H23〜

道路管理者が指定した区域で、道路上に広告板・
オープンカフェ等を設置する際に「道路外に余地が
無いこと」が要件から除外。

河川敷地
の占用許可

H16〜

河川管理者が指定した河川敷地内にオープンカフェ
等を設置することが可能（河川敷地占用許可準則）。

都市公園
占用許可の特例

H28〜

整備計画公表後２年以内に占用の許可の申請が
あった場合には、公園管理者の同意を得て、賑わい
の創出に寄与する施設を設置することが可能。

まちの利便性を高める施設の整備等を円滑に進めるための制度

都市利便増進施設（広場・
駐 輪 場・並 木・ベンチ等）
の整備・管理について記載

都市利便増進協定 H23〜

土地所有者等の間（都市再生推進法人も参加可能）で、
施設の設置・管理の方法や費用分担を定める協定。

歩行者経路を整備、継続的に管理するための制度

歩行者経路の整備・管理に
ついて記載

都市再生整備
歩行者経路協定

居住者等利用施設（緑地、
広場、集会所等）について
記載

H21〜

土地所有者等の間で、歩行者経路の整備・管理の方法を
定める協定。

※所有者が変わっても、協定の効力は引き継がれる（承継効）

低未利用土地を有効かつ適切に整備・管理するための制度

〈図表1〉都市再生整備を計画を活用した官民連携によるまちづくり
都市再生特別措置法第62条

都市における道 路空間利用のニーズの高まりや厳しい財政事情の中での民間資金の活用の拡大の
要請を踏まえ、道 路空間のオープン化を推進するため、都市再生整備計画の区域内において道 路管
理者が指定した区域に設けられるオープンカフェ、広告板等の占用許可基準を緩和する特例制度。

都市再生整備計画の区域内

制度活用イメージ

都市再生整備計画への記載
特例道路占用区域の指定
・道路管理者が、市町村からの意見聴取等を行い指定
・都市の再生に貢献し、歩行者等の利便の増進に資する
オープンカフェ、広告板等を対象

オープンカフェ

占用許可基準の特例
・余地要件（※）の適用を除外
・占用許可を受けた者は、
周辺の道路の清掃、植栽の管理等を実施
※占用許可基準の１つ。道路の敷地外に余地がないためにやむをえない占用であること

真依
佑典

▶官民連携による良好な道路空間の創出
・都市の道路空間の有効利用により､まちのにぎわい･交流の場を創出(新たなビジネスチャンスの創出)。
・民間活力の活用により、財政支出を伴わないインフラの管理を展開。

