  ・タイプ B'：停留所を設けた 2.60 メートル幅のドック中央に券売機や BIV ポストを設置 

 ・タイプC：停留所を十分設置できる幅員を有している場合、券売機の有無にかかわらず3.115メートル幅で整備 

 

 

 

  停留所のデザイン 

出典：SYTRAL 

各停留所への配置検討図 



5.フランス・リヨン ラファイエット通り 

365 

 

 

 自転車交通との接続を考慮した線形 

BRT 路線（C3 路線）の敷設計画において、自転車の安全な走行を考慮した自転車道路の設計を行っている。 

ラファイエット橋とアルバート・トーマス広場との間に 2 つの自転車レーンを設置し、東西方向に走行する BRT と共

存して走行できるよう、道路空間の線形をデザインしている。 

自転車道を BRT 敷設に併せて整備することで、横断歩道・歩行者道の安全性向上も図っている。 

 

 

 自転車交通との連携 

リヨン市では「Velo’v」というレンタルサイクルシステムを設置している。

利用者は任意のステーションで自転車に乗り、目的地に一番近いステ

ーションに駐輪することができる。Velo’v は民間企業によって運営され

ている。運営企業は占用料の支払いをもって、屋根付バス停や屋外広

告の設置を行うことが認められており、企業の広告料がシステムの運用

財源となっている。リヨン市では、このレンタルサイクルシステムと BRT

をはじめとする各種公共交通機関の連携を図っている。 

  

出典：Velo’v HP 

出典：SYTRAL 

BRT 路線（C3 路線）と自転車道のデザイン 

リヨン市のレンタルサイクルシステム 
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本事例の【事業の実施】から学べるポイント 
 

地域住民の生活に配慮した施工により、施工時の影響を軽減 

 道路幅員に応じた工事の円滑な実施計画 

地域住民の生活への妨げにならないよう、18.40 メートル幅の街路（ケース 1）と 13.60 メートル幅の街路（ケース 2）

とで、以下のように異なる施工段階を踏み、円滑な工事の実施に取り組んでいる。 

ケース１：既存の歩道部分から着工し、車両走行部分を切り替える。 

ケース２：幅員が狭い街路においては歩道部分から着工し、中央部分の施工時に車線を分割して運用すること

で、通行止めとすることなく施工を完了させる。 

 

 

 

 

  

出典：SYTRAL 資料を参考に作成 

道路幅員に応じた工事計画 
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本事例の【マネジメントの展開】から学べるポイント 
 

地域の独自組織が自主的に財源を確保できる仕組みと、運営の民

間委託により、安定的な運営管理を実現 

 SYTRAL による運営管理 

フランスでは都市内公共交通サービスは地方自治体の責務とされ、複数の自治体が参画する広域交通局が交

通税（交通負担金）、料金収入、その他財源により運営財源を確保し、交通事業者に運行委託を行っている。 

特に、地域が自ら公共交通の財源を得ることができる交通税制度により、新たな公共交通システムの導入や運用

施策などへ積極的な投資が行われ、公共交通利用の活性化につながるという好循環が生まれている。 

リヨン都市圏内では、トラムをはじめとする公共交通機関の運営管理はリヨン都市圏交通混成事務組合

（SYTRAL）が行っている。SYTRAL は、リヨン大都市共同体およびローヌ県議会の発意によって創設された公設法

人であり、この 2 団体からリヨン都市圏内の公共交通に関する権限を移管されている。SYTRAL は、リヨン都市圏内

における公共交通網整備に対する出資、交通網の維持管理、施設・設備の近代化（駐車場のリニューアル、パー

ク・アンド・ライド施設の設置、公共交通機関へのアクセスを高めるための道路整備など）、サービスの質のチェック、

料金決定などを行っている。 

リヨン都市圏内における公共交通機関の実際の運営に関しては、民間に委託し、リヨン公共交通会社が行ってい

る。年間の財源は交通税からの歳入が全体の 40％を占める一方、運賃収入は 30％を占めている。年間のオペーレ

ーションコストは全体予算の約 61%を占める。  

 

本事例の【事業効果の計測】から学べるポイント 
 

市全体の交通機関利用率を計測し、公共交通利用への転換を評価 

 リヨン市域での交通利用調査 

リヨン大都市圏を中心とした交通利用調査に基づき、

1995 年と 2006 年の交通機関利用率を比較すると、自

動車利用者が市内で９％、大都市圏で５％減少し、

BRT をはじめとする公共交通機関の利用へと転換が進

んだが確認された。 

また、市内では自転車利用者が増加しており、今後さ

らなる BRT 路線整備や自転車道再編を進めることで、

公共交通の利用が更に促進されると予測される。 

  

リヨン市内の移動における交通機関利用率 

リヨン大都市圏の移動における交通機関利用率 

出典：SYTRAL 
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参考文献 
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6.イギリス・ロンドン サイクル・スーパーハイウェイ 

369 

サイクル・ 

スーパーハイウェイ

イギリス 

ロンドン 

 事業の分類                     

道 路 空 間 の性 格 ：一般市街地の幹線道路  

事 業 背 景 ・目 的 ：自転車利用環境の充実 

手 段 ：空間再配分 

延 長 ：100 ㎞超 

幅 員 ：約 9m～16m(歩道部除く)  

沿 道 特 性 ：商業・業務系、観光系 

事 業 推 進 方 法 ：首長主導型 

事 業 期 間 ：2008 年～ 

事 業 者  ：ロンドン市交通局 

地域への波及効果 ：来訪者の増加 

シ ナ リ オ 分 類 ： 

□ まちなかにおける歩行空間の復権 

■ 路面公共交通、自転車環境の充実 

□ 地域資源を生かした新たな顔となる道路空間づくり 

□ 水辺、公園整備等関連事業との連携 

□ 既存道路ストックの民間活用 

 

6 
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サイクル・スーパーハイウェイ  

イギリス 

ロンドン 

本事業から学べるポイント                                         

自転車を重要な都市交通手段として位置

づけ、経済・社会開発を支える戦略的政策

として自転車施策を展開 
 

 

 

事業の概要                                                                  

ロンドンでは、自転車利用率の増加に加え、人口増による公共交通の供給不足を見越して、市郊外部から中心部へ

アクセスするための自転車道「サイクル・スーパーハイウェイ（CS: Cycle Super-highways）」の整備に着手した。当初

は、路面のペインティングによる簡易な整備を進めていったが、路上駐車などにより十分な機能を果たすことができな

かったため、原則として車道と物理的に分離する方式を採用することとなった。 

2016 年からは、サイクル・スーパーハイウェイを補完する自転車道「サイクル・クワイエットウェイ（CQ; Cycle 

Quietways）」の整備を開始し、これら２種類の路線で自転車道のネットワークを形成する構想である。 

 

事業の経緯                                             

 

 

 

 

自転車利用者の増加に伴い、ロンド

ンでは自転車専用道の整備が求めら

れていた。Cycle Super-highwaysはリ

ヴィングストン前市長が構想を示し、

ジョンソン市政で一部路線が開通した

ものの、自動車との混在や駐停車車

両による通行阻害により、ほとんど機

能していない状態で、計画 12 路線の

内、4 路線の一部を開通した段階で

休止状態となっていた。 

年 事業経緯等 

2008 年 サイクル・スーパーハイウェイ構想発表 

 

2010 年 11 月 CS2,3,7,8 の 4 路線が開通 

 

2013 年 3 月 自転車ビジョンの発表、CS を含む自転車走行空間を構

造的に分離する方針を示す 

2013 年 11 月 ロンドン市長の自転車事故に対する発言をきっかけとし

た抗議デモ 

2013 年 12 月 ロンドン・グリッド発表 

（新型サイクル・スーパーハイウェイのイメージを含む） 

2014 年 新型サイクル・スーパーハイウェイ着工 

 

出典：Cycling Revolution London

位置図              
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整備前                                              

   

 

整備後                                              

   

 

 

 

  

出典：Hackney Cyclist

出典：Hackney Cyclist

サイクル・スーパーハイウェイ路線網図

出典：Central London Grid 
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本事例の【事業の構想・計画】から学べるポイント  
 

交通計画の中に自転車施策を戦略的に位置づけることにより、持続

的な経済・社会の発展を推進 

 サイクル・スーパーハイウェイ 

ロンドン市では、2008 年から市長を務めるボリス・ジョンソン市長の下、持続的な経済・社会の発展を推進するた

めの施策として、2010 年からサイクル・スーパーハイウェイ(Cycle Superhighway)の整備に取り組んでいる。 

サイクル・スーパーハイウェイは、市郊外から中心部へ自転車で通勤・通学することを促進するため、自転車走行

空間を整備する施策である。 

 

 ロンドン市自転車交通の市長ビジョン 

ロンドン市は、自転車利用者の増加や自転車交通事故の削減といった

課題に対応するため、2013 年 3 月に「Mayor’s Vision for Cycling in 

London」を策定した。このビジョンの中で、交通問題対策の一環として自

転車施策を位置づけている。 

バスや地下鉄といった公共交通への投資を行いながらも、それだけで

は今後の人口増に追いつかないと見込んだ市は、交通インフラ投資に回

す資金が限られる中、地下鉄やバスの路線と並行した自転車道を整備し、

市中心部の地下鉄やバスの混雑緩和を図った。 

 

