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イベント名：エリアマネジメントシンポジウム 2015 in 札幌 

日付   ：2015 年 9 月 10 日（木）13:00-16:30（シンポジウム） 

          9 月 11 日（金）10:00-12:00（札幌駅前通地区視察） 

場所   ：TKP 札幌ビジネスセンター赤れんが前（シンポジウム） 

      札幌駅前通地下歩行空間、札幌市北３条広場（視察） 

主催   ：札幌駅前通まちづくり株式会社 

共催   ：京都大学経営管理大学院、（仮称）全国エリアマネジメントネットワーク設立準備委員会 

後援   ：国土交通省北海道開発局、北海道、札幌市、 

      公益社団法人日本都市計画学会、NPO 法人日本都市計画家協会 

 

＜事業の内容＞ 

 北海道で生まれている、いくつかのエリアマネジメントの萌芽を共有し、全国への展開を目指し、議論、交

流を深めるシンポジウム。 

 【プログラム】 

  基調講演 小林 英嗣 氏  

        （北海道大学名誉教授、一般社団法人都市・地域共創研究所代表理事）  

  セッション１ 北海道のエリアマネジメント  

          コーディネーター 保井 美樹 氏  

               （法政大学教授、全国エリアマネジメントネットワーク準備委員会）  

        パネラー      札幌駅前通まちづくり株式会社 代表取締役社長 白鳥 健志  

                             札幌大通まちづくり株式会社  取締役総務部長 服部 彰治 氏  

                             ニセコひらふ CID/BID 検討委員会 共同代表      田中 義人 氏  

                             株式会社まちづくり五稜郭 代表取締役会長     青田 基 氏  

    セッション２ 全国のエリアマネジメント（取り組みと連携）  

               コーディネーター 御手洗 潤 氏 （京都大学経営管理大学院特定教授）  

        パネラー      仙台駅東エリアマネジメント協議会事務局長     足立 千佳子 氏  

                             NPO 法人大丸有エリアマネジメント協会事務局長  中村 修和 氏  

                             梅田地区エリアマネジメント実践連絡会前事務局長 植松 宏之 氏  

    クロージング講演 小林 重敬氏  

                     （横浜国立大学名誉教授、一般財団法人森記念財団理事長） 

 

 

 

 



＜事業の成果＞ 

 札幌駅前通まちづくり株式会社、京都大学経営管理大学院及び全国エリアマネジメントネットワーク設立準

備会は、平成 27 年 9 月 10 日（木）TKP 札幌ビジネスセンター赤れんが前にて「エリアマネジメントシンポ

ジウム 2015 in 札幌」を開催しました。 

 本シンポジウムは、北海道で生まれているいくつかのエリアマネジメントの萌芽を共有し、全国への展開を

目指すとともに、北海道内・全国のエリアマネジメント団体等の情報交換や課題の共有、そしてエリアマネジ

メントの普及と深化を目的に開催されました。  

 はじめに、国土交通省都市局横山征成まちづくり推進課長の来賓ご挨拶と、小林英嗣 北海道大学名誉教授

の基調講演に続き、法政大学保井美樹教授の進行のもと、札幌駅前通まちづくり株式会社白鳥健志代表取締役

社長、札幌大通まちづくり株式会社服部彰治取締役総務部長、ニセコひらふ CID/BID 検討委員会田中義人共

同代表、株式会社まちづくり五稜郭青田基代表取締役会長に参加いただき、パネルディスカッション１「北海

道のエリアマネジメント」が行われました。また苫小牧、恵庭、滝川、札幌で活動しているまちづくり団体に

も発表いただき、当該団体を道外のエリアマネジメント担当者へ紹介する機会となりました。 

 つづいて、本大学院御手洗潤特定教授の進行のもと、仙台駅東エリアマネジメント協議会足立千佳子事務局

長、NPO 法人大丸有エリアマネジメント協会中村修和事務局長、梅田地区エリアマネジメント実践連絡会植

松宏之前事務局長に参加いただき、パネルディスカッション２「全国のエリアマネジメント（取り組みと連携）」

が行われました。 

 両ディスカッションでは、それぞれのエリアマネジメントの効果や課題等について活発に議論が交わされま

した。そして最後に、小林重敬横浜国立大学名誉教授のクロージング講演が行われました。 

 当シンポジウムでは、エリアマネジメント団体間の連携・交流の促進によるエリアマネジメントの認知度の

向上や人材育成、エリアマネジメントによる公共的施設・空間の利活用の重要性を改めて認識する機会となり

ました。参加者は道内外合わせて 160 名となり、当初のシンポジウムの目的でもあった「公」と「民」が連

携することによる、地域価値を高める活動の重要性を普及できたと考えています。 

 今後当シンポジウムは、2015 年 12 月に仙台で開催予定です。 

 

 

  



エリアマネジメントシンポジウム 2015 in 札幌 当日の様子 

 

   
会場の様子           道内・道外合わせ、参加者は 160 名であった。 

 	  

主催者挨拶：札幌駅前通まちづくり株式会社代表取締役社長 白鳥   来賓ご挨拶：国土交通省都市局まちづくり推進課長 横山様 

   

基調講演：北海道大学名誉教授 小林英嗣先生    第 1 部セッション：北海道のエリアマネジメント 

 

 

 



  

コーディネーター：法政大学教授 保井美樹先生          札幌駅前通まちづくり株式会社の説明 

   

札幌大通まちづくり株式会社 取締役統括部長 服部 彰治 氏  株式会社まちづくり五稜郭 代表取締役会長 青田 基 氏 

    

ニセコひらふ CID/BID 検討委員会 共同代表 田中 義人 氏  道内まちづくり団体４団体の担当者とパネリスト 

 

 

 

 

 



  
第 2 部セッション：全国のエリアマネジメント（課題と連携）   第 2 部コーディネーター：京都大学経営管理大学院 御手洗潤先生 

   

仙台駅東エリアマネジメント協議会事務局長 足立 千佳子 氏      NPO 法人大丸有エリアマネジメント協会事務局長 中村 修和 氏 

      
梅田地区エリアマネジメント実践連絡会 前事務局長 植松 宏之 氏   クロージング講演 横浜国立大学名誉教授 小林 重敬 先生 

 

 

 

 

 

 



第1部 <主催者挨拶> 札幌駅前通まちづくり株式会社 白鳥健志 代表取締役社長 

白鳥(駅前通まち会社):皆さんこんにちは。札幌駅前通まちづくり株式会社、白鳥と申します。	 まず、公務ご

多忙にもかかわらず国土交通省より横山まちづくり推進課長様にお越しいただいたことに関して、深く御礼を

申し上げます。エリアマネジメントはそれぞれの地域が工夫をしながら進めていますが、歴史が浅いこともあ

り多くの課題を抱えながらエリアマネジメントを行っていることが現状であります。この背景を受けて今回、

共催となっていただきました京都大学経営管理大学院の御手洗先生、全国エリアマネジメントネットワーク準

備委員の小林重敬先生、保井	 先生をはじめ皆様に相談を申し上げ、全国の先進事例の報告や課題解消につい

て意見交換を行う本会を開催することといたしました。実施するに際し、多くの皆様にご指導・ご協力を頂き

ましたことにこの場を借りて感謝申し上げます。今回の開催がエリアマネジメントを行っている方々の参考に

なれば幸いと考えております。	 

	 

<来賓挨拶> 国土交通省都市局 横山征成 まちづくり推進課長 

横山(国土交通省):国土交通省の横山と申します。本日はエリアマネジメントシンポジウム	 2015 in 札幌の開

催に当たりお招き頂きましてありがとうございます。主宰である札幌駅前通まちづくり株式会社の	 方々をは

じめ、関係者の方々に敬意を表したいと思います。先進的なエリアマネジメントの取り組みが進んでいる北海

道を皮切りに、京都大学によるリレーシンポジウムの始まりとお伺いしております。このような取り組みが開

始されたことにもお慶び申し上げます。国土交通省としても民間の方々によるまちづくりが、より一層重要に

なってきていると考えております。都市再生特別措置法の改正も含み、街のにぎわいを実現していくことにつ

いて国土交通省も制度的な支援を行い、整備を進めているところです。しかし、依然として民間の方々の幅広

い主体的な取り組みに対して、我々の政策・考え方が上手にかみ合っていないのではないかと、悩みながら議

論をおこなっている所です。このように長年エリアマネジメントのことを考えてまいりましたが、改めて昨年	 

2 月に国土交通大臣から社会資本整備審議会に諮問しています。	 新時代のエリアマネジメントはいかにある

べきかついて、極めて幅広い議論を 1 年近くしていただいているところであります。議論は道半ばではありま

すが、エリアマネジメントのあり方については集中的に議論をしていて、この夏に中間とりまとめをおこない、

次の一歩が踏み出せるように考えを整理したところです。特に、エリアマネジメント団体の自立性・継続性な

どの支援策や、公共団体と協力した環境整備などの考えを整理し示させていただきました。先日、財務省に概

算要求も提出いたしました。その中でも現在まで民間まちづくりを支援している制度を少しでも拡充するため

に、既存のストックを生かすことや、リノベーションを進めるといったことに関し、明確な制度を打ち出し財

務的にも強く支援できるような制度・予算の要求しているところです。しかしながら、国が制度で枠組みを決

めてしまうと自主性や多様性とかみ合わないところが出てきてしまいます。そこで同時に、違う取り組みとし

て国土交通省も実際のエリアマネジメント団体の活動と関わり、エリアマネジメント団体同士が連携を強めて

いくこと、或いは都市再生推進法人やその支援を行っている公共団体との連携を強めていくこと等を国土交通

省が主体となり取り組むことの検討を始めているところです。最後になりますが、エリアマネジメントシンポ

ジウムが意義深いものとなり、エリアマネジメントが全国に展開されていくことを祈願いたしまして挨拶に代

えさせて頂きます。	 

 