橋口
峯岸

道路占用許可の特例

国土交通省 都市局 まちづくり推進課 官民連携推進室

土地所有者にかわり低未利用の土地を有効かつ適切に利用
するために必要な施設の整備・管理の方法を定める協定。

課長補佐

H28〜

政策係長

低未利用土地
利用促進協定

官民連携によるまちづくり支援の取り組み

道路
占用許可の特例

︱﹁つくる﹂まちづくりから︑
﹁使いこなして︑育てる﹂まちづくりへ︱

計画」の活用を前提とし

まちづくり事業を行う上

ていま す。この計 画 は、

全国で、エリアマネジメント、リノ

で、多くの市町村で策定

公共空間をオープンに活用する規制緩和制度

公共空間・民地を有効活用して、にぎわい
創出を促す協定制度

公共空間内に整備・管理し
たい施設（広告板・オープ
ンカフェ等）について記載

H23‑

はじめに

ベーションまちづくり、道路・水辺・

社会資本整備総合交付金

されており、その多くは、

わいづくりなど、官民連携のもと、従

の交付対象事業が位置づ

公園の公共空間を活用した都市のにぎ

来のまちづくりの手法にとらわれない

けられた計画ですが、制

度上、交付対象事業を位

民間主体のまちづくりが広がっていま

す。本稿では、都市再生特別措置法に

置づけず、官民連携制度

※交付対象事業の記載がなく
ても、都市再生整備計画の
策定は可能

基づく官民連携によるまちづくりに関

官民連携まちづくり
について記載可能

を活用するための都市再

生整備計画の策定も可能

交付金を用いて整備したい
公共公益施設について記載

する法制度を中心として、その沿革や

財政支援、最近の取り組み等について

です。

少子高齢化や人口減少

を背景に国や地方の行財

政が悪化する中で、民間

による自主的な取組の公

的な側面に着目し、行政

ご紹介します。

都市の再生と官民連携に
よるまちづくり

本稿で紹介する官民連携制度の多く

は、市町村が策定する「都市再生整備

都市再生整備計画

広告板

〈図表2〉道路占用許可の特例制度
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土地所有者等とともに、まちの魅力を高めるためのさまざまな施設等（都市利
便増進施設）の一体的な整備又は管理に関する協定（都市利便増進協定）を結
協定参画 都市再生特別措置法
ぶことができる。（土地所有者等以外では、都市再生推進法人のみが参画可能）
第74条
施設の整備や、イベント開催等を含む施設の管理を円滑に実施しやすくなる。

市町村都市再生協議会
の組織

市町村又は都市再生推進法人等は、低未利用土地の所有者等と協定を締
協定参画 都市再生特別措置法 結して、都市再生整備計画に記載された居住者等利用施設の整備及び管
第80条の2
理を行うことができる。
市町村又は都市再生推進法人等は、立地適正化計画に記載された跡地等
協定参画 都市再生特別措置法 管理区域内で跡地の所有者等と管理協定を締結して、当該跡地等の管理
第111条
を行うことができる。
都市再生整備計画・立地適正化計画の作成や実施に必要な協議を行うた
協議会組織 都市再生特別措置法
めの法定協議会を組織することができる。
第117条

誘導施設に係る都市再
開発法の特例

立地適正化計画に位置付けられた誘導施設を整備する都市再生推進法人
保留床取得 都市再生特別措置法
であれば、公募によることなく保留床を取得することができる。
第104条の2

低未利用土地利用促進
協定の協定参画
跡地等管理協定の
協定参画

市町村や国等による支援 助言等
都市再生推進法人に土
地等を譲渡した場合の
譲渡所得の特例

税制

都市環境維持・改善事
業資金（エリアマネジ
メント融資）の活用

融資

都市再生特別措置法 都市再生推進法人は、市町村、国、民間都市開発推進機構から、情報の
第122条、第123条 提供や助言等を受けることができる。
租税特別措置法第31条の2、立地適正化計画または都市再生整備計画に基づき都市再生推進法人が実施する都市開発
第34条の2、第62条の3、 事業、誘導施設等の整備に関する事業などのために土地等を譲渡した場合の、土地所有
第65条の4、第68条の68、 者に対する税制特例（軽減税率、1500万円特別控除）
土地の所有者に対して譲渡に係るインセンティブを付与し、都市再生推進法人が都市開
第68条の75
地方税法附則第34条の2 発事業等の用に供する土地等を取得しやすくすることで、円滑な事業の推進につながる。
地域住民・地権者の手による良好な都市機能及び都市環境の保全・創出を推進
都市開発資金の貸付
するため、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
けに関する法律
人に貸付を行う、地方公共団体に対する無利子貸付制度。
第１条第６項
都市再生推進法人のうち、一般社団法人・一般財団法人が貸付の対象となる。

〈図表6〉都市再生推進法人のメリット

た公共空間や、
「 都 市の

都市利便増進協定の
協定参画

のみならず企業やＮＰＯといった民間

都市再生特別措置法 自らの業務として公共施設の整備等を適切に行うために必要な都市計画
都市計画の決定等の提案 計画提案
第57条の2
の変更を市町村に提案することができる。

スポンジ化」とも言うべ

緑地
広場

広場

概要

都市利便増進協定
①協定締結者

※都市利便増進協定
土地所有者等とともに締結する、オープンカフェ、広告塔などの
施設の日常管理・運営に関する協定

都市再生整備計画の作成や変更を市町村に提案することができる。（都
計画提案 都市再生特別措置法 市再生推進法人のみが提案可能）都市再生推進法人が実施しようとして
第46条の2
いる事業を、都市再生推進法人の発意により公的な計画である都市再生
整備計画に位置付けることが可能となり、円滑な事業の推進につながる。