 

 

 ロンドン道路現代化計画 

ロンドンでは、今後自転車利用者が増加すること、人口増に伴う交通需要の増加が見込まれることから、２０１４年

にロンドン道路現代化計画(London’s Road Modernisation Plan)を発表した。この計画の中で、橋梁や道路附帯施

設の補修、交差点改良といった幹線道路の再整備と併せて、自転車の利便性・安全性向上のための道路施策を

示している。 

2031 年には、ロンドンの都市圏人口は 200 万人増加し、1,000 万人に達するとともに、発生交通量が 2,600 万/日

から 3,100 万/日へ増加すると見込まれている。また、近年自転車利用者が増加しており、2014 年時点での自転車ト

リップ数は 2000 年比で 199%となっていた。現状の道路網ではこれを捌ききれないことから、2020 年までに 40 億ポン

ドを越える予算で道路整備を行う計画を打ち出し、その内の約 9 億ポンドを自転車のための道路施策に充てることと

している。 

 

 

  

ロンドン市の自転車交通ビジョン

出典：Mayor’s Vision for Cycling in London
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本事例の【空間デザインの検討】から学べるポイント 
 

車道から物理的に分離された自転車専用レーンを設けることで、自

転車走行の利便性・安全性を確保 

 “Segregated”（分離）の原則 

サイクル・スーパーハイウェイ

は、自転車レーンに自動車が入

らないよう物理的に分離すること

が原則となっている。これにより、

自転車走行の利便性と安全性を

確保している。 

ロンドン市が2011年までに行っ

たサイクル・スーパーハイウェイの

整備では、自転車レーンの分離

を行わず、単なる路面のペイン

ティングに留まった。その結果、

自転車レーンに走行中の自動車

が入り込んだり、駐停車車両が自

転車レーンをふさぐことが相次ぎ、

利便性の面でも安全性の面でも著しい問題が生じていた。こうした事態を踏まえ、2013 年に改めて発表されたサイク

ル・スーパーハイウェイの構想では、自転車レーンの物理的分離が明記されることとなった。 

バス通りにおいてはバス停と自転車レーンの干渉が問題となるが、多くの場所では上に示す写真のように歩行者

用アイランドを設けることで、待合スペースと自転車専用レーンを確保している。また路上駐車スペースを確保する

場合、次ページの平面図が示すように自転車レーンと歩道の間に路上駐車スペースを設ける形で対処している。 

  

車道から物理的に分離した自転車専用レーン

出典：画像©google



6.イギリス・ロンドン サイクル・スーパーハイウェイ 

374 

 

 

 

 

 

 
  

出典：Consultation of NSCS(CS6)

南北サイクル・スーパーハイウェイの一部。車道は二車線一方通行で、車道とアイランドを挟んで両側二車線の自転車道を設置している。

南北サイクル・スーパーハイウェイの交差点の一例。南西から北へ、淡灰色の自転車専用レーンがラウンドアバウト内に敷かれている。



6.イギリス・ロンドン サイクル・スーパーハイウェイ 

375 

 

既存の街路網を補助的に活用した自転車ネットワーク整備 

 サイクル・クワイエットウェイ（CQ: Cycle Quietway） 

サイクル・スーパーハイウェイは自転車レーンの物理的な分離を原則としたが、市街地を網羅する自転車道のネ

ットワークを全てこのような形で改修することは困難である。そこで、中心部においては幹線道路と並行する交通量

の少ない脇道などを、サイクル・クワイエットウェイとして整備し、安全な自転車道のネットワークを形成する計画であ

る（p.371 位置図参照）。 

サイクル・クワイエットウェイは、幹線道路に並行する脇道など、交通量の少ない街路を組合せて指定し、ロンドン

中心部の自転車道ネットワークを構成するものである。ネットワークの流動性を高めるため、一方通行路においても

原則として自転車のみ双方向通行を許可している。場合によっては、道路の途中にボラードを設置することで通過

交通を排除することもあるが、原則として標識設置によるルートの表示のみとし、整備費用を最小限に抑えている。 

標識は全ての分岐点に統一し

たものを設置し、利用者が正しい

ルートを把握できるようにしている。

色彩は他の自転車道との区別が

容易で、かつ景観にも配慮したも

のを使用している。また、安全対

策として、サイクル・クワイエットウ

ェイが幹線道路と交差する場合、

他の交通と物理的に分離するか、

信号フェーズによる分離を行って

いる。 

 

 

 本事例の【事業の実施】から学べるポイント 
 

周到なパブリック・コンサルテーションによる意見集約 

 パブリック・コンサルテーション 

事業実施にあたり、市はパブリック・コンサルテーションとしてアンケー

トを配布し、様々な関係者の意見を集約している。このコンサルテーショ

ンには、対象地域の行政機関や議会、所管の警察や消防、住民団体だ

けでなく、障害者団体や交通事業者連合、自転車愛好家団体、地域の

事業者や大学が回答している。 

このコンサルテーションでは、全線をいくつかのセクションに分割し、

それぞれの詳細な整備計画を図面、及び要点の箇条書きで提示した

上で、アンケートを行っている。アンケートの集計結果は報告書としてオ

ンラインで公開されており、各地点で挙げられた問題点や支持率などが自由に閲覧できるようになっている。 

  

出典：Central London Grid

出典：Consultation of NSCS(CS6)

通過交通を排除するためのボラードの設置ルートを表示した標識

サイクル・スーパーハイウェイに対する支持率
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スーパーブロックプロジェクト 

スペイン 

バルセロナ 
 

 事業の分類                    

道 路 空 間 の性 格 ：まちなか広場  

事 業 背 景 ・目 的 ：居住促進・住環境改善 

歩行環境の改善 

手 段 ：多目的利用 

延 長 ：約 400m×400m の 

街区内道路 

幅 員 ：約 15m～20m 

沿 道 特 性 ：商業系、住宅系 

事 業 推 進 方 法 ：官民連携型 

事 業 期 間 ：2015 年～ 

事 業 者 ：バルセロナ市 

地域への波及効果 ：地域活動の活性化 

シ ナ リ オ 分 類 ： 

■ まちなかにおける歩行空間の復権 

□ 路面公共交通、自転車環境の充実 

□ 地域資源を生かした新たな顔となる道路空間づくり 

□ 水辺、公園整備等関連事業との連携 

■ 既存道路ストックの利活用 

 

7 
 

  



7.スペイン・バルセロナ スーパーブロックプロジェクト 

378 

スーパーブロックブロジェクト 

スペイン 

バルセロナ 

 

本事業から学べるポイント                                         

指定エリア内の自動車通行の大幅な制限

により、低コストで住民の生活環境を向上 

 
 

 

 

事業の概要                                                                  

バルセロナ中心市街地は街区内の公共空間の不足、自動車交通による排気ガスなどの問題を抱える中、中心市街

地を歩行者のための空間へと再編することを目的として、生きた公共空間の創出と同時に、自動車交通から持続可能

なモビリティへの転換を促すための交通施策を展開している。 

バルセロナ市はその交通施策の一環として、スーパーブロックプロジェクトを各地で実施している。約 400m×400m 程

度の区割りをスーパーブロックとして設定し、このブロックを基本単位とした公共空間と交通体系の再編を通じたまちづく

りを推進している。スーパーブロックプロジェクトは、ブロック内を時速 10km 以内での移動（徒歩、自転車、小型車）を前

提としたデザインに改め、 終的に時速 50km 以上のモビリティがスーパーブロック内を通り抜けできないように段階的

に規制をかける取り組みである。現在、ポブレノウ地区において、2016年9月よりスーパーブロックプロジェクトの取り組み

を実験的に実施している。 

事業の経緯                                             

 

 

 

  

バルセロナ市では、毎年 3500 人が

都心部の大気汚染により亡くなってい

るとの WHO の勧告を受け、自動車交

通から持続可能なモビリティへの転換

を促すための交通計画として、Urban 

Mobility Plan を 2014 年に策定した。

この計画の中で、スーパーブロックとい

う仕組みを導入し、指定エリア内の自

動車通行を大幅に制限することで、歩

行者空間の復権を図っている。 

年 事業経緯等 

1993 年 バシリカ地区で市街地改善計画を実施 

2003 年 グラシア地区の 2 か所で市街地改善計画を実施 

2010 年 持続可能な最優秀の取り組みとして Un-Habitat から受賞 

2011 年 BMW からその革新性を評価され受賞 

 

2014 年 市が Urban Mobility Plan を策定、2018 年までに 5 つの地

区にスーパーブロックを整備予定 

 
位置図              

出典：地図データ©Google
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整備前                                               

 

 

 

 

 

 

 

整備後                                               

 

 

  