<基調講演> 北海道大学 小林英嗣 名誉教授 (一般社団法人都市・地域共創研究所代表理事) 

小林英(北海道大学):北海道大学の小林です。札幌の都心まちづくりを事例にした話をおこなうことで、	 皆様

の議論の種となれば幸いです。私は札幌、特に都心部のビジョンづくりに関わってきたので、その経緯、現状、

これからの方向とそこに求められるエリアマネジメント活動への期待をお話しします。20 年ほど前から札幌

の都心ビジョンを戦略的に考え、実現化する体制構築と具体的推進内容について、行政・民間の両者に、都心

まちづくりアドバイザーと提言してきました。2000 年にスタートした長期総合計画のなかで、特に都心まち

づくり計画について細かくまとめています。長期総合計画は行政各部局の計画や事業に結び付けるように使わ

れます。しかし、都心まちづくり計画は、部局を横断し、様々な制度、計画を重層的に束ね・連携させる必要

があり、行政の関連部局も多岐にわたることになります。そこで、都市計画や再開発などのハードと経済政策

などのソフトを横串に刺すように都心のまちづくりを推進していくために、都心計画を行政内部で担保する部	 

門を作ることを強く提言しました。それと同時期に中心地活性化基本計画を策定する必要があったのですが、

通常であれば中心市街地活性化基本計画は経済局が担う業務ですが、経済局と建設都市計画は常に意思の疎通

が行われるわけではないので、都心まちづくりと中心地活性化計画を同じ部門で担うことも提言しました。そ

の後に、中心市街地活性化計画にある	 TMO を即時に着手することを決めました。ここまでが札幌都心の第	 1 

期のまちづくりです。	 

都心まちづくりは前期10年、後期10年というシナリオで策定されましたので、10 年が経過したときに戦略的

に計画を見直しました。これが第	 2 期のまちづくりです。当時の	 TMO は比較的公的な機関が集まった組織

であったため組織として動きが鈍かったので、大通まちづくり会社と駅前通まちづくり会社をほぼ同時に設立

させました。そのため都心まちづくり計画を策定した都心まちづくり推進室が一元的に両まちづくり会社と連

携しています。これが現在までの札幌都心まちづくりに関することであります。	 

現在は、2016 年からの新しい都心まちづくりビジョンを策定している最中です。ここでは今以上に、都心を

ダイナミックに動かしていくシナリオ、具体的な空間の構想、マネジメントの在り方さらには PPP の体制を

どのようにつくるかといった戦略を明確化しています。これを担う、より創造的で推進能力のある新しい主体

を考慮に入れながら第	 3 期を進めていく必要性を前提に議論を進めています。この議論のベースとなってい

るのは、市民・企業・行政をどのように位置づけて行くかです。第	 2 期までは行政と企業・市民は垂直的補

完関係であったのを、第	 3 期ではより水平的補完関係を前提に考えています。この水平的補完関係を構築す

る上で重要となってくるのは、public, common, private の概念であり、新都心まちづくりビジョンではそれ

ぞれに対し最適な位置づけを考えています。日本人は	 public, private は理解しやすいですが、common とい

う概念はなじみがなく理解しづらい概念です。一方、市民力で民主化を勝ち取った経験のある国や都市には	 

common という概念が明快です。与えられた近代化という背景をもつ日本、特に北海道には	 common という

概念が希薄なので、意識の上でどのように構築し、場所を決定していくかが重要です。これまでの common と

いう概念は垂直関係であり、補填的意味での補助金交付や管理委託などの、間接的な手法により行政が関与し

てきたものが	 common に該当します。しかし、これからの第	 3 期では市場メカニズムを活用し PPP の推進

を前提にする必要があります。商店街や振興会は保守的な体質が強いので、商店街が主体であるという、これ

までのまちづくり会社の枠組みを超える必要があると考えています。また	 2026 年の冬季オリンピック誘致

に向けて、オリンピック遺産構築への投資とかつてのオリンピック遺産の再活用や運用も視野に入れなくては



ならず、その中核が大通公園であると想定しています。今後、大通公園もリノベーションが求められますが、

大通公園は公園法に基づく規制だらけであり、運用しづらいために	 common になりません。これを common 

にするためには質の高いインフラが必要となるので、仙台などを例に大通公園と道路をリノベーションしなが

ら規制緩和も含めた新しい制度を考えています。そのためには全体をマネジメントする団体が行政外部に必要

となるので、緊急に検討を始めている所です。これまでの札幌都心まちづくりの経緯とそのシナリオを、次の

体制とシナリオへと展開しつつある、という話題提供を行い、お話を終了させていただきます。	 

	 

<セッション1 北海道のエリアマネジメント>  

 コーディネーター: 法政大学 保井美樹 教授 (全国エリアマネジメントネットワーク準備委員会)  

 パネリスト   : 札幌駅前通まちづくり株式会社 白鳥健志 代表取締役社長  

          札幌大通まちづくり株式会社 服部彰治 取締役総務部長  

          ニセコひらふCID/BID検討委員会 田中義人 共同代表  

          株式会社まちづくり五稜郭 青田基 代表取締役会長 

	 