の主体がまちづくりに積極的に参画で

都市再生整備計画の
作成等の提案

制度等の根拠

き低未利用の民地のオー

種別

きるような仕組みが必要とされていま

対象エリア

・都市利便増進協定を締結することが可能

駐輪場

都市再生整備計画への記載

・地域住民
（土地所有者等）
・都市再生推進法人

②協定により定める事項（例）

駐輪場

広告板

ベンチ

〈図表5〉都市再生推進法人制度
項目

プン化も狙い、民間によ

▶地域の実情・ニーズに応じたルールによるまちづくりが実現。
・地域住民等のまちづくり参画の促進、それを通じた満足度の向上。
・公共公益施設の管理を民が行うことで、公共側の財政負担の軽減も期待。

・市町村に対する都市再生整備計画の提案が可能

オープンカフェ

した。

めるための仕組みを創設

・都市再生整備計画の区域において、まちのにぎわいや憩いの場を創出する広場等について、居住環境の
向上にも資するよう、地域住民が自主的な管理のための協定を締結。オープンカフェやフリーマーケット
等のイベントを開催。
・まちづくり団体も参加し、ノウハウを提供。国・自治体が必要なサポートを実施。

・まちづくりの担い手として、公的位置付けを付与

・オープンカフェ
・自転車共同利用事業
・広告塔等の整備管理
・まちなか美化清掃活動
・歩行者天国等でのイベ
ント開催

る収益活動を積極的に認

措置法改正において、地域のポテンシ

し、支援策を充実してい

まちづくり団体

（社団・財団法人、
NPO 法人、まちづくり会社）

そこで、平成二三年の都市再生特別

ャルを活性化させることを目的に、民

こうした民間主体の活

都市再生特別措置法第74条 - 第80条

実施する事業イメージ

都市再生
推進法人

29

ます。

援するための制度のツールとして、都

動を、市町村が策定する

都市利便増進協定

間主体のまちづくり活動を促進し、支

市再生整備計画を活用した官民連携制

通じてまちのにぎわい創

都市再生整備計画の中に

設（オープンカフェや広告板等）を一

出を促し、都市の魅力の

都市再生整備
計画を提案

度が新たに定められました〈図表１〉
。

定の条件の下で特例的に設置すること

向上を図る取り 組みを、

指定

位置づけることによって、

ができるようにした「道路占用許可の

官民連携まちづくりのプ

協議会を
組織可能

（都市開発事業を施行する
民間事業者も参加可能）

具体的には、まちのにぎわい創出や

特例」制度〈図表２〉や、地域のまち

ラットフォームと して、

都市再生推進法人のメリット
市町村都市再生
協議会

公共空間の有効活用等を

づくりのルールを地域住民が自主的に

支援・推進しています。

H23‑

都市再生特別措置法第118 条 ‑第123条

都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、都市再生整備計画の区域内における
まちづくりを担う法人として、市町村が指定するもの。

市 町 村

道路利用者等の利便の増進に資する施

定めるための「都市利便増進協定」制

携によるまちづくりを担

都市再生推進法人

新たに「都市公園占用許可の特例」制

う民間団体を支援するた

度〈図表３〉等が創設され、全国で活

度及び「低未利用土地利用促進協定」

めの制度として、
「 都市

用が進んでいます。

制度〈図表４〉が新設されるなど、こ

再生推進法人」制度があ

また、そうした官民連

れまで国や地方公共団体が自ら管理・

ります〈 図表５〉
。行 政

都市再生推進法人

さらに、平成二八年の同法改正では、

活用してきた道路や河川、公園といっ

広がる官民連携のまちづくり

［ 特集 ］

H19‑

並木

緑地

街灯

・まちづくり会社が広場を管理・運営。
その際、
イベントの開催等、
賑
わいを創出する取組も併せて推進。
・まちづくり会社が広告板を設置し、
その管理を行うとともに、
広告収
入をまちづくり活動に充当。
・ベンチ、
緑地などの清掃・補修等を地域住民が自ら実施。 等

市町村長による認定

国や地方公共団体による援助
（情報提供、
助言等）

〈図表3〉都市利便増進協定制度
H28‑

低未利用土地利用促進協定

都市再生特別措置法第80条の2- 第80条の8

・人口減少等を背景として、まちなかで増加している低未利用の土地、建築物の利用促進を図るため、
当該土地、建築物等の有効かつ適切な利用に資する施設の整備及び管理に関する協定制度。
・地域のまちづくりを担う市町村や都市再生推進法人等がノウハウを活かして、低未利用の土地、建築
物等の利用の促進を図ることにより、都市再生の効果を最大化。
協定の内容（ 市町村長が認可）