出典：画像©google

平面図（ポブレノウ地区）

出典：Ajuntament de Barcelona
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本事例の【事業の構想・計画段階】から学べるポイント  
 

歴史的街区の特性を活かした都市計画により、環境問題解決と市街

地における歩行者空間の復権を推進 

 スーパーブロック構想の基礎を構築した旧市街地における都市環境改善の取り組み 

バルセロナでは、1980 年代に計画された市街地改善特別プラン PERI に基づき、1988 年に大都市圏総合計画

PGM を策定した。当時、住宅の老朽化や居住人口の増加による都市環境の悪化が問題となっていた旧市街地で

は、市街地改善計画を実施した。計画対象エリアの一つ、ラバル地区では、PERI の目的である以下の 5 点を実現

するため、既存の街区や住宅の改修・維持を念頭に置きながら、立ち退き等の住民負担をできる限り抑制し、小規

模な整備を進めていった。 

・老朽化した住宅の建て替え・修復促進 

・多孔質化により区画形状を維持しながら、住民生活を向上させる広場空間を創出 

・既存公共建築物の再生 

・アクセシビリティの改善：歩行者動線を優先し、駐車場は小規模なものを分散的に配置 

・経済活動の促進と界隈の多様性の保護：地区の活性化に資する店舗の立地を促進しながら、地区特性を保護 

一連の整備を通じて、バルセロナ旧市街地における都市の風通しを良くする「多孔質化」が実現し、現在のモビリ

ティ、道路利用の見直しによるスーパーブロック計画の実施が可能な段階へと展開していった。 

 

 Urban Mobility Plan にスーパーブロックの仕組みを導入 

バルセロナは 19 世紀の後

半、産業革命が進行し、人口

の増大、急激な都市の拡大が

求められた。そこで、旧市街

地の周辺に規則正しく 133ｍ

角のグリッドを反復させること

で、短期間での市街地の拡大

を目論んだ。その結果、現在

もこのグリッド状の街区が残さ

れている。このグリッドの 9 倍のスーパーグリッドを都市を構成する 大単位として捉える、スーパーブロックにも類似

した考え方が、1934 年の第二共和国制時代のマシア計画にも述べられていたが、内戦勃発により頓挫し、その後、

バルセロナは無秩序な開発にさらされることとなった。 

その後、都心部の大気汚染などの環境問題を契機に、バルセロナ市都市生態学庁は 3×3 のグリッドの約 400m

角を一つの街区として捉え、その街区内から自動車交通を排除するスーパーブロックの仕組みを考案した。実施に

あたり、大気汚染や人・車の流動シミュレーション、排気ガス削減効果、気温減少効果などの検討を重ねた。シミュ

レーションに係るデータ解析は市の職員が携わっており、専門性を持つ内部の人材が計画に関わったことが重要な

点である。 

スーパーブロックプロジェクトは、「まちに暮らす人間の権利として自ら移動できる権利を保障すること」を理念に掲

げ、自動車依存の社会ではなく、まちなかで市民が安全かつ健康で自由に暮らせることを 優先の目標としている。

中間目標として大気汚染、騒音、人の移動時間、憩いの時間等、都市の質に関わる項目を設定している。 

Superblock プロジェクトによって増加する歩行者空間 

出典：バルセロナ市



7.スペイン・バルセロナ スーパーブロックプロジェクト 

381 

 

各種都市計画における目標設定により、都市環境改善を総合的に

推進 

 Urban Mobility Plan におけるモビリティ改善の位置づけ 

バルセロナ地域における Urban Mobility Plan において、施策の目的を以下のように具体的に設定している。 

・安全なモビリティ：事故の数を減らす。 

・持続可能なモビリティ：持続可能なモードへの転換促進、大気汚染・騒音抑制、クリーンエネルギーの導入 

・適度なモビリティ：公共交通機関の相互利用を奨励 

・効率的なモビリティ：輸送システムの効率向上、新しいテクノロジーの導入 

 

 スーパーブロックプロジェクトの目標設定 

バルセロナ市はスーパーブロ

ックプロジェクトの実施にあたり、

具体的な目的とその数値目標

を次のように設定している。 

1. より持続可能なモビリティ：

新しい輸送ネットワークや

ルート設定によって住宅地

の交通渋滞や車の混雑を

減少し、自動車利用を抑

制する。歩道の増加、サイ

クリングレーンの延長によ

って歩行者や自転車の交

通量を増やす。 

2. 公共スペースの再活性化：

道路を閉鎖し、地下駐車場

を建設することによって、スーパーブロック内の占有スペースを解放し、新しい公共空間を創造する。まちの活

力を向上させ、小規模な地方企業の発展を促す。 

3. 生物の多様性と緑化の推進：エリア内の自動車交通量の削減によって、既存の生物多様性の状況を改善する。

新たな緑地、庭園、公園の創出を可能とする。 

４. 都市部の社会的結束と協同の促進：社会的結束と協同の奨励は、新しい雇用を創出することにつながる。住

民と組織との間に新たなパートナーシップを構築し、組織的な集会や教育ワークショップを強化する。 

5. 住民による市の政策参加：プロジェクトの実施にあたり、一般市民や様々な組織の参加を事業を計画・実施す

る前に行い、住民のニーズに耳を傾ける。 

6. 資源の自給自足の促進：エネルギー消費を削減することを目指し、再生可能エネルギー源からのエネルギー

生産とリサイクルを促進する。飲料水の需要を減らし、河川水の利用状況を改善する。 

7. 騒音、大気汚染、二酸化炭素排出量の削減：先進的な環境基準の達成、交通騒音や温室効果ガスの排出

削減、大気汚染の削減に向けて、自動車交通量の減少を進める。  

出典：バルセロナ市

スーパーブロックプロジェクトの目標設定
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 住民の居住・生活環境改善に係る目標の設定 

バルセロナ市はグリーンインフラと生物多様性保全に関する市議会の課題、目標、約束を定めた戦略的ツールと

して Barcelona green Infrastracture and Bodiversity Plan 2020 を策定し、大気汚染と騒音の削減、都市と地域の

生物多様性保全、気候変動適応、廃棄物の削減とリサイクル率の向上、自動車輸送の削減に向けた施策に取り組

んでいる。計画に基づく主な取り組みとして、以下の 4 点を実施している。 

・動物保護プログラムを統合する 

・既存の緑地を豊かにしてその生息地機能を強化する 

・街路樹の樹種の多様化 

・都市における緑の回廊ネットワーク形成 

 

 

事例の【空間デザインの検討】から学べるポイント 
 

住民と一体となったデザインプロセスにより、地域独自の新たな道路

空間の使い方を考案 

 住民と一体となった使い方のデザイン 

スーパーブロックプロジェクトの実施によって、ブロック内の交差点は近隣住民が滞留する賑わいや憩いの場とし

ての広場に再編される。広場のデザインは、バルセロナ市のデザインチームだけでなく、建築家などが携わることも

あり、地区ごとに独自性のあるものとしている。また、広場を市民へ提供するだけではなく、住民が大学の建築学科

教授や学生と一体となって新しい道路空間の使い方を考える中、ある広場ではタイヤを上手く利用した公園を整備

するなど、ハード面だけでなくソフト面からも空間づくりに取り組んでいる。 

  
 

  
出典：バルセロナ市

創出された広場での集会の様子道路空間へのタイヤ設置や路上ペイントによる、公園としての活用
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本事例の【事業の実施】から学べるポイント 
 

自動車通行の制限を段階的に実施し、歩行者空間の復権を実現 

 段階的な事業の実施 

スーパーブロックプロジェクトは、

二段階に分けて実施される。第一

段階ではスーパーブロック内を時

速 20km 以下に制限し、一方通行

とする。この段階では規制標識を

変えるのみであり、大きな支出は

必要としない。 

第二段階では、エリア内の自動

車交通を大幅に制限し、歩行者

空間としての復権を図るため、速

度を時速10km以下に制限し、人々が道路空間を活用するための取り組みを行う。第二段階では、歩道脇の駐車ス

ペースを撤去した上で別の場所に駐車スペースを確保する等、地域住民が公共空間の使い方を変えることが必要

となる。 

スーパーブロックプロジェクトは、先ずは旧市街地で実施され、一定の成果を見せたことから、中心市街地での適

用を計画している。市街地の中でも交通量の少ないポブレノウ地区を対象に 2016 年 9 月から実験を行っており、市

は今後、他の中心市街地へも展開していく意向である。 

 

 住民との合意形成 

スーパーブロックプロジェクトの実施地区では、事業実施前に住民代表者を一人選定し、市のプロジェクト担当者

と住民代表者が密な協議を行う。プロジェクトの供用前には毎日市の担当者と住民が協議することもあり、合意を得

るにあたって、市の姿勢や思いが重要となっている。 

また、住民参加の役割を重要視する市では、供用開始後、利用者の

理解を深めるための指導や道路上の案内掲示だけでなく、住民参加型

のワークショップを開催し、地区の将来像について協議している。スーパ

ーブロックの将来に関するワークショップでは、モビリティ、騒音、環境、都

市モデル、持続可能性、公共空間、都市緑地、エネルギー、コミュニティ

の強化について議論し、参加者が自らの地域に適用可能な具体的な取り

組みについて検討を行っている。 

 