保井(法政大学):これより進行を務めさせていただく保井と申します。この会の主催は札幌駅前通まちづくり

株式会社様でありますが、京都大学経営管理大学院とともに、全国エリアマネジメントネットワーク設立準備

委員会も共催させていただいております。この組織は、今日が初めて公にメッセージを発する機会です。本日

お越しの全国のエリアマネジメント団体さんとともに、現在の機運を生かし、全国で情報・ノウハウの共有や

環境政策の提案の仕組みづくりの検討をはじめていますので、これを機会に、皆様にも認識していただければ

幸いです。第	 1 部は北海道のエリアマネジメントをテーマに、北海道におけるエリアマネジメントの現状や

課題を考えてまいります。エリアマネジメントの定義は未だ曖昧ですが、3つの重要なポイントがあると考え

ています。1点目は街を作る段階から維持管理または活用の段階まで、時間軸を超えて必要な計画の実施を行

うこと。2点目はエリアの意思(民間主体)で始まり、エリアの価値を高めるために、地権者や事業者、住民な

どのその地域に利害を持つ人々が内発的に活動していくこと。3点目は近頃重要となってきている、公民連携

も含めた、様々なセクターを超えた連携の下で進められる活動だと考えています。エリアマネジメント活動と

は制限のない活動であるがゆえに、実際に何を行うかが課題になっています。そこで収益性と公益性でエリア

マネジメント事業を分類すると、様々な事業を整理することが可能になります。しかし、このように整理する

とその中で支援すべき単一の事業はなにかという議論になりがちですが、重要な事はエリアの中で必要とされ

る様々な事業が組み合わされ持続可能な活動を行うための組織・財源などの仕組みづくりであります。この財

源・収益をつかってエリマネ団体は、市民活動支援、防災、環境など様々な活動を行っています。仕組みづく

りの中で財源の創出は課題となりますが、北海道ではその財源創出について様々なチャレンジが行われていま

す。また行政との連携が巧みであり、民間ともうまく連携している例もあります。このようなセクターを超え

たまちづくり活動を行い財源創出につなぐ事に関して、北海道では先進的な部分があります。そこでそれぞれ

の団体についてのお話を伺い、後に議論を交わしたいと思います。	 

白鳥(駅前通まち会社):駅前通まち会社は公共空間の活用によりエリアマネジメント財源を創出し、まちづく

り活動に活用しています。会社自体はまちづくりを目的に平成	 22 年度に立ち上がり、5 年が経過した現在、



正社員	 10 名の会社となりました。特徴は収益を上げてまちづくり活動を促進していくことを目的としている

ことから、出資頂いた企業・団体には配当を行わず、まちづくりに還元していることです。札幌駅前通地区は、

昭和	 47 年札幌冬季オリンピック時にまちなみが形成された都市であるので、札幌駅前通地下歩行空間(チ・

カ・ホ)の影響などで歩行者数が増えた現在、建築物の耐震性や陳腐化を背景に建て替えの機運が隆起してい

ます。また建て替えの流れとともに、将来を見据えた回遊性の高いまちなみの形成が課題としてあげられます。

駅前通まちづくり会社の信念は、「まち会社は管理会社ではありません。まちを良くするための調整役、マネ

ジメントの会社です。まちの中の心地よい居場所や空間を作ることが、私たちまち会社の仕事です。」で、社

員一同がこれを認識して取り組んでいるところです。チ・カ・ホは道路法上の道路ですが、両側4mに広場条

例をかけることにより、企業の	 PR、市民による販売なども可能にしている事が特徴としてあげられます。我々

はこれらを主な財源として活動しており、この方策を生み出した札幌市役所は先見の明があり、エリアマネジ

メントのあり方に一石を投じたのではないかと認識しています。課題としてはチ・カ・ホのデザイン力強化が

あげられます。単にスペースの貸出を行うだけでは	 なく、チ・カ・ホの環境にあったにぎわい形成のために、

デザインアップの協力やまち会社自らの事業にも財源を投入しています。また、チ・カ・ホで広告事業もやっ

ています。広場および広告の稼働率は平日・休日を通して90%以上となっています。地下だけでなく地上のに

ぎわい創出のため、2014 年に公共貢献の一環で民間が整備した地上の「札幌市北３条広場」アカプラを活用

して、地域のお祭り「さっぽろ八月祭」や企業のイベントなど多種多様なイベントを行っています。昨年度は	 

3,590 万円をまちづくり活動に使う一方で、利益もだし、今後のまちづくり活動の財源に活用していくことに

しています。様々なにぎわいの創出はできている一方で、まちづくりの方向性の統一が未だなされていないこ

とが大きな課題です。	 課題解決のためには、現在まで構築した信頼を活用して、まちの人々にまちづくり活

動の認知を図り、まちづくりビジョンの策定・実施をしたいと考えています。具体的には、チ・カ・ホと建物

の接続空間や地	 上の民間ビルの地上部の公開空地(コモンの広場)の使い方、一階・二階のつくり込みなどを、

建替の機運に合わせ提案していきたいと考えています。	 

	 

服部(大通まち会社):大通まち会社は、既存の６商店街を活動の中心エリアとしています。全ての商店街を併

せた組合員数は	 478、テナント数は	 3000 のエリアであります。この6つの商店街が中心になって作った会社

です。平成	 21 年に立ち上がり現在	 7 期目に入ったところです。株主は	 30 団体存在し、札幌市・商工会議

所がそれぞれ	 3%の出資を行っていますが、発起人となったのは	 6 商店街と地下街を管理している都市開発公

社、丸井今井などを含む大型店	 10 店であり、皆様にお声掛けをしてできました。株主には配当を行わず、そ

の件に関する了承も得ています。代表取締役を含め取締役は	 8 名、内訳は各	 6 商店街の代表と都市開発公社

社長、そして私となっています。従業員は全員で	 7 名です。設立当初よりハード事業ではなくコンテンツに

注力したソフト面での活動を行っており、いくつかの段階を経て現在は発展期に入ったのではないかと認識し

ています。活動初期のまちづくり会社は、まちの窓口として機能していました。それぞれの商店街に相談に行

くのではなくまち会社に相談することにより、人と人とのつながりを増やし様々な事を実現してきたと考えて

います。これからの課題としては、冬季オリンピックの際に完成した古い建物が多数存在するので、その建替

え・更新の調整役になっていく必要があると認識しています。この一環として、サイドリザベーション方式の

路面電車ループ化にあわせて歩道空間ににぎわいを持たせる必要があることから特措法を用いた空間の活用



を行っております。加えて、道路環境の維持・向上を行うことにより、占用料を	 9 割減としていただいてお

ります。我々は、都市再生推進法人に全国第	 1 号にさせていただきました。このことにより市が作成してい

る都市再生整備計画に提案権を持つことができるので、	 提案権を行使して今回の道路空間の活用を提案しま

した。会社の収益事業としては、地下の出入り口を使ってエリマネ広告しています。広告は夏季の稼働率は高

いですが、冬季は歩行者が減少することによる稼働率の低下が課題であります。さらに	 TMO 時代から作ら

れた共通駐車券事業もあります。加盟店舗が135店舗ほど、駐車場が40か所、4000台ありますが、駐車場に駐

車し加盟店舗で買い物をすることにより、共通券が発行される仕組みになっています。その他に、ファシリテ

ィマネジメントと呼ばれる、ビル管理を一体化させるために資源ごみの回収やエレベーター保守点検、遊休不

動産をコワーキングスペースとして活用することなどもおこなっています。このように公共空間の活用を含め

複数の事業を収益事業の柱と	 して活動しています。商店街を基盤として立ち上がった会社ですので、各商店

街や各大型店と連携しながら、活性化・にぎわいを生み出すことも担っています。「I Love 大通」という名

前で共同販促事業をやっていますし、駅前通を歩行者天国として活用したりしています。また、オープンカフ

ェ、駐輪についての啓発活動、若者と連携した植栽の管理、広場活用のお手伝いといった取り組みをまち一体

となって行っています。	 

	 

青田(まちづくり五稜郭):まちづくり五稜郭は、札幌とは異なり函館という小さな地方都市で、3 年前に立ち

あがり実際の活動はまだ	 2 年間しか行っていない小さな民間のエリアマネジメント団体です。現在、函館は

人口	 27 万人弱の道内	 3 番目の都市で、過疎化が顕著に進行していて問題となっています。新幹線開通に伴

い、函館駅前の活性化は市をあげて取り組まれています。しかしながら、五稜郭エリアへの取り組みは少ない

ことがエリアマネジメント団体を発足した理由の1つです。設立の経緯は、五稜郭エリアでは、60・70 年代

に進出したデパート等が	 00 年代に入り撤退しシャッター街へと変わりつつあったことを受けて、有志が集い

活動を始めました。まちづくりワークショップを開催し、拡大していくことで影響力・認知度を高め、ワーク

ショップの成果報告書を作り市長への提言をおこないました。しかしながら当時は任意団体だったので、提言

を具現化するために、悩んだ末	 2012 年7月に	 6人の有志による資本金	 500 万の会社を設立しました。やり

たいことは、自然・歴史・文化などのまちの資源を活用したまちづくりです。事業型の社会的企業であり、具

体的な事業を通じてまちの課題を解決し、自立的に継続可能なマネジメント活動をおこなう会社です。まちの

エリア価値を変える、ミッションは人々が集う仕組みをつくる、まちの課題の具体策の実行等です。市役所や、

商工会議所、中小機構等の協力を頂きながら新都心五稜郭協議会を母体として生まれ、関連団体と連携して活

動しています。最終的な目的を、エリア価値を上げることに設定して、遊休不動産の活用や人材発掘、まちの

資源を生かした集客、事業の事務化などを戦略として活動しています。「空き無い、商い、飽きない」を役割

とし、ビルの空き店舗をスタッフがリノベーションすることにより、会議室やコワーキングスペースにすると

いった活動など、様々な活動をおこなうことで収益を上げています。ヒトハコ市というトライアルマーケット

を、児童公園やデパートの屋上など、街の中の様々な使える場所(公や共の場所)を探し出して場所を変えなが

ら行っています。古い市場と連携して月末金曜祭という活動も行っていますが、新しいお客が入ってきたとい

う効果もあります。また、人に来てもらうことを目的として、まちなか五稜郭大学という活動を、様々な年代

の人とともに行っています。	 教育委員会の管理する市民ホールの前の広場を使って、販売ができないという



規制を緩和してもらい、様々なイベントを行うようになりました。また、来月、まちの駅的な複合飲食施設を

オープンします。このような地道な活動が功を奏し、エリアの地価が下げ止まり、にぎわいが戻りつつある状

況にあります。	 

	 