・協定の目的となる低未利用の土地、建築物
・施設の整備・管理の方法に関する事項
・協定の有効期間
・協定に違反した場合の措置

協定の効果

・樹木保存法に基づく樹木保存義務の実施主体として、
都市再生推進法人を追加
→低未利用土地に存する保存樹木の適正な管理ができる
・緑化保全・緑化推進法人、景観整備機構の業務の特例
→緑地管理などのノウハウを有する法人が低未利用土地の
管理を実施することが可能になる

土

地
・

協定の締結

市 町 村

建築物
の
所有者
土地の提供

また は

都市再生
推進法人等
整備・管理

所 有 者 に 代 わり活 用

（ 緑 地 、 広 場 、 カフェ 等 ）

関連予算

民間まちづくり活動促進・普及啓発事業
・都市再生推進法人が低未利用土地利用促進協定に基づき
実施する施設整備への補助
※広場整備、デッキの整備、樹木の整備等
・補助率：1/2 以内（かつ地方公共団体の負担額以内）

低未利用な土地

広場として活用
※イメージ

〈図表4〉低未利用土地利用促進協定制度

の補完的役割を担い得る法人を市町村
それらの管理・運営を行っており、官

都市再生推進法人として指定を受けている法人（全36団体・指定日順）
先進団体が実施する、これから民間まちづくり活動に取り組もうとする者に対する普及啓発事業や、
まちづくり会
指定日
所在地
法人名
指定日
所在地
法人名
社等の民間の担い手が主体となった都市再生特別措置法の都市利便増進協定に基づく施設整備等を含む実証実
札幌市 札幌大通まちづくり
株式会社
一般社団法人 有楽町駅周辺まちづくり協議会
験等に助成する。
これにより、民間まちづくり活動を広めるとともに、
地域活力の向上等を図る。
一般社団法人 日比谷エリアマネジメント
田名部まちづくり 株式会社
一般社団法人

民連携制度を積極的に活用したエリア

平成30年度予算案：
国費1.05億円
（前年度比1.14）

ⅰ）都市の課題解決をテーマと
し、多様なま
ちづくり関係者を巻き込んだワークショップを開
特定非営利活動法人
いいだ応援ネットイデア
目黒区
催するなど、まちづくりの現場における現実の課題解決に向けた継続性のある活動を
実践する人材の育成を図る仕組みの構築・運営
川越市 株式会社 まちづくり川越
さいたま市
ⅱ）
ⅰ）と連携しつつ、優れたまちづくり活動の普及啓発
福井市 まちづくり福井 株式会社
桜井市
【定額補助】都市再生推進法人､景観協議会､市町村都市再生協議会､地方公共団体、
一般社団法人 大手町・丸の内・有楽町地区
大学又は民間事業者等（これ
らを構成員とする JV も含む。
）
岐阜市
千代田区 まちづくり協議会

が指定することによって、地域のまち

民間まちづくり活動促進・普及啓発事業

株式会社 飯田まちづくりカンパニー
むつ市
■先進団体が持つ継続的なまちづくり活動のノウハウなどを他団体に水平
展開する普及啓発事業
飯田市 特定非営利活動法人 南信州おひさま進歩
仙台市

マネジメントを実施しています。

また、大阪市のうめきた先行開発地

指定日

所在地

＜オリエンテーション & 座学＞
基礎的知識をチーム合同で習得
荒井タウンマネジメント

株式会社 ジェイ・スピリット
一般社団法人 美園タウンマネジメント
＜現地スタディ／ワークショップ＞

地元関係者を巻き込んだＷＳ形式

桜井まちづくり 株式会社 による現地スタディを集中的に行

い、事業実現に向けた実践的なノ

を習得
柳ヶ瀬を楽しいまちにするウハウ
株式会社

さいたま市 一般社団法人 アーバンデザインセンター大宮
東京都港区 一般社団法人 新虎通りエリアマネジメント

■地方再生コンパク
トシティ（仮
特定非営利活動法人 砂山バンマツリ
称）のモデル都市において都市
再生整備計画等に位置づけ
られ
特定非営利活動法人 愛福会
た官民連携事業