  
出典：バルセロナ市

出典：バルセロナ市

段階的な自動車通行制限の取組

住民との議論の様子
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本事例の【マネジメントの展開】から学べるポイント 
 

自動車走行ルールの周知徹底により、安全な歩行者空間を確保 

 自動車走行ルールの周知徹底の取り組み 

スーパーブロックに侵入する車に対して指導を行い、ルールの周知を行っている。また、スーパーブロック内への

アクセス地点では、道路上に大

きな表示を設けている。路面標

示や附属物の配置は、市民か

らのアイデアに基づき、行政が

市民と一体となって運用してい

る。 

 

本事例の【事業の効果計測】から学べるポイント 
 

交通手段別交通量を計測し、自動車利用から歩行・自転車への転

換を定量的に評価 

 スーパーブロックプロジェクト導入の効果 

2003 年にスーパーブロックを導入したグラシア地区では、道路の 3 分の２以上がパブリックスペースとなった結果、

整備前と 2010 年を比較すると、街区内の自動車交通量が１４％減少、歩行者通行量は１０％増加、自転車交通は３

０％増加と、道路空間の使い手が車から歩行者に移りつつある。事業の長期目標では、2018 年に向けて交通の安

全性、持続性、利便性など項目別の目標を掲げており、交通事故件数の減少や、大気汚染の減少、平均バス停距

離の短縮といった具体的な目標の達成に向けて、駐輪場の整備、環境配慮型のバスの供用といったスーパーブロ

ック以外の施策も併せて取り組んでいる。 

 

本事例の課題・展望等 
 

 住民意識の醸成 

スーパーブロック内の駐車スペースを撤去する等、人々による道路空間の使い方を大幅に変えるため、自動車に

頼らないという住民意識の醸成が重要であり、水平展開にあたり、行政と住民が密に議論することが必要である。 

 

参考文献 

・ バルセロナ旧市街の再生戦略 阿部大輔 学芸出版社 2009 

・ Joanne Research,UNDP ：Smart City-Good Practice    

・ Ajuntament de Barcelona：  Barcelona works towards sustainability 

・ Ajuntament de Barcelona Crònica del taller de participació Superilla Poblenou - 19 de febrer de 2015 

http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/es/presentacion#block-block-3 

・ District de Gracia Abutment de Barcelona 

・ Ajuntament de Barcelona: Urban Mobility Plan of Barcelona PMU 2013-2018 

・ Superilles HP：http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/es  

路面標示

出典：バルセロナ市

スーパーブロックに侵入する車への指導
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レヒーナ回廊 

メキシコ 

メキシコ・シティ 

 事業の分類                     

道 路 空 間 の性 格 ：歴史地区・観光地の 

幹線道路 

事 業 背 景 ・目 的 ：居住促進・住環境改善 

歩行者回遊性の向上 

手 段 ：面的再構築 

延 長 ：800ｍ 

幅 員 ：10m 

沿 道 特 性 ：住宅系 

事 業 推 進 方 法 ：首長先導型 

事 業 期 間 ：2007 年 

事 業 者 ：連邦地区政府 

地域への波及効果 ：居住人口の増加 

シ ナ リ オ 分 類 ： 

■ まちなかにおける歩行空間の復権 

□ 路面公共交通、自転車環境の充実 

□ 地域資源を生かした新たな顔となる道路空間づくり 

□ 水辺、公園整備等関連事業との連携 

■ 既存道路ストックの民間活用 

 

8 
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レヒーナ回廊 

メキシコ 

メキシコ・シティ 

本事業から学べるポイント                                         

広範囲に渡る公共空間の面的整備とソフト

施策の複合戦略により、総合的な都市環境

の改善を実現 
 

事業の概要                                                                  

治安や環境、交通面で深刻な問題を抱えるメキシコ・シティ旧市街では、地区再生プログラムの一環として、広場や

教会をはじめとする公共空間を結ぶ形で、ひとつながりの歩行者専用街路を整備し、公共空間のネットワークを創出す

ることで地区の総合的な再生を図った。「生きたセントロ」、すなわち人々が働き暮らすことのできる旧市街の再生を目

標に、地区住民の生活環境を改善するとともに、住宅向けのさらなる投資を生むような魅力的な都市空間を創出するに

あたり、広場や街路といったオープンスペースの整備が最も有効な手法として採択された。 

この内、レヒーナ回廊は、ビスカイナス広場、レヒーナ広場、サン・ヘロニモ広場の 3 つの近接する広場を連結する東

西 800m にわたる歩行者専用空間である。対象地の周辺に文化・教育施設が多数立地していたことから、学生や若い

アーティストを惹きつけるような文化地区の創出を目指した。 

事業の経緯                                             

  

出典：国土技術総合研究所受領資料

年 事業経緯等 

1980 年 メキシコ・シティ旧市街が国の歴史的モニュメント地区に

登録 

1987 年 メキシコ・シティ旧市街が UNESCO の世界文化遺産に登

録 

2001 年 ロペス知事の下、セントロ信託統治局を中心に「旧市街

中西部再生プログラム」開始 

 

2007 年 エブラルド知事の下、セントロ特別局を設立し、「旧市街

総合再生プログラム」開始 

街路・広場の整備に先立ち、不法占拠していた露店商の

整理を実施 

2008 年 エブラルド知事の下、公共空間特別局設立 

レヒーナ通りの整備完了 

2009 年 レヒーナ通り周辺の街路整備完了 

位置図               

メキシコ・シティ旧市街では、1970 年

代から続く人口流出を受け、環境・治安

の悪化が進行していた。2006 年に就任

したマルセロ・エブラルド知事は、2010 年

に独立 200 周年・革命 100 周年を迎える

にあたり、公共空間の再生を核とした旧

市街再生に着手する。旧市街に点在す

る教会・学校等の公共施設と広場・公園

等の公共空間をつなぐ、4 路線 3.2km の

「歩行者回廊」整備を計画し、2007 年に

はその第１号として、レヒーナ通りが歩行

者専用道として整備された。 
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整備前                                               

  

 

 

整備後                                               

 

 

 

 

 

  

平面図
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本事例の【事業の構想・計画】から学べるポイント  
 

旧市街全域での歩行者ネットワーク・広場化構想により、都市環境の

改善を推進 

 メキシコ・シティ旧市街総合再生プログラム 

人口減少に歯止めのかからないメキシコシティ旧市街では、治安の悪化や露店商による不法占拠、インフラの老

朽化、交通渋滞、騒音、大気汚染など様々な問題が深刻化しており、旧市街を再生するにあたっては空洞化の流

れを止めることが不可欠と考えられた。そこで、街路や広場といった都市インフラの整備を行い地区住民の生活の

質を向上させるとともに、治安や環境の改善を通じて旧市街における不動産投資のリスクを低減し、私的な投資や

人口流入を生み出す地区再生プログラムが計画された。 

 
 

 歩行者回廊プロジェクト 

旧市街再生プログラムの基幹事業の一つとして、歩行者回廊プロジェクトが構想された。これは、旧市街に歩行

者専用街路を連結したひとつながりの歩行者空間を挿入することで、旧市街内部における歩行者空間の安全性と

快適性、回遊性を高めることを目指したものである。歩行者回廊プロジェクトはレヒーナ回廊を含む 4 つのプロジェク

トから構成されており、これら 4 つの回廊によって旧市街全体の歩行環境を一体的に改善することが計画された。 

  

整備プロジェクト分布図
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本事例の【事業構造の構築】から学べるポイント 
 

行政のコーディネートの下で連携のとれた分業体制により、事業の一

貫性を確保するとともに、ニーズに応じた多様なデザインを実現 

 事業推進体制 

レヒーナ回廊を含むメキシコ・シ

ティ旧市街の再生にあたり、地区

再生プログラムの計画・運用に特

化した行政機関としてメキシコ・シ

テ ィ 政 府 内 に セ ン ト ロ 特 別 局

(Autoridad del Centro Histórico)