田中(ニセコひらふ):我々は倶知安町の団体ですが、倶知安町とよりもニセコと申したほうが理解を得やすい

と思います。ニセコエリアは、札幌・新千歳空港から	 100km 程離れた蝦夷富士と呼ばれる山があり、大勢の

外国人が訪れるマウンテンリゾートであります。昨年度、ニセコエリアの外国人宿泊数が	 40 万人を超え、そ

のうちの	 30 万人が倶知安町に宿泊しています。また倶知安町に住んでいる外国人数・法人数も急増しており、

それに伴い不動産投資が増えました。現在、外資によるコンドミニアムは	 700 ユニットを超え、外資による

開発・グローバル化が進んでいます。海外にあるようなコンドミニアムが立ち並んでいるので、日本ではない

街並みの雰囲気になっています。このような背景から新たな課題が持ち上がってきました。不動産の所有者が

ほとんど外国人であるので、エリアの定住人口が減少し、町内会などで行っていた活動が困難になる等の問題

が顕在化してきました。例えば、ゴミステーションの撤去や建物が増えた事により排雪処理が頻繁になるなど、

多方面へ負荷がかかるようになりました。また、建築物の所有者が外国人であるがゆえに町内会へ加盟してい

ただけず、防犯灯などの本来町内会が改修・支払を行う維持管理費用の回収が困難となりました。このため新

しい住民自治をおこなう地域運営組織を結成する必要があるのではないか、と話し合いの場が持たれました。

その結果、安心・安全・快適な住みたくなるようなリゾート地が目標として定められ、総務機能を持った事務

所や治安維持や公共空間の演出・活用、景観美化、インフラ整備などへの住民意見反映のための意見取りまと

めをおこなう組織の必要性が認識されました。現在不動産所有者の85%が不在の外国人であり、また外国人同

士で貸借をおこなうので事業者の多くも外国人となっています。冬がメインのビジネスモデルであるため、冬

季だけ来日してビジネスをおこなう人も沢山います。そのため、官民連携の	 government と	 governance を

兼ね備えた新しいルール・組織が必要であり、また行政と連携しつつ持続的な財源の確保も必要なので、我々

は北米で成果を収めている	 BID という制度を参考に現在組織の設立を目指しています。これにはルールが必

要となるので、昨年の	 9 月にニセコひらふ地区エリアマネジメント条例を策定しました。しかし、この条例

によって組織を即座に立ち上げることができるものではないので、この条例をもとに今後不在の不動産所有者

から強制力をもち財源を徴収する徴収条例ができて仕組みが完成いたします。倶知安町は徴収条例の制定に苦

労しており、当初は受益者分担金という下水道の利用料を集める地方自治法にのっとった方法で徴収する予定

でしたが、受益者分担金制度は	 1 つの事業にかかる費用を徴収することに適していて、エリアマネジメント

のような多岐にわたる事業に適用することは大変難しいものであります。現在は法定外目的税など税の徴収も

視野に入れた検討をおこなっています。徴収方法が決定すれば、次段階として組織の体制を整えた後に、エリ

アマネジメント活動を開始することができます。	 

保井:皆様ありがとうございました。それぞれの団体に共通する特徴と異なる特徴がありました。まず、札幌

駅前通まちづくり株式会社は、財源創出のために獲得した権限を巧みに活用しておられます。収益と住民とい

う両方の目的に対してバランス良く活動されているので、出展者の方々との調整の方向やプロセス、役割分担

などについてより詳しくお伺いしたいと思います。	 

	 



白鳥:まちのコーディネーターとして成果をみせながら方向性を示す必要があると考えています。例えば、	 

チ・カ・ホ等の出店者に対しては、チ・カ・ホの全体デザインに調和するあるいは映えるデザインを提案・指

導し、実行していただいています。また、資金が不足してそれが難しいのであれば、公益性を持っている活動

であればまちづくりの一環で支援も行っています。加えて、地上に人が歩かなくなった対策として、これまで

なかったビジネス街のビジネスパーソンが集う場の創出のためにビルの事務所の一部を借りて、	 アート展示

とカフェ機能を備えた交流スペースを創るという実証実験も行いました。当然、具体的な結果は求められるけ

れども、このような活動を続けていくことで評判にもつながり、最終的にはそのような評判も結果に結びつく

のではないかと考えています。	 

	 

保井:白鳥さんがイメージするエリアマネジメント活動における結果とは何でしょうか?或いは、エリアマネジ

メントの評価をまちづくり会社としてどのように捉えているのかを教えてください。	 

	 

白鳥:我々は、にぎわいの促進、回遊性の向上、まちづくりの一体化という3つをまちの課題として捉えていま

すが、にぎわいの創出というまちの課題を解決するためにまちづくり活動は存在し、その活動をおこなうのが

まち会社であるという認識の中で活動をおこなっています。	 

	 

保井:ありがとうございました。札幌大通まちづくり会社は、まち会社がなければ関わることがなかった方々

がまちに関わるようになってきており、人材育成機能が非常に高いと認識しています。そこで、大通まち会社

の服部さんに質問ですが、小林英嗣先生から商店街にとって代わる必要があるというご指摘がありましたが、

どのような考えを持たれていますか?	 

	 

服部:札幌大通まちづくり株式会社は保井先生のおっしゃる事業型・地縁型の分類の中の地縁型組織であり、

既存の商店街を土台としながら組織を形成しています。当然悪い点として保守的な事はありますが、地盤に根

ざしていることの恩恵もあります。そのため、地盤に根差していることの良さを生かしていく方法論もあると

考えています。また、最近の世代交代に伴い、ビジョンづくり等をやってくる中で商店街の若手は横とのつな

がり、他の商店街をどう応援するかなど新しい意識を持ちつつあるので、新しい形を模索できればと考えてい

ます。	 

	 

保井:アメリカの	 BID も既存の商店街がある中で地権者団体という新しい組織ができて、実質上、それが既

存組織の役割を担うようになった都市も見受けられますが、まちづくり五稜郭のようにまち会社として地縁に

ベースを置きながら既存組織と連携しながら機動性のある民間企業として動くなど多少異なるアプローチを

行う組織が出来てくる中で、メリット・デメリット両方あるとは思いまうすが、大通まち会社は地縁型という

現状の形態を維持していくのでしょうか?もしくは変わっていくのでしょうか?	 

	 



服部:地縁型組織と事業型組織の両方が存在して良いと考えています。地縁型の組織が遊休不動産の活用とい

った	 1 つのビルオーナーと密接に利害をもった活動を行うのは現実的には難しいので、事業型を行う人々を

地縁型として応援していく姿というのはあると考えています。	 

	 

保井:つまり様々な関連会社や団体が生まれる可能性もあるかもしれないということですね。形としては、共

同出資をおこなうなどして一緒に作り込んで、新しいアクターを作り上げていくことであり、これはエリアマ

ネジメントの	 1 つの機能であると認識しました。次に、五稜郭ガーデンが金銭的に大きなリスクを背負った

事業ですが、それをやった、可能とした理由は何でしょうか?	 

	 

青田:五稜郭ガーデンは総事業費が約	 2 億円の事業ですが、経済産業省関連の補助金、約	 1 億円を頂いてい

るので、残り半分の	 1 億円は自分たちで調達する必要がありました。しかし、会社の役員が	 6 人であるため、

覚悟が必要とはなりますが、3 人以上が賛成すれば実行することが出来るという身軽さが、その理由として上

げることができます。責任とリスクを取ることを覚悟すれば自由に動ける組織ということです。エリア内の商

店街とは目指す目的が多少違うので、対立軸にあるという意味ではなく、共同で事業活動する時は一緒に活動

するような関係にあります。今回のように自分たちで事業をする場合は自分たちの責任のもとで素早く決断を

下せる理由はそこにあります。	 

	 

保井:最後に、ニセコひらふは新しい事業ではなく自治を作るエリアマネジメントではないかと考えています

が、より詳細に金銭面や制度面についてお伺いできますでしょうか?	 