株式会社 紀州まちづくり舎

・官民連携組織の立ち上げ
・市場調査、データ分析、基礎的調査
（サスカッチ）
株式会社
・公共空間等に係る軽微な整備
, 改修等
和歌山市

一般社団法人 みんとしょ
社会実験、実証実験等の実施

株式会社 真田堀家守舎
（オープンカフェ、コミュニティサイクル等）

札幌大通まちづくり 株式会社

富山市

株式会社 まちづくりとやま
株式会社 飯田まちづくりカンパニー

飯田市

地方公共団体の出資等が過半を占め
ない
株式会社 宿坊クリエイティブ
団体に限る）

オープンカフェ等の施設の
整備等によるまちの賑わい、

特定非営利活動法人 南信州おひさま進歩
特定非営利活動法人 いいだ応援ネットイデア

川越市

株式会社 まちづくり川越

福井市

まちづくり福井 株式会社

一般社団法人 大手町・丸の内・有楽町地区
千代田区 まちづくり協議会
秋葉原タウンマネジメント 株式会社
牛久市

牛久都市開発 株式会社

草津市

草津まちづくり 株式会社
一般社団法人 柏の葉アーバンデザインセンター

柏市

一般財団法人 柏市まちづくり公社
一般財団法人 柏市みどりの基金

大阪市

一般社団法人 グランフロント大阪ＴＭＯ

東海市

株式会社 まちづくり東海

長浜市

えきまち長浜 株式会社

新宿区

一般社団法人 新宿副都心エリア環境改善委員会
一般社団法人 有楽町駅周辺まちづくり協議会
一般社団法人 日比谷エリアマネジメント

むつ市

田名部まちづくり 株式会社

仙台市

一般社団法人 荒井タウンマネジメント

※組織形態の内訳まちづくり会社：19団体／
一般社団・財団法人：13団体／ NPO法人：４団体
目黒区 株式会社 ジェイ・スピリット
指定日
所在地
法人名
さいたま市 一般社団法人 美園タウンマネジメント
有楽町駅周辺まちづくり協議会
桜井まちづくり 株式会社
日比谷エリアマネジメント
岐阜市
柳ヶ瀬を楽しいまちにする 株式会社
むつ市
株式会社
さいたま市 一般社団法人 アーバンデザインセンター大宮
仙台市
荒井タウンマネジメント
東京都港区 一般社団法人 新虎通りエリアマネジメント
目黒区
ジェイ・スピリット
特定非営利活動法人 砂山バンマツリ
美園タウンマネジメント
特定非営利活動法人 愛福会
桜井市
株式会社
株式会社 紀州まちづくり舎
岐阜市
株式会社
株式会社 sasquatch（サスカッチ）
アーバンデザインセンター大宮
和歌山市
一般社団法人 みんとしょ
東京都港区
新虎通りエリアマネジメント
株式会社 真田堀家守舎
砂山バンマツリ
株式会社 ワカヤマヤモリ舎
愛福会
株式会社 宿坊クリエイティブ
紀州まちづくり舎
千代田区
桜井市

（ただし、
【直接補助】民間事業者等
株式会社 ワカヤマヤモリ舎

補助率： 1/2 以内
広告板

法人名

札幌市

千代田区

千代田区

づくりの担い手としての公的な位置づ

けを与えられる制度です。指定を受け

区では、エリアの地権者からなる一般

〈図表8〉民間まちづくり活動への財政支援施策の例

（かつ、地 方公共団 体 負担額の
1/2 以内）

た法人は、いわば行政の右腕としてま

土地等を譲渡した場合の税制特例

都市再生整備計画や立地適正化計画に基づき、地方公共団体や一定の都市再生
推進法人が実施する事業などのために土地等を譲渡した場合の譲渡人に対する
万円特別控除）
税制特例（軽減税率、

1/2 以内（かつ、地方公共団
体負担額以内）

社団法人グランフロント大阪ＴＭＯが

特定都市再生緊急整備地域に外国企業等を呼び込むため、国際的ビジネス環境
等改善に資する都市機能の向上､シティセールスに係るソフト・ハード両面の
対策及び国際競争力強化施設整備を支援する制度。

長浜市 えきまち長浜 株式会社
（かつ、地方公共団体負担額以内）
【間接補助】民間事業者等
【直接補助】都市再生推進法人
新宿区 一般社団法人 新宿副都心エリア環境改善委員会
補助率： 1/3 以内
補助率：