を設立し、知事の意向を受けたセ

ントロと区別局が、全体のコーディ

ネートと各事業の調整を行う体制

を構築した。 

個別事業の計画やデザインは、市の土木局や交通局のほか、セントロ特別局設立以前に旧市街再生プログラム

の中心的役割を果たしたセントロ信託統治局(Fideicomiso Centro Histórico)が担当した。また、歴史地区の再生事

業であることから、ハードの整備では都市開発局のほか国立歴史人類学研究所（Instituto Nacional de 

Antropología e História）による審査が行われた。ソフト面のサポートには、観光局や経済発展局などの部局が関わ

るとともに、整備後のマネジメントではセントロ信託統治局が主な役割を担った。この他、これまで異なる部局が個別

に計画・実施していた市内のパブリックスペースの整備を一括して取り扱う機関として、公共空間特別局（Autoridad 

de Espacio Público）が設置された。公共空間特別局はセントロ特別局とは独立して、旧市街の公共空間に係る基

幹事業をいくつか実施している。 

レヒーナ回廊はこの内、「歩行者回廊」プロジェクトに属し、セントロ特別局コーディネートの下、計画・設計は土木

局が行った。 

他部局との連携の下でハード整備とソフト施策を複合的に展開し、文

化地区の創出を推進 

 ハード整備と併せたソフト施策の実施 

レヒーナ通り周辺に文化・教

育施設が多数立地する条件を

活かして、学生や若いアーティ

ストなどを惹きつけるような文化

地区の創出を目標とした。その

ため、観光局や経済発展局な

ど他部局が、ハード整備と合わ

せて周囲の住宅供給を促進す

る、アーティストに作品展示の場を設置する、飲食店のテラス設置を許可するなどのソフト施策を実施し、新たな活

動を呼びこむための下地を作った。  

道路空間での飲食店のテラス設置 アート作品展示の場としての活用 

担当部局の役割分担
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本事例の【空間デザインの検討】から学べるポイント 
 

広場と歩行者専用街路の一体的な整備により、パブリックスペースの

ネットワークを構築 

 広場と歩行者専用街路の一体的な整備 

点としての広場や小規模オープンスペースの整備と、それをつなぐ線としての歩行者専用街路の整備を組み合

わせることで、オープンスペースのネットワークを構築している。孤立していた 3 つの広場が歩行者専用街路を介し

てつながることで、地域一帯が１つのパブリックスペースとしての機能を獲得した。レヒーナ広場では、各種イベントな

ど様々な用途に用いられることを意図したシンプルなデザインとしている。 

   

 

 歩行者のための街路のデザイン 

歩行者回廊プロジェクトにおける

最大のコンセプトは、歩行者優先

の空間である。交差点部にはハン

プを設け、車の減速を促すとともに、

歩行者が段差を跨ぐことなく横断で

きるようになっている。 

また、常時歩行者専用であっても

緊急車両やメンテナンス車両の通

行が想定されることから、街路中央部に幅員 3.25m の車両通行を想定したスペースを舗装パターンで示している。 

 

 歴史的環境への配慮の下で、現代的なニーズを取り入れた構成要素のデザイン 

整備前の通りは、画一的なデザインが施され、地区の特徴や個性、時

代のニーズを反映していなかったが、これに対する反省として、ストリート

ファニチャーを始めとする構成要素のデザインは、歴史的環境に考慮し

た上で、現代的なニーズや嗜好に沿った形のデザインとするよう配慮した。

歴史環境の保全の立場から事業の審査を行う国立歴史人類学研究所、

都市発展局も、レヒーナ通りのプロジェクトにおける土木局の新たなデザ

インの追及に協力的な働きを見せた。 

  

広場をつなぐ歩行者専用街路 沿道の空き地を活用したポケットパーク 道路空間を活用した文化的イベント 

デザインに配慮したストリートファニチャー 

緊急車両等の通行を想定した街路デザイン 車の減速を促すためのハンプ 
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本事例の【マネジメントの展開】から学べるポイント 
 

整備に伴う新旧住人へ配慮したマネジメントの展開 

 セントロ特別局およびセントロ信託統治局によるマネジメント 

整備後の道路空間のマネジメントは、セントロ特別局及びセントロ信託統治局によって行われているが、協議を通

じた必要最低限のルール設定や指導を行うに留め、利用者の意思を尊重する方針をとっている。 

また、当地区には整備に前後して、店舗ではカフェやギャラリー、住人では若い学生やアーティストなど、これまで

とは異なる要素が新たに加わった。これにより、夜間の騒音など旧住人との間に摩擦が生じることもあり、当局ではこ

れら新旧の住人のバランスを考慮したマネジメントを心がけている。 

 

 

本事例の課題・展望等 
 

 ハード整備後の道路空間の維持管理 

前例のないプロジェクトであったことから、全てが手探りの状態で実験的に進められていった。そのため、整備後の

道路空間の使われ方に対する明確なビジョンを描くことが難しく、若者が夜間に通りで騒ぐ事態や、犬の糞を放置す

る人が増加するといった予期せぬ社会問題が発生し、マネジメントを担当するセントロ信託統治局がその都度対応

に迫られている。 

 対象地域の設定 

旧市街総合再生プログラムの対象範囲は、主に国の歴史的モニュメント地区のゾーンに依拠して設定されたが、

歴史的視点に基づくゾーニングであるため、都市構造としてのつながりが十分に考慮されている訳ではない。対象

エリアの周縁には、都市構造としてはひとつながりで同様の問題を抱えているにも関わらず、プログラムの対象外と

なったことで治安や景観などの問題が未解決の状況にある地区があることから、今後、地区再生に向けた取り組み

が望まれる。 

 

参考文献 

・ 西村亮彦，内藤廣，中井祐，尾崎信：メキシコ・シティ旧市街における地区再生に向けたオープンスペース整

備の計画およびデザイン手法，土木学会景観デザイン研究講演集 No.7，2011 

・ 西村亮彦：（博士論文） 
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自動車交通を排除したことで、道路空間が地域住民の交流の場へと生まれ変わる

先祖を迎える死者の日には、道路空間がハレの場へと変わる
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タイムズスクエア 

アメリカ 

ニューヨーク 

 事業の分類                    

道 路 空 間 の性 格 ：まちなか広場 

事 業 背 景 ・目 的 ：まちの活性化 

手 段 ：広場整備 

延 長 ：390m, 402m 

幅 員 ：約 40m～80m 

沿 道 特 性 ：商業系 

事 業 推 進 方 法 ：官民連携 

事 業 期 間 ：2010～2016 年 

事 業 者 ：ニューヨーク市 

交通局，BID 団体  

地域への波及効果 ：地域活動の活性化 

シ ナ リ オ 分 類 ： 

■ まちなかにおける歩行空間の復権 

□ 路面公共交通、自転車環境の充実 

□ 地域資源を生かした新たな顔となる道路空間づくり 

□ 水辺、公園整備等関連事業との連携 

■ 既存道路ストックの民間活用 

 

9 
  

出典：画像©New York City Department of Transportation
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タイムズスクエア 

アメリカ 

ニューヨーク 

本事業から学べるポイント                                         

明確な都市空間再編の戦略を打ち出し、

段階的な社会実験等を通じて、道路空間

の広場化を実現 
 

事業の概要                                                                  

タイムズスクエアの Business Improvement District（ビジネス活性化地区：以下 BID）で組織された BID 団体（周辺

の営業者や不動産所有者等で組織）の主体的な働きによって、エリア内の一般公道を広場へ転換したものである。 

当初、タイムズスクエアで発生していた交通問題解決の手段として広場化の検討が始まったが、その後、より巨視的

なニューヨーク中心部の公共空間再編の取り組みへと展開し、広場化が実現した。広場化の検討にあたり、BID 団体は

専門家の意見を受けながら、広場化の実現可能性と効果を明確にするため、段階的な社会実験を行った。市交通局

は、社会実験の補助を行い、最終的にはタイムズスクエア内の一般公道を恒久的な広場とすることとなった。 

 

事業の経緯                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980 年代後半、タイムズスクエアは犯

罪が横行するマンハッタンで最も危険な

地区であったが、その後、治安改善によ

り来訪者が増加した。これに伴い、タイム

ズスクエアでは自動車動線と歩行者動

線が錯綜し、交通混雑の解消や安全確

保のための環境改善が求められるように

なった。交通問題の解決にあたり、市交

通局はこれをより広範なマンハッタン全

体にとっての公共空間再編の機会と捉

え、恒久的な広場化の検討に着手する。 

年 事業経緯等 

1992 年 タイムズスクエア内の環境改善を目的として 

BID 団体 Times Square BID 設立 

(Times Square Alliance(2004〜)の前身) 

1998 年 広場化案の発端となる「蝶ネクタイ」部改善プロジェクト・歩行

者通路プロジェクト発表 

2003 年 第 1 回 ワ ー ク シ ョ ッ プ 「 Times Square Streetscape 

Improvement」実施（課題と実現可能性を検討） 

2007 年 市長がニューヨーク市の総合長期計画である「PlaNYC」発表 

2009 年 5 月 初の長期的な全面広場化の社会実験「Green Light for 

Midtown」実施 

2010 年 2 月 市長による広場恒久化宣言 

2010 年 7 月 コンペにより設計者が建築設計事務所 Snøhetta に決定 

2016 年 12 月 広場竣工 

位置図              

出典：「ニューヨーク市タイムズ・

スクエアの広場化プロセス」
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整備前                                              

  

 

 

整備後                                              

  
 

 

 

 

  