	 

田中:現在、ニセコひらふエリアには自治をおこなう団体の他に、理事構成の半分は外国人が占めている、観

光に取り組んでいるプロモーション団体が存在しています。BID やエリアマネジメントに繋がる事象におけ

る外国人の捉え方は、不動産価値の向上や地域エリア全体の価値向上につながっていくので、日本にはない街

並み形成をどのように作っていくかを含めた話し合いをもちながら実行していくと考えています。団体として

早ければ来年度から始めたいが、収益を上げることが目的ではなく、新しい住民自治も視野にいれつつ何をや

るか、何を目的とするかが重要であり、どのように地域をまとめて演出していくのかが主になっていくと思い

ます。そのため、自主財源は会員から確保するのではなく、税などの強制力を持ったもので行政に徴収してい

ただき、それを拠出していただくといった半官半民のようなイメージで考えてい	 ます。	 

	 

保井:最後に、各団体から今後の展望など、最後に言いたいことをお伺いしたいと思います。	 

	 

白鳥:現在の我々の活動は、エリアマネジメントの入口のような位置づけであると考えています。これをまち

づくりにどのように実行していくかが、今後、我々の大きな課題であると思います。現在でも、公共空間を使

用したにぎわいの増進はある程度行えていると思います。しかし今後、これらを実際のまちづくりにどのよう

に利用していくのかが課題であり、これからは民の領域にも踏み込む必要が生じます。現在の公共空間を活用



して築き上げてきた協力関係や財源を活用しながら進めて行きたいと考えておりますが、これからが活動の正

念場であると認識しています。	 

	 

服部:現在進めている公共空間の活用から、1 段階発展させて、民間側の景観・建築を含めた公共の共の部分

を高質なものに作り上げることに、どのように関わるのかという課題があります。加えて、現在、駅前通の自

転車おし歩き運動・啓発を若者が担ってくれていますが、世代交代も視野に入れつつこのように若い人々がま

ちづくりに関わっていく仕組み作りが必要となると考えています。	 

	 

青田:抱えている問題の中で財源問題が	 1 番大きいです。資本も人材も行政から入っていないので、理想を実

行するためにかかる財源の創出が課題であります。五稜郭ガーデンは、テナント料を見越した不動産事業であ

るので、これを軌道に乗せることにより安定した収益を得て、次の活動につなげていこうと考えています。覚

悟が必要となりますが、小さな事業を積み重ねて、ゆくゆくは例えば駐車場問題等次の大きな課題解決につな

げていきたいと思っています。ただ、大きな事業なので覚悟が必要だが、ビジネスとして知恵を絞ってやるし

かないと考えています。	 

	 

田中:やはり重要な事は財源確保だと思っています。小さなまちで活動をおこなうための財源確保には、	 行政

との深い関係が必要であると考えています。そのために、現在まで取り組んできた受益者分担金制度や税とい

った事を、どのように行政が民間と連携しながらバックアップして活動をおこなっていくのかが地方都市にと

っては重要であると考えているので、他の小さなまちと情報共有をおこないながら活動していきたいと思いま

す。	 

	 

保井:私が印象に残ったことのなかに、まちづくり五稜郭さんが「グレート五稜郭」と地域の呼称を自分	 たち

で決めている点があります。このように、自分たちで地域の呼称を決定するかどうかは別にしても、個別の団

体・個人の目的・目標は異なってしているかもしれないけれども、目指すエリア像を共有し、その実践に向け

て新しい担い手を作り出し、必要な事があれば行政含め外部に提案をおこなうということは各団体に共通する

ことであり、これがエリアマネジメントの在り方だと思います。また財源のビジネスモデルとしては地域に根

差した新しいデベロッパーや広告代理店のようにも捉えることができ、エリアマネジメントには様々なビジネ

スモデルが存在すると考えることが出来ました。さらに公共空間に関しては、行政や出店者、市民とどのよう

な関係を築いていくかといったプロセスは先進モデルを参考とし、より発展させる必要があると思います。最

後に、今後のエリアマネジメントは、税の改革など、タブーなく取り組む必要があります。その点でも、この

リレーシンポジウムが決起大会となるのではないかと思います。このようなエリアマネジメントの熱い機運を

今後とも皆様と盛り上げていきたいと思いますので、これからもよろしくご支援ください。	 

	 

 

 

 



第2部 

<セッション2 全国のエリアマネジメント(取り組みと連携)>  

 コーディネーター: 京都大学経営管理大学院 御手洗潤 特定教授  

 パネリスト   : 仙台駅東エリアマネジメント協議会 足立千佳子 事務局長  

                    NPO法人大丸有エリアマネジメント協会 中村修和 事務局長  

                    梅田地区エリアマネジメント実践連絡会 植松宏之 前事務局長 

	 

御手洗(京都大学):パネルディスカッションの導入として、最初に、エリアマネジメントの全国の現状、	 分類、

課題についてお話をさせていただきます。京都大学にある官民連携まちづくり研究会の報告書と、国交省・和

歌山大学と連携で全国に実施したアンケートがあり、その結果から考察しています。まず、エリアマネジメン

トの現状をお話させていただきます。全国の都市再生整備計画策定している市町村の内、826の市町村にアン

ケートをおこないました(回答率	 9 割)。574の団体でエリアマネジメント団体が区域内にあると回答がえら

れました。悉皆調査ではないにもかかわらずこれだけの数のエリアマネジメント団体が存在しているというこ

とは、全国でエリアマネジメントが一定量進んでいることが改めてわかります。しかし詳細を鑑みると、エリ

アマネジメント団体があると回答した市町村は全体の4 割ほど、またエリアマネジメントの支援策があるのが	 

56%程であり、存在・支援策に濃淡があります。一方で、エリアマネジメント団体が複数存在するのはエリア

マネジメント団体をもつ市区町村の半分弱であるので、エリアマネジメントをおこなっているところとおこな

っていないところの差が付いてきています。また団体の活動を	 6 つに分類してどのような活動をおこなって

いるかを聞いた結論としては、エリアマネジメント団体に共通する活動はありません。イベントやアクティビ

ティーをおこなっている団体は多いけれども、それでも	 55%にとどまります。574 団体の内、事務局を持つ

のが約半分、さらにその半分が専属の職員をとっていて、しっかりと活動をおこなっているエリアマネジメン

ト団体も高い割合であることがわかります。設立	 の経緯は、6 割が民間発意で始まり、35%が公共発意です。

収入については、9 割以上の団体が収入源を持っています。そのうち、一番多いものは、補助金・委託金など、

自治体に資金を依存しているのが	 56%、会費など会員から資金を調達しているのが	 4 割程度、活動から資金

を得る等の自主財源を持っているのは36%といった内訳になっています。次に、エリアマネジメント団体の分

類です。エリアマネジメント団体には様々な団体がありますが、分類することにより、自分の街の団体との類

似点・相違点を把握することに役立ちます。まず、都市規模と、商業地区か住宅地区か、そして新規開発や新

市街地か既成市街地かというなどのエリアの特徴で分類できます。また、資産を持ったり、収益事業から収入

を得て独自事業を行うなどの事業型と、ネットワークの形成が中心で収益が上がる事業はやってもその事業の

費用を賄うのみ	 であるネットワーク型という分類ができます。また、「にぎわい集客」「まちなみ景観」「ネ

ットワークの形	 成」という3つの目的の強弱で分類可能と考えています。エリアマネジメントの効果について

は、効果を8つに分類してどのような効果を得たか聞くと、8つとも効果があったと回答を得ることができます。

その	 中で主要なものを聞くと次の、にぎわい・集客、まち並み・景観、住民意識・ネットワークに集約され

ます。団体としても、全てを目的として持つことが多いですが、おそらく強弱が存在するだろうと考えていま

す。最後に全国エリマネ団体の課題については、最も多い人材面と財政面の課題、その他認知度、制度面など

の課題があります。これらの詳細は、財政面は、人材確保のための財源や事業展開・拡大のための財源といっ



た課題であり、自主財源の確保あるいは収益事業をもつことが解決策であるといった回答が非常に多く見受け

られます。また人材面においては、積極的に活動を担う人材あるいは事務局などの人材不足、また会員の高齢

化や世代交代といった広がりの課題の	 2 つが顕著にあらわれます。解決策としては、人材育成のほか、他団

体との連携・交流・ネットワークを通じた人材育成や、普及啓発が挙げられています。認知面の課題の解決策

としても、普及啓発等による認知の向上が挙げられます。制度面の課題としては、公共施設の利活用が多く挙

げられ、具体的には占用許可・使用許可の制限や手続の課題が挙げられます。結論として、エリアマネジメン

ト団体は多種多様でありますが、何が共通で何が異なっているかを、今日のシンポジウムを通じて認識してい

ただければ幸いです。また、課題として全国アンケートから顕著にあらわれる財源問題の解決策としての自主

財源の増加策とその手段としての利活用公共施設の利活用、そして、人材育成と認知向上のための連携・ネッ

トワークの強化と普及啓発という	 2 点に本日は着目したいと思います。	 

まずは、自己紹介を兼ねて、各団体の活動の紹介と課題をお話し下さい。	 

	 