ちづくりに主体的に関与することとな

国際競争力強化・シティセールス
支援事業

大阪市 一般社団法人 グランフロント大阪ＴＭＯ
【直接補助】都市再生推進法人、
社会実験、実証実験等の実施

都市再生推進法人の指定を受け、道路

都市安全確保促進事業

都市再生緊急整備地域及び主要駅周辺地域等の滞在者等の安全の確保と都市機
能の継続を図るため、官民連携による一体的・計画的なソフト・ハード両面の
対策を支援する制度。

景観協議会、
東海市 株式会社 まちづくり東海
市町村都市再生協議会、
（広場等の公共空間を活用したイベント、
補助率： 1/2 以内
オープンカフェ等の実施等）

るため、関係者間の調整等をより円滑

まちづくりファンド

地域の資金等を活用し、当該地域内の一定の区域の価値向上に資する民間事業
者によるリノベーションその他のまちづくり事業を支援するため、民間まちづ
くり事業への出資、融資又は助成を行うまちづくりファンドに対して民都機構
が出資又は資金拠出による支援を行う制度

柏市
一般財団法人 柏市まちづくり公社
・地域の快適性・利便性の維持向上
・協定に基づく広場、駐輪場、街路樹、
・地域のＰＲ・広報等
一般財団法人 柏市みどりの基金
街灯などの整備や通路舗装の高質化 等

占用許可の特例及び都市利便増進協定

エリアマネジメントを目的とする事業を行う都市再生推進法人又はまちづくり
法人に対し、地方公共団体を通じて無利子貸付を行う融資制度

牛久市 牛久都市開発 株式会社 ■まちの賑わい・交流の場の創
■都市利便増進協定、歩行者
経路協定、又は低未利用土地
出や都市施設の活用等に資する
草津市 草津まちづくり 株式会社
利用促進協定に基づく施設の整
社会実験等
一般社団法人 柏の葉アーバンデザインセンター
備・活用
・空き地・空き店舗等の活用促進