出典：写真©google

https://www.thenatureofcities.com/

2015/09/20/shrink-ing-times-square/

出典：写真©urb-i

http://www.urb-i.com/usa?lightbox=dataItem-itu7qfkd2

出典：画像©urb-i

http://www.urb-i.com/usa?lightbox=dataItem-itu7qfkd2

出典：画像©google

https://www.thenatureofcities.com/

2015/09/20/shrink-ing-times-square/

出典：Snøhetta Web

http://snohetta.com/project/9-times-square-reconstruction

平面図
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本事例の【事業構造の構築】から学べるポイント 
 

市と民間組織の連携により、事業推進を円滑化 

 Times Square Alliance (通称:TSA) 団体の設立 

Times Square Alliance（以下、TSA）は，ニューヨーク・

マンハッタン内の南北 40 から 53 番通り東西 6 番地から 8

番地（タイムズスクエア）を担当している BID 団体である。

TSA が設立された 1980 年代、タイムズスクエアは、薬物・

売春等が横行しており治安が悪かった。そのため、TSA は

治安改善・衛生環境改善を目的として設立された。TSA

では右図の運営体制を取っている。 

 

 

本事例の【事業の実施】から学べるポイント  
 

タイムズスクエアの交通問題解決策として歩行者空間の拡大を検討 

 タイムズスクエアの課題 

TSA設立当初の目標であったタイムズスクエアの治安が改善された後、来訪者が増加した。それに伴いタイムズ

スクエアでは、交通渋滞、及び歩行者と自動車による接触事故が多発しており、物理的環境の改善に迫られていた。

TSA はタイムズスクエアの物理的環境改善のため、a) 歩行者の安全確保と b) 公共空間の明確化の２点に着目し、

外部専門家に対策を依頼した。 

(a)「歩行者道路プロジェクト」 

1998 年、交通コンサルタントのフィリップ・ハビブ&アソシエイツ(PHA)に、歩行者混雑回

避を目的として、街灯・舗装・サイン等を改善する「歩行者通路プロジェクト」を委託した。 

(b)「蝶ネクタイ部改善プロジェクト」  

建築設計事務所のクーパー・ロバートソン&パートナーズに、公共空間を明確化するため

のマスタープランを策定する「蝶ネクタイ部改善プロジェクト」を依頼した（7 番街とブロードウ

ェイが交差する 42 丁目から 47 丁目までを通称「蝶ネクタイ」部と呼ぶ）。この中で、蝶ネクタ

イ部の交通島の北半分に当たるダッフィー広場の拡張が提案され、その後の歩行者空間拡

大の端緒となった。  

出典：光亜興産官民共同まちづくり実践講座第 1 回シンポジウム資料

BID 団体とは、ある地区の質的向上・維持管理・開発等のサービスを行うことを目的とした、主に地区内に進出

している企業や不動産所有者を構成員とする民間非営利団体のことである。その役割は、行政と協働で活動する

ことだけでなく、行政が提供するサービスに付加価値を与えエリア固有の地域特性を活かすことにある。設立にあ

たっては、地区内不動産オーナーの 51%以上からの同意が必要であり、設立最終案は市の都市計画局等で審議

される。北米（アメリカ・カナダ）では 1000 地区以上、イギリスで 130 地区以上に BID 団体が存在している。 

出典：「ニューヨーク市タイムズスクエアの広場化プロセス」

TSA の運営体制
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社会実験により、歩行者空間の拡張を推進 

 市交通局と TSA による社会実験の実施 

2001 年、歩行者空間再編の社会実験として、蝶ネクタイ部の車道の一部にペイントを施し、歩道と老朽化したボ

ラード（車止め）を撤去することで仮設的に歩道空間を広げた。タイムズスクエア内のダッフィー広場と各交差点部

を中心に歩道を拡張することで、歩行者空間が 15%拡張された（図参照）。実験内容は、TSA が提案した歩行者空

間拡張の案を活かす形となっている。 

空間デザインの専門家による支援の下でワークショップを実施し、物

理的環境を根本的に見直し 

 タイムズスクエアの計画を根本的に見直すワークショップ 

TSA はタイムズスクエア生誕 100 年の 2004 年と 2009 年に予定されているタイムズスクエア大幅再編に向けて，

タイムズスクエアの物理的環境を根本的に見直すワークショップを行った。運営は、公共空間のデザイン支援を専

門とするデザイン・トラスト・フォー・パブリックスペース（以下、DTPS）に依頼し、タイムズスクエアらしさとは何か，そ

れを高めるためには何をすべきかをテーマにワークショップを行った。参加者は 25 名のデザイナー、都市計画家、

芸術家、交通プランナー、市交通局及び都市計画局スタッフ他であった。議論の結果、10の基本方針を策定し、タ

イムズスクエアの物理的環境改善に向けた取り組みが本格的にスタートした。TSA は、このワークショップの成果を

2009 年に予定されていたタイムズスクエアの街路改修事業に反映させるべく、市交通局に提案を行った。 

  
基本方針 

①異なる要素をバランスさせる 

②人、もの、レイヤーの多様性を再認識する 

③場（place）をつくる 

④市民が来訪したくなる場にする 

⑤本物性や歴史を強化し、再認識する機会を探す 

⑥創造性の発露に寛容になる 

⑦歩行者と自動車の空間の関係を再考する 

⑧変わらない要素、変わる要素とを併せ持つ 

変化し続ける劇場街として考える 

⑨垂直面のみならず、水平面をエキサイティングで 

ダイナミックにする方法を探す 

⑩シンプルであり続ける 

具体的な改善策の提案 

A ダッフィー広場の拡張と再建 

B 歩道の 53 パーセント拡張 

C 自動車交通の新しい規制の検討 

D 安全のための装置のデザインと「蝶ネクタイ」部の 

心理的囲い 

E パブリックアートのための空間と機会の提供 

F 水平面の活性化の探求 

G 高質なデザインの推奨と再認識 

出典：「ニューヨーク市タイムズスクエアの広場化プロセス」
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社会実験と総合長期計画を踏まえた歩行者空間計画の策定 

 PPS と PHA によるタイムズスクエアでの人々の行動観察 

TSA の依頼により、公共空間デザインを専門とするプロジェクト・フォー・パブリックスペース(以下、PPS)と交通コン

サルタントの PHA が、それぞれタイムズスクエアにおける人々の行動・活動の体系的な観察調査、及びタイムズス

クエア周辺の交通量調査を実施した。これにより、交通計画の観点からより具体的な改善策の検討を行った。 

 市交通局と TSA の協働による大規模社会実験の実施 

上記の調査結果を受けて、TSA と市交通局は実践的な社会実験を実施した。内容は、2006 年 11 月から翌 2 月

までの間、45 丁目の交差点において車線数を減らし、東西方向の車両横断を禁止することで、歩行者空間を拡大

するものであった。これにより、中央分離帯・交通島を中心に歩行者空間が 42%拡張された。 

 ニューヨーク市の総合長期計画「PlaNYC」 

上記実験中の 2006 年 12 月には、ブルームバーグ市長が 21 世紀のニューヨークの成長を見据えた長期計画で

ある「PlaNYC」を発表した。「PlaNYC」には、「全てのコミュニティが徒歩 10 分圏内に公園をもつ」、「公共空間を再

生・創造する」と示されており、都市内における公共空間の拡充を全面的に支援する内容であった。時を同じくして、

ニューヨーク市交通局では、PARONS BRICKERHOFF（アメリカのコンサル会社）よりサディク・カーン氏を局長とし

て、デザイン・プランニングを扱う NPO 法人である PPS よりウィリー・シュワルツ氏を局長補佐として招聘した。 

 歩行者空間拡張の代案を検討する 2 回目のワークショップ 

ワークショップに先立ち、優秀な建築家・ランドスケープアーキテクト・都市デザイン事務所など７つの専門家チー

ムに「蝶ネクタイ部」及び周辺の空間デザインの提案を求めた。創造的で

ありながら実現可能なものであることを要件に、上記の調査結果を踏まえ

た提案が求められた。各提案を吟味した後、TSA のトンプキンス代表によ

って全提案に共通するテーマが下表のようにまとめられた。TSA は参加チ

ームと契約を継続し、検討を詳細化した上で、2009 年に予定されている

改修工事に反映させることを目指した。 

  

出典：「ニューヨーク市タイムズスクエアの広場化プロセス」

タイムズスクエア・シャッフルの平面計画図
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市長・局長のリーダーシップと迅速な社会実験により、広場化を実現 

 市交通局の体制改編と全面広場化の着想 

新たに交通局局長として就任したサディク・カーン氏の下、「PlaNYC」におけるニューヨーク市全体の公共空間に

係る明確な目標に従いながら、「街路を社会・経済的活動を支える生き生きとした公共空間と考えるアプローチ」が

世界先進都市の標準であるとして、「世界水準の街路」というコンセプトを打ち出した。市交通局は、歩行者空間の

研究で世界的に知られる建築家ヤン・ゲール氏に公共空間としての街路の使われ方について、独自の調査を委託

し、タイムズスクエアの取り組みが持つ意義とその根拠を明確にした。市交通局は，タイムズスクエアの改修工事に

ついて、ゲール氏の考えを反映しつつもより大胆な案を求めるようになり、ブロードウェイから自動車を完全排除した

全面的な広場化を着想するに至り、その実現に向けた社会実験等、タイムズスクエアの広場化を市が先導した。 

 ブロードウェイ・ブールバール・プロジェクト(2008 年 8 月〜) 