足立(仙台駅東):我々仙台駅東エリアマネジメント協議会の概要をお話します。まず仙台駅東口では、いわゆ

る駅裏と呼ばれるエリアです。このエリアでは、仙台市の土地区画整理事業の長期化により駅表である西口と

の開発度合いの差に対して、住民が不満を抱いていました。30 年を費やし第1区画整理および第2区画整理の

終了が迫った頃、仙台市が住民の暮らしやすさ等を考える必要があると認識し、平成22年に	 まちづくり懇話

会を開始しました。仙台市主導でまちづくり懇話会・分科会を3年間おこない、そこで足立がファシリテータ

ーを務め、地域の一般住民に参加していただき、まちづくりについて話し合い、エリア外での発表会や汗をか

く活動(マルシェや)等の活動を続けていました。活動を続けていく中で、将来像や目標、まちづくり戦略を設

定しました。そして、戦略を実現するために住民や商業者同士の横のつながりを作るために、3年間の懇話会・

分科会を終了し、4年目に有志8名によるエリアマネジメント協議会設立準備会が結成されました。現在の活動

は、地域コミュニティーの活性化を目的とするコミュニティー	 活性部や地域のプロモーション部、女性や子

育て世代を支援する「おがる部」の3部会を持ち、それぞれが自由に活動をおこなっています。協議会全体と

しての活動として、公共空間である区画整理によって拡大した道路をうまく活用することについて意見が一致

しました。理想として、寄り道してもいいので、歩きたくなるようなまちづくりを目指しています。	 

	 

中村(大丸有):NPO	 法人大丸有エリアマネジメント協会(通称リガーレ)は大丸有エリアで活動しています。大

丸有エリアは、面積が約	 120ha、ビルが約	 100 棟、就業人口は約	 23 万人であり、事業所は約	 4000 社、

エリア内企業の売上総計は国内の10%を占めています。エリア内には多くのエリアマネジメント団体が存在し

ます。中心となるのは地権者の集まりである大丸有まちづくり協議会です。大丸有まちづくり懇談会は公民連

携してまちづくりの憲法であるガイドラインを策定しています。このガイドラインに基づき、そしてそれぞれ

の目的(にぎわい、環境、防災、公共空間維持管理等)に応じて活動する団体があります。リガーレは	 2002 年

に設立し、小林重敬先生に理事長に就任いただき、主に、まちのにぎわい向上を目的としてセミナーを開催し

たり、野球大会、ウォークガイド、無料シャトルバスの運行支援等の活動をしています。リガーレがまちづく

り団体として東京都に登録し、申請手続き等を実施することで、幅広く公開空	 地が使用可能になることを生

かし、各事業者に利用していただいております。また、その事業者からの手数料が、活動財源の1つとなって



います。仲通り等でいろいろなイベントをやっています。加えて、大丸有エリアは大半の部分が第三者広告禁

止ですが、東京都の条例に基づく特例許可により広告物を利用したエリアマネジメント支援事業として、広告

の掲示が認められています。広告は地域としてルールを作り、地域の審査会でルールに基づいてデザインを審

査し掲載することで、街路灯に広告を掲出し、財源の確保と景観の形成を行っています。また大丸有エリアは、

これまで行政・警察などの理解を得て実績を積んできたことから、道路空間を活用した様々なエリアイベント

を開催できていますが、今年の	 3 月に国家戦略特区における道路占用の特例の認定を頂いたことから、制度

としての裏付けを持って今後活動していこうと考えています。具体的には、7月31日から来年の3月31日まで、

モデル事業という形で、道路空間の	 使用方法や収益を上げる仕組み、道路管理などの実験をしていこうと考

えています。	 

	 

藤原(梅田):梅田地区エリアマネジメント実践連絡会は	 4 社、JR 西日本、阪急電鉄、阪神電気鉄道、グラン

フロント大阪	 TMOで組織されています。2009 年に実践連絡会が発足しました。発足のきっかけは、2011年

よりほぼ毎年大型プロジェクトが完成し、今後も梅田1丁目1番地計画やうめきた2期区域開発などを控えてい

る等、大阪梅田が大きく変わる時期を迎えたことです。加えて、社会状況の大きな変化の結果、世界の都市と

の都市間競争を勝ち抜くことが重要となってきたこともきっかけの1つです。このようななかで個々の施設単

位ではなく、地域の関係者、官民のパートナーシップで取り組むことでまち全体の	 魅力を高める必要を感じ、

地域連携のプラットフォームとなるような梅田地区エリアマネジメント実践連絡会を発足いたしました。組織

体制については、事務局を設けており、毎年輪番制で事務局を担っています。2015 年度の事務局は	 JR 西日

本様に担っていただいており、各企業様にもそれぞれのワーキング担当を担っていただく形態になっています。

具体的な活動内容は、スノーマンフェスティバルや、ゆかた祭といったエリアイベントを中心に展開しながら、

情報発信やコンセプトの検討等もおこなっています。また梅田地区は商業集積が進んでいる地区であるので、

商業施設が取り組みやすいような展開を鑑み、エリアイベントを通じた地域活動団体との連携を推進していま

す。このような活動を通して、梅田地区にある公開空地と公共用地という二種類の公共空間の活用実績も積み

上げてきました。例えばスノーマンフェスティバルの際に、道路使用許可のもと道路空間を活用しマーチング

バンドによるパフォーマンスを実施しました。また、地域の皆様とともに、道路の清掃活動を実施しています。

JR 大阪駅前では、ゆかた祭の際に道路上で打ち水を実施しています。また地下道では、ワークショップや音

楽ライブの実施等をおこなっています。また、グランフロント大阪では、歩道空間を活用してオープンカフェ

やバナー広告を実施しています。国家戦略特区の道路占用事業として、命の道ストリートというイベントを行

っています。また、駅前広場の活用実績として、地域の皆様と一緒に盆踊りを実施しました。最後に、今年4

月からの大阪版BID制度の適用を受けて、グランフロント大阪は公共空間の管理をおこなっていただいていま

す。このような	 活動を通じて、梅田地区エリアマネジメント実践連絡会は実績を積み上げながら活動を推進

していきたいと考えています。	 

	 

御手洗:会員数や会員が企業か個人か、歴史等	 3 団体の活動はそれぞれが大きく異なります。一方、公共空間

の活用に取り組んでいることが	 3 団体に共通することだと思います。そこで、公共空間の活用における活動



の狙い、工夫、効果、課題について伺いたいと思います。最初に大阪版	 BID が注目されていますので、植松

様にお伺いしたいと思います。	 

	 

植松(梅田):昭和の時代は公共施設を民間が作ってもすぐに公共に移管するだけで活用という発想がありませ

んでしたが、近年、公共施設の利活用という発想が生まれ、平成に入り都市をいかにマネジメントするのかと

いう方向になってきたと感じています。また、国家戦略特区や特例道路占用など国からも支援いただき、公共

空間を利活用することで都市の成長や賑わいの形成に視点が置かれる流れに現在なっています。我々の梅田の

活動を梅田コネクトと名付けています。エリアとエリア、人と人、心と心をつなぐという意味です。都市の機

能をつなぐ事に関しては公共用地が担っていて、我々は梅田地区において、公共用地や公開空地を精力的に注

力し都市の活性化を図ることに重点的に取り組んでいます。単なるイベント屋ではありません。財源確保につ

いては、グランフロント大阪を例とすると、場所貸しと広告の	 2 つの方法があります。例として売り上げの

歩合制で収益を上げるオープンカフェやバナー広告等があります。地区整備計画の中でグランフロント大阪で

は屋外広告は禁止されていましたが、地域の景観ガイドラインを策定することにより、大阪市の了解を頂き、

官民連携で広告物が掲示できています。また、BID については、グランフロント大阪周辺の約	 9000平米の歩

道の管理をグランフロント大阪	 TMOがすべておこなっ	 ています。この4月より、大阪市から分担金という形

でビル所有者から徴収したお金を	 TMO に頂き、歩道空間の維持・管理や不法駐輪の対策等に取り組んでい

ます。年間約	 2800万円の交付金を得ています。加えて、イベントではテナント企業から広告・商品の協賛の

形で地道に財源を確保しています。また、他の企業団体と共同で活動することにより財源を確保しています。

課題として、大阪は個別対応なので東京都のしゃれ街条例を参考にした仕組みを作ってほしいと思っています。

また、我々も工事がこれから本格化するので、名古屋の事例を参考に工事用仮囲いへの広告を考えていきたい

と思っています。	 

	 

御手洗:梅田の広告やイベントによる公共空間の活用のお話でした。大丸エリアも国家戦略や社会実験など新

しいことを取り組まれていますが、このことに関する効果や課題などはありますか?	 