に進めることが期待できます。その他

都市環境維持・改善事業資金
（エリアマネジメント融資）

秋葉原タウンマネジメント 株式会社
社会実験・実証事業等

の制度を活用しています。さらに、大

リアマネジメント活動促進制度（大阪

民間の担い手が主体となって行う、協定に基づく施設の整備・活用や、まちの
賑わい・交流等に資する先進的な社会実験等に対する支援制度

株式会社 まちづくりとやま

にも、都市再生推進法人に指定される

〈図表６〉
、平成二九年十二月末には、

版 Ｂ Ｉ Ｄ《 Business Improvement

民間まちづくり活動促進事業
（社会実験・実証事業等）

富山市

阪市では、平成二六年に創設されたエ

和歌山市が市内の八法人に対して指定

制度の概要
先進団体が持つまちづくり活動のノウハウを他団体に水平展開し、都市の課題
解決に向けた継続性のある活動を実践する人材育成に対する支援制度

普及啓発事業

ことで得られるメリットは多くあり

を行うなど、現在その数は三六法人に

》とも呼ばれる、都市再生特
District
別措置法のほか都市計画法の地区計画

メント活動促進条例によりパッケージ

上っています〈図表７〉
。

こうした官民連携によるまちづくり

化した大阪市独自の制度）の枠組みの

制度や地方自治法の分担金制度を組み

の取り組みは、民間主導の活動である

中に、都市再生推進法人等の官民連携

合わせ、それらを大阪市エリアマネジ

エリアマネジメントやリノベーション

制度が組み込まれています。
本制度は、

官民連携制度の活用事例

まちづくりとも密接なつながりを持っ

多くの民間まちづくり団体が直面して

さらには、昨年末に和歌山市が指定

ています。

通まちづくり株式会社が、平成二五年

した都市再生推進法人の多くは、市で

いる財源の問題を解決するための新し

に道路管理者である国と都市利便増進

取り組んできたリノベーションまちづ

例えば、札幌市の大通地区では、全

協定を締結しました。同社は道路占用

くりの動きから立ち上がった民間団体

い取り組みといえます。

許可の特例を活用して国道に食事施設

（家守会社）であり、今後は都市再生

国初の都市再生推進法人である札幌大

やエリアマネジメント広告を設置し、

都市再生推進法人として指定を受けている法人（全36団体・指定日順）
※H29.12月末時点

支援制度
民間まちづくり活動促進事業
（普及啓発事業）

和歌山市

色枠内は平成 29 年に新たに
（サスカッチ）

みんとしょ

指定を受けた団体

〈図５〉国土交通省ＨＰ：空家法の施行状況アンケート結果（平成28年度末時点）より抜粋
〈図表7〉都市再生推進法人の一覧
http://www.mlit.go.jp/common/001194156.pdf
〈図表9〉民間まちづくり活動促進・普及啓発事業
（かつ、地方公共団体負担額以内）

※組織形態の内訳まちづくり会社：19団体／ 一般社団・財団法人：13団体／ NPO法人：４団体

赤枠内は平成
年に新たに
交流の場の創出（イ
メージ）
指定を受けた団体

※組織形態の内訳

まちづくり会社：19 団体／ 一般社団・財団法人：13 団体／
真田堀家守舎
NPO 法人：４団体
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まちづくりを推進するための国の財政

これまでに紹介した官民連携による

年度からは、エリアマネジメントの普

会議」を開催しております。平成二八

成二七年度から「都市再生推進法人等

ちづくりの重要性を広め、その活動を

支援として、主に〈図表８〉のような

及促進を図るために平成二八年に設立

推進法人として、より幅広い活動に取

ものがあります。例えば、
「民間まち

された「全国エリアマネジメントネッ

推進するための多くの取り組みを行っ

づくり活動促進・普及啓発事業」は、

トワーク」が主催する会議と合同で開

10

り組むことが期待されます。

上記の協定に基づく施設整備を含む社

催しています。また、地方整備局等が

●

ています〈図表 〉
。例えば、都市再

会実験・実証事業等や、先進的なまち

主催する地方ブロック会議として、「都

り組みを通じて、官民連携まちづくり

【ご案内】 本稿にて紹介した官民連携

制度を実際に活用するにあたってのマ

リニューアルしました。
〈図表 〉
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国土交通本省

生推進法人の活動普及を図る目的で、

づくり活動を行う民間団体が持つノウ

市経営と官民連携型のまちづくりセミ

国土交通省が主催する会議として、平

ハウ等を他団体へ横展開する普及啓発

ナー」を開催するなど、まちづくりに

官民連携による
まちづくりへの財政支援

事業への支援を行っており〈図表９〉
、

を一層推進し、まちの課題解決や地域

関する情報発信、情報交換の機会を設

さらに、今年度の新たな取り組みと

の価値の向上に繋げていきたいと考え

最近では柏市が指定する都市再生推進

公園内の施設整備や、リノベーション

して、国、和歌山市や民間団体の連携

ています。

けています。

スクール事業の全国展開を進める民間

企画として、昨年十一月に三日間にわ

法人が行う都市利便増進協定に基づく

団体等への支援を行っています。官民

た り「 官 民 連 携 ま ち づ く り 祭

ニュアルである「官民連携まちづくり

連携によるまちづくりの活用や検討に

ジウムには全国から約四〇〇人に参加

の進め方―都市再生特別措置法等に基

in

いただくなど、官民を問わず、全国か

づく制度の活用手引き―」を全面的に

際しては、これらの支援制度の活用を

ら多数の方々に参加いただきました。

国土交通省では、今後もこうした取

広がる官民連携のまちづくり

」を和歌山市で開催し
WAKAYAMA
ました〈図表 〉
。当省主催のシンポ

併せてご検討ください。

官民連携によるまちづくり
の推進に向けた活動

国土交通省では、官民連携によるま

［ 特集 ］
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主催

国交省シンポジウム「広がりをみせる官民連携まちづくり」

概要：エリアマネジメント、リノベーションまちづくり、道路等の都市空間活用など、それぞれ活躍するまちづくりの
担い手による議論を実施
対象：国・地方自治体、エリマネ団体、家守会社、まちづくり関係団体等
日程：平成 年 月 日（月）（〜 日（水）） 場所：和歌山市
※ 国交省シンポジウム（ 月 日）を皮切りに、和歌山市や民間団体主催のイベントと一体的に、
」として 月 日まで開催。
「官民連携まちづくり祭