市交通局は、ブロードウェイ全体に対して「一夜広場」を整備することを決定した。最初に、粉砕砂利やペイント、

マーキング、サイン、プランター、テーブル、椅子、アート作品等の簡易な仕掛けを用いて、ブロードウェイの自動車

交通上必要のない空間を「広場」につくりかえた。 

 社会実験「グリーンライト・フォー・ミッドタウン」(2009 年 5 月〜)  

実験の目的は、ブロードウェイの複雑な交差点形状に由来する混雑と高い事故率の解消である。実験内容は、タ

イムズスクエア（42 丁目から 47 丁目）、ヘラルド・スクエア（33 丁目から 35 丁目）におけるブロードウェイから完全に

自動車を排除し、歩行者専用の空間に転換するというものである。これに伴う周辺への影響を調整し、広場化に必

要な様々な施策を一体的に実施した。社会実験の結果は、以下の通りである。この結果を受けて、ニューヨーク市

長・市交通局が迅速に広場を恒久化することを決定し、2010 年 2 月にブルームバーグ市長によって恒久化が宣言さ

れる。(長期的な全面広場化の社会実験第一弾)  

  

出典：「ニューヨーク市タイムズスクエアの広場化プロセス」

タイムズスクエア恒久化広場の平面計画図
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本事例の【空間デザインの検討】から学べるポイント  
 

屋外ステージとしての機能の向上、歩行者空間の整序化を考慮した

デザイン 

 道路空間の利活用と歩行者空間の整序化を目的とした空間デザイン 

ノルウェーの設計事務所である Snøhetta（スノヘッタ）に広場の設計を依頼した。スノヘッタは、蝶ネクタイ部の屋

外ステージとしての機能を強化すると同時に、歩行者空間を整序化することを目的として、路面には明快でシンプ

ルなプレキャスト・コンクリートの舗装を採用した。 

タイムズスクエアの特色である看板のネオンを反射して輝く 5 セント白銅貨サイズの鉄の円盤を埋め込み、花崗

岩を用いたベンチが広場に方向性を生み出すように配置されている。 

 
 

 

 

参考資料 

1) ニューヨーク市タイムズスクエアの広場化プロセス BID 設立以降の取り組みに着目して、中島直人、関谷進吾、

日本建築学会計画系論文集 第 81 巻 第 725 号、1549-1559、2016.7 

http://ud.t.u-tokyo.ac.jp/research/publications/_docs/img-707123937.pdf 

2) 日本におけるこれからのエリアマネジメント、光亜興産官民共同まちづくり実践講座第 1 回シンポジウム/としマネ

ジメント時代の「民」担う「公」のあり方 ･エリアマネジメントの発展に向けて･ 資料  

 (https://www.gsm.kyoto-u.ac.jp/images/2014/0330/area_management_ver2.pdf) 

3) THE SECOND CENTURY WORKSHOP BRIEF : REIMAGING THE BOWTIE、Times Square Alliance 

4) TIMES SQUARE RECONSTRUCTION : Times Square Alliance  

5) Market Analysis Report For Times Square Retail Marketing Strategy 

6) World Class Streets: Remaking New York City’s Public Realm 

http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/World_Class_Streets_Gehl_08.pdf 

7) Snøhetta Times Square Reconstruction 

(http://snohetta.com/project/9-times-square-reconstruction) 

8) Urb-i 

http://www.urb-i.com/usa?lightbox=dataItem-itu7qfkd2 

9) https://www.thenatureofcities.com/2015/09/20/shrink-ing-times-square/ 

タイムズスクエア舗装のデザイン

出典：Snøhetta Web

http://snohetta.com/project/9-times-square-reconstruction
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ベルストリート・パーク 

アメリカ 

シアトル 

 事業の分類                     

道 路 空 間 の 性 格 ：目抜き通り：大都市都心部 

事 業 背 景 ・目 的 ：歩行環境の改善  

手 段 ：空間再配分 

延 長 ：370m 

幅 員 ：約 20m 

沿 道 特 性 ：商業系、住宅系 

事 業 推 進 方 法 ：行政主導型 

事 業 期 間 ：2010～2014 年 

事 業 者 ：シアトル市 

地域への波及効果 ：地域活動の活性化 

シ ナ リ オ 分 類 ： 

■ まちなかにおける歩行空間の復権 

□ 路面公共交通、自転車環境の充実 

□ 地域資源を生かした新たな顔となる道路空間づくり 

■ 水辺、公園整備等関連事業との連携 

□ 既存道路ストックの民間活用 

 

10 
  

出典：The Urbanist, 2015.02



10.アメリカ・シアトル ベルストリート・パーク 

402 

ベルストリート・パーク 

アメリカ 

シアトル 

本事業から学べるポイント                                         

自動車の通過速度を抑制するデザイン上

の工夫により、車優先の道路空間を歩行者

優先の空間に転換 
 

 

事業の概要                                                                  

ベルストリート・パークは、車優先の道路空間を歩行者優先につくりかえるとともに、多様な利用を受け入れる柔軟な

空間とすることを目的とした、シアトル初のシェアド・ストリート（歩車共存型街路）プロジェクトである。 

ベルストリートが位置するベルタウンは、ダウンタウンの北西部に位置する職住混在地区で、1990 年代から人口が増

加する中、オープンスペースの確保が課題となっていた。自動車の通行速度抑制による歩行者や自転車の安全確保

を求めるベルタウンの住民によって、ベルストリートの再編に向けた検討が始まる。 

行政とコミュニティのコラボレーションやデザインがまちを変えることを示した、今後のシェアド・ストリートのモデルケ

ースとなるプロジェクトである。 

 

事業の経緯                                             

 

 

 

  

位置図                   

出典：NACTO

ベルタウンは、シアトルのダウンタウン北西部、歴史

的なデニー公園と臨海部に挟まれた人口密集地域であ

る。地域内には多様なビジネスや住居、公共施設が混

在している。1990 年代から人口が増加するも、オープン

スペースの整備が間に合わず、快適な居住環境と言い

難い状況であった。 

整備前のベルストリートは、8 ブロックにわたり 2 車線の

一方通行で、両脇には駐車スペースが設けられてい

た。1985 年、市は通りの歩行環境改善に向けたグリーン

ストリート計画に着手し、1 番街から 5 番街までの区間に

街路樹や信号を設置した。この区間は、一日 300 台もの

バスが通過する、交通上のボトルネックにもなっていた。 

年 事業経緯等 

1985 年 ベルストリートに植樹、信号設置 

1990 年～ 人口が増加する一方、オープンスペース

の整備が追い付かず、居住環境が悪化 

2009 年 シアトル市公園・レクリエーション部門へベ

ルストリートの権限を移譲し、プランニング

開始 

2010 年 設計開始 

2013 年 施行開始 

2014 年 供用開始 
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整備前                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備後                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：NACTO

出典：画像©Google

出典：画像©Google

出典：NACTO

出典：NACTO

平面図
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本事例の【事業の構想・計画】から学べるポイント  
 

街路空間の権限を公園部局に移譲することにより、適切な検討体制

を構築 

 シアトル市公園・レクリエーション局によるオープンスペースの計画検討 

ベルタウンでは、シアトル市が公園整備のための土地取得に難航し、2008 年の時点でオープンスペース確保の

目標を達成することができなかった。そこで、シアトル市は街路をオープンスペースのために徴用することで、目標の

達成を図った。ベルストリートをオープンスペース化するにあたり、シアトル市は公園・レクリエーション局に当該街路

の権限を移譲した。元々通常の街路であったベルストリートのオープンスペース化は、公園・レクリエーション局のコ

ーディネートの下、市交通局や関係各所との協働によって進められることとなった。 

 

計画段階から地域住民の要望を計画に反映させることにより、地域

固有の課題・ニーズを解決 

 地域住民からの要望を計画へ反映 

計画の初期段階において、地域住民が安全確保、照明や各種設備の改善、及び緑地の提供を要望したことから、

これらに配慮する形で計画が進められた。特に、住民は安全性の面で、交通速度の改善と自動車以外の交通手段

の利用者の保護を求めていた。これらの意見を踏まえ、プロジェクトチームが歩車共存型と歩車分離型の２つの素

案を作成・提示したところ、地域住民は歩車共存型を支持したことから、歩車共存型の案が採択された。 
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本事例の【空間デザインの検討】から学べるポイント 
 

自動車の走行速度抑制を図る舗装デザインの工夫により、歩車共存

の空間を創出 

 舗装デザインの工夫 

歩車道の間にはレベル差も縁石もなく、舗装のテクスチャによって区別を図っている。車道は走行速度を抑えると

ともに、駐車スペースを設けるため、蛇行した平面形状としている。自動車と歩行者を分離するのではなく、物理的

な境界を取り去ることで、自動車の安全運転を促している。また、街路の入り口では歩車共存ゾーンであることをサ

インで示している。 

舗装は歩行者の快適性に配慮して、ヒューマンスケールを意識して大きさを決めたグリッド状の花崗岩を用いた

デザインとなっている。また、歩行者が単に街路を通過するだけでなく、沿道の建物やストリートファニチャーへ意識

が向くよう、目地を斜めに配置している。 

 