	 

中村:公共空間・公共施設の活用という観点では、1つに公開空地の活用があります。東京都のしゃれ街条例を

活用し、賑わいの創出と財源の獲得を目的に行っています。屋外広告物についても、景観の形成と財源の確保

を目的としています。丸の内には、都道としての地下歩道や民間の開発の中で設けた地下空間があるので、そ

の地下空間をエリアマネジメント団体が維持・管理しています。この維持管理費のうちのかなりを民間が賄っ

ていて、収益を上げることを前提に維持・管理を任されているにも関わらず、上手く活用が進まないので支出

のほうが多いという課題があります。広告収入をあげることができている空間もありますが、占用料が徴収さ

れるので広告料のすべてがエリアマネジメント団体の収益にはなっていないという側面があるので、民間が維

持管理をしている以上は占用料の減免を期待している現状です。道路空間においては、国家戦略特区の道路占

用の特例をいただいたので、モデル事業の中で様々な使い方を模索していきたいと考えていますが、何が国家

戦略特区を使用して行うイベントなのかが不明確であるので、	 その基準の策定等もおこなう必要があります。

財源としては、イベント主催者からの道路使用料やオープンカフェ等の店舗の出店料、広告料に期待していま



す。ただし、既存店舗が店先で実施するオープンカフェに関しては、当該店舗の能力にも依存するので、店舗

の入れ替えや厨房能力の拡大等をあわせてやっていかないとうまくいかないと認識しています。イベント等で

道路使用する際、道路占用許可以外の許認可	 (警察・消防や保健所)の手続・コンセンサスがまだ整備されて

ないのでハードルは依然高い状況です。道路使用の上での合意形成も課題であると考えています。仮に、収益

を上げたときに税金を支払う必要がありますが、まちづくりをおこなうので、そのような収益を積み立てて将

来的にまちのインフラ整備等に使っていけるようなお金をとっておける仕組みが必要であると感じています。	 

	 

御手洗:国家戦略なので活用は進んでいるけれども、関係者のコンセンサスや税などまだまだ課題も残ってい

ることがわかりました。次によりみちマルシェ等、仙台東における公共空間活用の効果や課題などをお伺いし

たいと思います。	 

	 

足立:仙台駅東エリアは、土地区画整理により広い道路が出現しています。エリア内の道路率は	 31%でありか

なりの部分が道路であります。第	 1 土地区画整理により、昭和時代に宮城野通りという広い歩道のある大き

な道路が整備されたものの、活用するプレーヤーの不在といった理由で十分には使われていなかったという状

況にあります。仙台駅東エリアは、新しいマンション住人やもともとの町内会の人々、商工事業組合に入って

いる大規模商業者や組合に入っていない個人商店、宿泊者、通勤通学者、買い物客など、様々な人々が活動し

ているエリアです。道路空間を駅東の居心地が良い場所にすることで、そのような人々の快適な居場所になる

のではないかと考えています。また仙台には地下鉄東西線が完成すると、むしろ他の地域に人々が流れること

を懸念していました。そこで、目的を持って立ち寄るエリアではなく、ふらっと気軽に立ち寄るエリアにする

ことで賑わいを獲得する戦略を打ち出しました。例として、「よりみちマルシェ」を開催し、子供による洋風

カフェや公開空地でのビール・花販売あるいは、歩道上のマルシェ、大	 学の	 1 階ロビーを使ったイベントな

どを準備しています。この中で、地域の人々が懇話会・準備会で話し合った成果である買い物・交流・駅東の

歴史等様々要素取り入れた社会実験を行う予定でありますが、開催にあたり仙台市の東西線まちづくり支援応

援部の補助金を使用することにより、歩道上のオープンカフェのためのベンチを置くことなどについて、警察

への道路使用の許可申請をおこなえています。活動を続けていくことにより、宮城野通り沿線の方々や事業者

の方々の信頼を構築し、参加していただく輪をこれからも広げていきたいと思っています。	 

	 

御手洗:公共空間を居場所にするという発想が大事なことを改めて感じました。一方、自治体からの資金を得

て行うという工夫も参考になりました。また、公共空間をうまく活用してもらうため事業者や住民に参加して

もらうための繋ぎ機能がエリマネ団体の重要な役割であることもわかりました。	 

この	 3 団体の共通するもう一つの点は、日本を代表とする大都市であり、中心の駅前の団体であることです。

このため、対象としている人々の範囲が広いというのが特徴だと思います。そのため認知を広げ、地権者、住

民、事業者、テナント等地域の人を巻き込むことに苦労されていると思うので、そういった苦労や工夫・課題

をお伺いしたいと思います。	 

	 



足立:我々はあえて遠回りをしています。6 年前に懇話会・分科会を始めましたが、懇話会は町内会やまちづ

くり団体の長で組織されていました。しかし、その方達だけでは、地域への波及が見込めなかったので懇話会

は決定機関とし、分科会を下部組織として作ってそこで議論したことを懇話会で賛同いただくというプロセス

で3年ほど活動してきました。このような活動を通し住民同士の横の連携が萌芽したところに、私がエリアマ

ネジメントを提案しました。そこに賛同して集った有志	 8 人で町内会長の合意を得る活動を地道に進めてき

ました。具体的には、9千部印刷し地域のあちこちに配布している雑誌に町内会長等に投稿をお願いするなど

です。さらに商工業事業組合の様々なイベント活動の裏方として無償で協力すること等により、商工事業組合

の理解を獲得してきました。このような活動を通して地域の要所要所の理解を得て、協議会の地位を獲得して

きました。	 

	 

中村:イベントを楽しんで参加してもらうだけであれば、イベントの内容を考慮し宣伝を打てばよいのですが、

重要なのは実際にイベントを作る側に参加してもらうことだと思います。例として大丸有エリアでは、エコキ

ッズという夏休みの自由研究をサポートするような場を子供たちに提供していますが、その活動に参加するこ

とで自分たちの企業活動を知ってもらえる、或いは自分たちのCSR活動にマッチしているというメリットを感

じて頂けることから、徐々に参加企業を増やしています。この際にキーとなる企業が参加することにより、連

鎖的に他の企業が参加するという事も聞いています。このように地道な活動を続けることで良いサイクルが生

まれています。また大丸有エリアはこれから防災に取り組む予定であります。3 月に安全確保計画をつくりま

したが、今後これを実践していくにあたって、どのように企業を巻き込むかが課題となっています。いずれに

しても、良い場を提供することで参加者を巻き込むことができると考えています。	 

	 

植松:梅田実践連絡会はまだ創設から	 6 年であり、大丸有や福岡などの先導者が地道な努力をしているのと見

ながら活動を進めてきました。当初は、イベントを通して梅田の価値を向上させるために、来街者向けてやっ

ていました、現在はビル内の企業や店舗の方々向けにも注力する必要があると考えています。次のステップは

防災であると認識していますが、いきなり防災活動はできないので、平時のイベントや賑わいを目的とする活

動、非常時の防災活動がエリアマネジメントが担う役割であると思っています。加えて、国内だけではなく国

際的な事も視野に活動をおこない、国の補助を活用して、MIPIM(世界不動産見本市)への参加など、海外のビ

ジネス向けにも	 PR 活動をおこなっています。	 

	 

御手洗:平時のイベントと有事の防災が重要というお話でした。活動区域内・区域外に関わらずエリアマネジ

メントの認知度を広げ普及啓発を進めていくこと、およびエリアマネジメント団体の連携について意見をお伺

いしたいと思います。	 

	 

植松:大阪版	 BID 条例は、2011 年にわれわれがまちづくりサロンに参加し、エリアマネジメントについて議

論したことに関西経済連合会や大阪市の方々が流れに巻き込まれたことを発端としています。このような全国

の連携が、ニセコ等を例として現在起きているのはないかと考えています。全国からエリアマネジメントに関

する声が上がり国民的認知が高まることによって国としても支援することが可能となるとお聞きしています。



地域によって規模や対象者も異なるとは思いますが、全国のエリマネ団体の情報共有によって全国にエリアマ

ネジメントのブームを起こし、広がっていけばエリアマネジメントの市民権を得ることができるのではないか

と思っています。ひいては、昭和	 40 年代に制定された都市計画法の見直しに発展するのではないかと考えて

います。また、先に取り組まれているアメリカのエリアマネジメント団体との国際的な交流ができれば、大き

な意味での連携・情報発信が可能になると考えています。	 

	 

中村:エリアマネジメント活動の課題を解決するためには、制度面などで国の応援が必要となります。そこで

全国的にこのシンポジウムのような活動を広げ、日本国中から声があがるような状況にする必要があると思っ

ています。さらにエリアマネジメント団体だけではなく、自分たちのまちをよくするというエリアマネジメン

トの良さを認識してもらえれば直接の関わりがない人々からも声があがってくると思います。このため、エリ

アマネジメントの効果を検証しアピールすることが重要と考えています。加えて、本シンポジウム参加者以外

にも知ってもらうため、シンポジウムの成果を報告書や	 web といった形で発信していくことも重要であると

考えています。最後に、2012 年に環境まちづくりサロンとして連続シンポジウムを行い、提言もおこないま

したが、中身はあまり達成されていないので、全国で団結し訴えていくこと、さらに、例えば法律に精通した

人なども交え単に訴えるだけではなく国が受け入れやすい提言をおこなうことも必要であると考えています。	 

	 