●

都市再生推進法人等会議（昨年度に引き続き、全国エリアマネジメントネットワークと合同開催）
概要：全国の都市再生推進法人及び同法人の指定を受ける意向のある法人、指定自治体等の間の情報共有・連携を行う
場づくりとして実施
対象：都市再生推進法人及びその指定自治体、同法人の指定を受ける意向のある法人等
日程：平成 年 月 日（金） 場所：
ガーデンシティ
京橋 ホール
（東京都中央区）

地方整備局等
●

主催

都市経営と官民連携型のまちづくりセミナー

概要：まちづくりに関する様々な知識を深めるとともに、各地方公共団体の工夫を凝らした施策や、まちづくりの担い手と
なるまちづくり会社等の取組・ノウハウ等について新しい情報を交換・共有
対象：国・地方自治体、まちづくり会社、まちづくり関係団体等
日程：平成 年 月〜 月（予定）
場所：全国10ブロックごとに開催
●

公共資産利活用入門スクール （関東地方整備局

主催）
概要：自治体職員を対象とした、公共空間の活用プランづくりのためのグループワークなど
日程：平成 年 月 日（金）〜平成 年 月末まで 計５回 （受付終了）

〈図表10〉各種セミナー・会議等のご案内（平成29年度）
官民連携まちづくりの進め方
ー都市再生特別措置法等に基づく制度の活用手引きー

○ 11 月 20 日〜22 日の 3 日間にわたり、国土交通省、和歌山市、民間団体等のイベントが一体的に開催さ
れる「官民連携まちづくり祭 in WAKAYAMA」を和歌山市で開催。
○ 国土交通省主催シンポジウム「広がりをみせる官民連携まちづくり」では、エリアマネジメント、リノベーションまちづ
くり等の切り口から持続的なまちづくり、官民連携する上での行政の関わり方などについて議論。
国土交通省主催シンポジウムの概要

官民が連携したまちづくりを一層推進するため、都市再生特別措置法の改正による
新規制度の追加や、運用実績・運用事例を盛り込むなど内容の充実を図るとともに、
民間団体や地方公共団体の実務担当者がまちづくりの現場でより使いやすくなるよう
全面的にリニューアルしました。（平成 29 年 9 月 15 日公表）
目次：
● 制度の全体像
● 都市再生整備計画
● 都市再生推進法人
● 市町村都市再生協議会
● 道路占用許可、河川占用許可、都市公園占用許可の特例
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〈図８〉空き家所有者情報の活用

この手引きは下記 URL よりダウンロードすることができます。
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〈図表12〉官民連携まちづくりの進め方（手引き）
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参加人数３９７人
（行政 216 人、民間 181 人／
近畿圏内 300 人、近畿圏外９７人）
第Ⅰ部基調講演（40 分）
「広がりを見せる地方都市のエリアマ
ネジメント」足立基浩氏
（和歌山大学副学長・経済学部教授）
第Ⅱ部パネルディスカッション
（90 分）
コーディネーター足立基浩氏
パネリスト
・岩崎正夫氏（まちづくり福井株式
会社代表取締役社長）
・植松宏之氏（梅田地区エリアマネ
ジメント実践連絡会）
・清水義次氏（株式会社アフタヌー
ンソサエティ代表取締役）
・有馬専至氏（和歌山市産業まちづ
くり局長）

各種イベント等の概要
市内まちなか各所で、和歌山市主催のフィールド
ワークや民間団体等によるトークセッションなどの
イベントが多数開催

（フィールドワーク（まちなか））

官民連携まちづくりを主導して
いる民間の実践者によるパネル
ディスカッション

（（株）リノベリング）

（フィールドワーク（和歌の浦））

（（独）都市再生機構）

「エリアからはじまる都市再生」（パンフレット）
全国で多様なまちづくりの取り組みが広がっ
ていることを受け、民間主導でまちを活かす
取り組み事例を紹介するパンフレットを作成
し、シンポジウム参加者に配付

（全国エリアマネジメント
ネットワーク）

（（一社）国土政策研究会
公共空間の「質」研究部会）

本企画を契機に、官民連携の更なる推進による、
まちの課題解決や地方創生、地域の価値の向上に繋げていく

〈図表11〉官民連携まちづくり祭 in WAKAYAMA