 

 

  

出典：NACTO

歩行者の快適性に配慮した舗装デザイン
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本事例の【マネジメントの展開】から学べるポイント 
 

非営利団体と管理契約を結び、道路空間の柔軟な活用を実現 

 Downtown Seattle Association への管理委託 

シ ア ト ル の 公 園 ・ オ ー プ ン ス ペ ー ス 局 は 、 Downtown Parks 

Activation として、市内の公園における様々な活動を支えるために非営

利団体 Downtown Seattle Association と 5 年契約を交わしている。ベル

ストリート・パークにおけるイベント活動なども、この団体によってマネジメ

ントされている。 

イベント時には自動車の通行を制限し、歩行者専用街路として有効幅

員をフルに活用することで、多様な活動の受け皿として機能している。 

 

 

本事例の課題・改善点 
 

 常時のオープンスペースの確保 

シェアド・ストリートであるベルストリートは、車両交通を確保したまま道

路空間にオープンスペースとしての機能を付与することを目的として整

備されたものであるが、イベントスペースとしての活用はあくまで一時的

なもので、通常時もその機能を十分に発揮できているとは言えない。 

通常時は看板によって通過交通の進入を取り締まっているものの、そ

の効果は限定的で、自動車の交通量は必ずしも少なくない。自動車の

速度を抑え、歩行者にとって快適な空間を創出するという点では一定の

成果を挙げたものの、あくまで公園を代替するものではないという点が、

課題として指摘される。 

 

参考文献 

・ National Association of City Transportation Officials(2014); Case Study: Bell Street Park Shared Street, 

Seattle, 2014 Transit Street Design Guide;   http://nacto.org/case-study/bell-street-park-seattle/ 

・ HEWITT(2014); Our Work: Bell Street Park; 

http://www.hewittseattle.com/projects/landscape-architecture/bell-street-park.html 

・ The Urbanist , Anton Babadjanov(2015); Event Today: Shape the future of art and activation of Bell 

Street Park; 

https://www.theurbanist.org/2015/02/13/event-today-shape-the-future-of-art-and-activation-of-bell

-street-park/ 

・ The Urbanist, Anton Babadjanov(2015); Tell SDOT and Metro How to Make Bell Street Park Better; 

https://www.theurbanist.org/2015/04/08/tell-sdot-and-metro-how-to-make-bell-street-park-better/ 

出典：The Urbanist, 2015.04

通常時の交通状況

出典：city of Seattle

ベルストリート・パークにおけるイベント活動
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歩行空間
の復権

公共交通・
自転車環境

の充実

地域資源を
活かした
顔づくり

関連事業
との連携

道路ストック
民間活用

1 アメリカ サンフランシスコ
パークレット
（Parklet）

道路空間活用プログラムにより、民間による整備・維持管理
の取組を横展開

一般市街地の幹線道路 まちの活性化 多目的利用 既存駐車帯内 既存駐車帯内 商業系、住宅系 官民連携型 2010年～ 民間 にぎわいの創出 ○

2 フランス パリ
セーヌ川河岸道路
（Promenade des Berges de la
Seine）

道路空間の利用転換により、都心部の自動車交通量削減を
図るとともに、エリアの魅力・交流を創出

河川・水路沿いの道
環境保全・アメニティ向上
歩行者回遊性の向上

敷地転用
約2.3㎞(左岸)
約1.5㎞（右岸）

35m 商業・観光系 首長主導型
2012～2013年
（多利用目的は
2000年～）

パリ市
地域活動の
活性化

○ ○ ○

3 フランス マルセイユ
ベルジュ埠頭
（Quai des Belges Place de la
Major）

歴史的中心地での街路整備と一体となった都市と港湾の再
生により、地域を活性化

歴史地区・観光地の幹線道路 まちの活性化 面的再構築 750m 23m～75m 商業・観光系 首長主導型
2011～2013年
（第一段階）

ユーロ・メディテラネ
都市開発公社

地域交流の
活性化

○ ○ ○

4 イギリス ロンドン
エキシビション・ロード
（Exhibition Road）

都市全体における道路空間の役割分担を見直し、人優先の
快適な道路空間へ転換

歴史地区・観光地の幹線道路
まちの活性化
歩行者回遊性の向上

空間再配分 820m 25m 観光系 行政主導型 2008～2011年 ロンドン市 来訪者の増加 ○

5 フランス リヨン
ラファイエット通り
（Cours Lafayette）

BRT走行空間拡大により公共交通を軸としたまちづくりを推進
し、自動車交通から公共交通への利用転換を促進

商店街(一般）：地方中心商店街 路面公共交通の拡充 空間再配分 5.5㎞ 約13m～20m 商業系 首長主導型 2007～2019年

リヨン市
リヨン都市圏交通混
成事務組合
リヨン大都市共同体

快適な環境の
創出

○

6 イギリス ロンドン
サイクル・スーパーハイウェイ
（Cycle Superhighway）

自転車を重要な都市交通手段として位置づけ、経済・社会開
発を支える戦略的政策として自転車施策を展開

一般市街地の幹線道路 自転車利用環境の充実 空間再配分 100㎞超
約9m～16m
（歩道部除く）

商業・業務系、
観光系

首長主導型 2008年～ ロンドン市交通局 来訪者の増加 ○

7 スペイン バルセロナ
スーパーブロックプロジェクト
（Superblock Project）

エリア内の自動車通行への大幅な制限により、低コストで住
民の生活環境の向上を実現

まちなか広場
居住促進・住環境改善
歩行環境の改善

多目的利用
約400m×400m
の街区内道路 約15m～20m 商業系、住宅系 官民連携型 2015年～ バルセロナ市

地域活動の
活性化

○ ○

8 メキシコ メキシコ・シティ
レヒーナ回廊
（Corredor Regina）

広範囲に渡るインフラ整備とソフト対策の複合戦略により、総
合的な都市環境を改善

一般市街地の幹線道路
居住促進・住環境改善
歩行者回遊性の向上

面的再構築 800m 10m 住宅系 首長先導型 2007年 連邦地区政府
居住人口の増
加

○ ○

9 アメリカ ニューヨーク
タイムズスクエア
（Times Square Broadway /
W 42nd St）

明確な都市空間再編戦略を打ち出し、段階的な社会実験等
を通じて、道路空間を活用した広場化を実現

まちなか広場 まちの活性化 広場整備 390m ,402m 約40m～80m 商業系 官民連携型 2010年～2016年
ニューヨーク市
交通局
BID団体

地域活動の
活性化

○ ○

10 アメリカ シアトル
ベルストリート・パーク
（Bell Street Park）

自動車の通過速度を抑制するデザインを工夫し、車優先の道
路空間を歩行者優先の空間に転換

目抜き通り：大都市都心部 歩行環境の改善 空間再配分 370m 約20m 商業系、住宅系 行政主導型 2010～2014年 シアトル市
地域活動の
活性化

○ ○

手段

シナリオ分類

No 国名 都市名
道路名・

プロジェクト名
道路空間の性格 事業背景・目的学べるポイント 事業者沿道特性

地域への
波及効果

延長 幅員 事業期間
事業推進

方法
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1 アメリカ サンフランシスコ
パークレット
（Parklet）

2 フランス パリ
セーヌ川河岸道路
（Promenade des Berges de la
Seine）

3 フランス マルセイユ
ベルジュ埠頭
（Quai des Belges Place de la
Major）

4 イギリス ロンドン
エキシビション・ロード
（Exhibition Road）

5 フランス リヨン
ラファイエット通り
（Cours Lafayette）

6 イギリス ロンドン
サイクル・スーパーハイウェイ
（Cycle Superhighway）

7 スペイン バルセロナ
スーパーブロックプロジェクト
（Superblock Project）

8 メキシコ メキシコ・シティ
レヒーナ回廊
（Corredor Regina）

9 アメリカ ニューヨーク
タイムズスクエア
（Times Square Broadway /
W 42nd St）

10 アメリカ シアトル
ベルストリート・パーク
（Bell Street Park）

No 国名 都市名
道路名・

プロジェクト名

休憩施設整備 オープンカフェ － － － － －

歩行空間整備 道路緑化 その他施設整備 空間活用 オープンカフェ － －

道路線形・構造改良 広場整備 － － － － －

幅員再構成 歩行空間整備 舗装の高質化 道路付属物の修景 － － －

幅員再構成 交通結節点改善 BRT導入 － － － －

幅員再構成 自転車道整備 － － － － －

幅員再構成 広場整備 空間活用 － － － －

幅員再構成 歩行空間整備 広場整備 市街地再開発 空間活用 オープンカフェ －

幅員再構成 歩行空間整備 広場整備 空間活用 オープンカフェ － －

幅員再構成 歩行空間整備 道路緑化 公園整備 空間活用 － －

主な事業内容
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