足立:防災に関して、仙台駅東エリアは東日本大震災の被災沿岸地域と全国をつなぐ役割があると考えていま

す。今回のマルシェでも被災地・中越からのパネル展示をおこない、つなぐ役割を全うしたいと考えています。

このように、エリアの特徴を生かしつつ官民連携、都市間連携、企業・団体間連携といった窓口、顔、場とな

れたら良いと考えています。我々が主体的な街づくりの担い手となるのではなく、窓口業務・つなぎ役のよう

な立ち位置を目指します。連携をおこなうことは、他の仙台、東北にあるエリアマネジメント・まちづくり団

体の活力向上のための連携の場が東北でも生まれることを期待します。	 

	 

御手洗:本日のテーマである公共空間の利活用については、国家戦略特区、BID、市からの補助金等の工夫をす

れば、道路空間はそれなりに使えてきてはいるということかと思います。けれども、占有料、公開空地、道路

管理者以外の公共主体の理解の醸成等まだまだ工夫・改善する余地はあるというのが現状であることがわかり

ました。しかし、にぎわい、まちの居場所や収益源、人々をつなぐ場所、エリマネに人々を巻き込む等、様々

な意味で公共空間は重要であることは共通認識であると思うので、公共空間の利活用をさらに推進していくこ

とがさらなるエリアマネジメントの発展につながるのだと思います。またエリアマネジメント認知度向上のた

めに、エリアマネジメント活動に人々をどのように巻き込んでいくかについては、まずは地道な活動という結

論になりました。このほか、魅力的な活動を続けることにより興味を持ってもらい活動に加わってもらうこと、

キーになる人を巻き込むこと、また多くの人々が高い関心を示している防災というテーマが人々を巻き込むた

めには重要ということがわかりました。連携交流に関しては、全国にムーブメントを起こして、エリアマネジ

メントが市民権を得ていくことが求められています。エリアマネジメント団体だけでなく様々な人々が声をあ

げていくために、効果の提示、制度・政策提言の実現もこれから必要となります。このような課題を解決・実

現していくためにも、連携を強化し発信していくことが重要であるというのがまとめではないでしょうか。	 



<クロージング講演> 横浜国立大学 小林重敬 名誉教授 (一般財団法人森記念財団理事長) 

小林重(横浜国立大学):この場に国交省の課長が来て下さるほど国が関心を持っていると理解できますし、	 札

幌では市の計画にエリアマネジメントが登場し、全国調査で数百の団体からエリアマネジメント団体に関する

回答が得られる等、現在、エリアマネジメントムーブメントの機が熟しつつある時代に入ったのではないかと

思います。今日はエリアマネジメントに関する様々な調査・検討・活動が動いていることを紹介します。今日

のシンポジウムでは、エリアマネジメントの活動を支える制度面で至らないところがある、特に活動と制度を

結びつける財源が十分に確保できていない、財源と制度を結び付ける仕組みがない、という課題が底辺にあっ

たかと思います。この点を最後にお話しします。活動の推進と制度づくりに関する動きをまとめると、まず、

エリアマネジメントサロンから全国のネットワークに成長していく動きがあります。また、大都市だけではな

くそれ以外の都市にもエリアマネジメントが必要であるため、その手掛かりとして都市再生推進法人という仕

組みが考えられます。その都市再生推進法人とシンポジウムに集っている組織とどのように接点を持ち連携し

ていくかが議論になっています。さらに全国にわたったエリアマネジメントの活動をアンケート調査し、その

結果をまとめた京都大学経営管理大学院の活動があります。京都大学の研究会は活動の推進と制度づくりを兼

ねて議論しています。制度づくりに特化した議論として、国の社整審の都市マネジメント小委員会が作られて、

議論されています。内容を見ますと、エリアマネジメントについては、実践の場が既にあるので、非常によく

書かれています。今年の	 6 月より私が理事長を務める森記念財団で、これからエリアマネジメントの制度研

究をおこないます。従来のようなコントロールやプロジェクト・事業のための制度であるハード・ローと、全

員で一定のルールを合意して、それに基づいて活動を展開するマネジメントする制度であるソフト・ローとい

う 2 つの制度・仕組みがありますが、この研究会では、ソフト・ローの仕組みを従来のハード・ローとどのよ

うに連携させることができるかということを勉強します。そして当面は、都市再生特別措置法の中に加えるべ

き新しい仕組みについて議論したいと思います。また先程、制度・活動・財源の議論がありました、この	 3 つ

の議論をまとめるとエリアマネジメントの基本となる側面が見えてきます。1 つは互酬性、活動している者同

士が協力することにより、互いの利益になるといった関係性を制度としてどう捉えていくのかという側面があ

ります。これは実は BID 活動にかかわるものです。次に公共性の側面があります。エリアマネジメントの効

果がエリアの外にスピルオーバーして外部にもたらす効用が公共性を持つので、公共側が補助金などを出せる

のではないかという議論があります。最後に、新たな公共性としての側面があります。個々の関わっている主

体が利益を受けることはないけれども、防災・エネルギーのような、将来のこれからの時代の都市づくりに極

めて必要な活動です。このような活動をおこなうことは新たな公共性であり、これは活動主体に利益があるだ

けではなく、地域の価値を大きく上げることになります。これは地方公共団体にとって固定資産税の上昇等に

つながるので、TIF 的な側面ではないでしょうか。この	 3 つの側面をどのように織り交ぜて新しい制度とし

て作り上げるのか、ということがこれからの議論の出発点ではないだろうかと考えています。このようなこと

をふまえて、森記念財団で、この分野で活躍している方々に参加していただいて、数年しっかり議論をおこな

います。お互いの活動が自分達にも、地域にも利益をもたらし、さらにそれが公共性を持つ事が出来るような

エリアマネジメント活動を支える制度づくりの議論を進めていきたいと思います。そのきっかけづくりを、森

記念財団でおこなっていこうと思っています。	 

	 



<閉会挨拶> 京都大学経営管理大学院 御手洗潤 特定教授 

御手洗(京都大学):閉会にあたり、京都大学経営管理大学院長に代って一言挨拶させていただきます。本日は

予想を大きく上回る方にお申し込みをいただきました。エリアマネジメントの北海道における盛り上がりを実

感しています。本日ご参加をいただいた皆様、ロジスティックを一手に引き受けていただいた札幌駅前通まち

づくり会社の皆様、そしてご講演又はパネルディスカッションをいただいた皆様に、感謝を申し上げます。小

林英嗣先生の基調講演では、エリアマネジメント先進都市札幌で、ビジョンを描いて戦略的にエリアマネジメ

ントの推進を図っていることを学び、とても参考になりました。小林重敬先生のクロージング講演では、エリ

アマネジメントの推進のために、産官学が様々な取り組みを行いつつあり、今後さらに進展して行くであろう

ことが示されました。そして、ふたつのパネルディスカッションでは、北海道と全国の様々な団体が登壇して、

公共空間の利活用等、現在のエリアマネジメントが抱える様々な課題や今後の展望について、議論が交わされ

ました。本日の成果で私が特に注目したいのは、連携・ネットワークです。エリアマネジメントの普及促進や

深化のためには、お互いが学び合いそれぞれの活動を発展させていくとともに、エリアマネジメント団体が協

調して認知度向上や提案をするためのネットワーク・連携が重要と考えています。本シンポジウムで、道内と

全国のエリマネ団体が集まったことはたいへん意義深いと思います。本シンポジウムは、(仮称)全国エリアマ

ネジメントネットワーク設立準備委員会が共催しています。まだ正式に立ち上がったわけではありませんが、

この組織は、名前の通り、全国のエリアマネジメント団体のネットワーク組織の設立準備をする組織です。こ

の組織が無事発足し、さらに全国のエリアマネジメント団体のネットワーク組織に発展し、本日お越しの皆様

の情報共有・学びあいの場になったり、連携や普及を促進したり、政策提案を行っていくようになることを期

待しています。また、本シンポジウムは、「京都大学経営管理大学院光亜興産官民協働まちづくり実践講座	 エ

リアマネジメントリレーシンポジウム」の一環でもあります。当大学院においても、「エリアマネジメントを

広げる・深める」	 をキーワードに、各地でこのようなエリアマネジメントの認知度向上・普及と学びあい・

連携促進のため	 のシンポジウムを展開していきたいと考えています。「全国エリアマネジメントネットワー

ク」と「エリアマネジメントリレーシンポジウム」の二つの関連で、皆様とお会いできることを願っておりま

す。	 

最後に、改めて、本日の参加者、講演者、事務局の皆様に感謝を申し上げます。そして、エリアマネジ	 メン

ト活動を通じて、皆様の地域が活性化し、光り輝くことを切に願っていいます。 

 


