
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【報告事項】【報告事項】【報告事項】【報告事項】    

１．１．１．１．まちづくり特別委員会まちづくり特別委員会まちづくり特別委員会まちづくり特別委員会行政調査報告行政調査報告行政調査報告行政調査報告    

  日程：平成２６年１月１４日（火）～１５日（水） 

日程及び調査先情報 調  査  項  目 

１月１４日（火） 

千葉県 柏市 

人口：４０６千人 

面積：１０１ｋ㎡ 

高齢化率：19.8％ 

財政力指数：0.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

【中心市街地活性化について】 

１）柏市中心市街地活性化基本計画の背景、目的について 

・柏市は、昭和２９年の市政施行以来、著しい人口の流入による都市化が

あり、昭和３０年代には大型団地の建設や企業の進出、常磐線の複々線化

により広域的な商業拠点都市へと発展していった。しかし近年は人口増加

が緩やかになり、快適な居住環境が求められている。また、平成１７年に

旧沼南町との合併により新柏市が誕生し、同年８月につくばエクスプレス

が開通して都市構造が変化しており、中心市街地の整備や都市政策におい

ても新たな社会に対応した都市づくりが求められている。 

２）計画の内容と現在の状況について 

・基本的な考え方として、若者が集い、活気にあふれる現在の特性を活か

しつつ、安心・安全で、ゆとりや品格のあるまちづくりを行うことにより、

競合する商業集積との差別化を図り、広域商業拠点としての機能の維持を

図るものとし、基本計画２９事業のうち７事業が完了、１０事業が実施中、

１２事業が未着手となっている。公共事業では、「柏駅東口 A 街区第二地区

第一種市街地再開発事業」が平成２２年６月に完成し道路整備などが行わ

れた。あわせて「柏駅東口歩行者専用嵩上式広場改良事業」が平成２２年

１月に着手し、平成２３年度末に完成した。民間事業では、「柏駅西口共同

ビル事業」が平成２０年１０月に完成し、「柏駅周辺活性化イベント事業」、

「商店街振興共同事業」、「柏駅周辺防犯推進協会事業」などのソフト事業

に地域一体で取り組み、魅力の向上、賑わいの創出、安全安心なまちづく

りを進めている。 

３）今後の取組、課題等について 

・現在着手している事業を着実に進める中で、「柏駅東口 D 街区第一地区第

一種市街地再開発事業」といったハード事業や、特に「柏駅周辺活性化イ

ベント事業」、「商店街振興共同事業」や、「柏駅周辺防犯推進協会事業」な

どの安全安心の向上を図るソフト事業との連携を強化していくことで今ま

で以上にまちなかの魅力向上、賑わいの創出、安全安心なまちづくりを進

めていく。 

４）その他 

・NPO 法人柏インフォメーションセンターの活動は、ボランティアによる

運営で、午前、午後、夜間の各３．５時間での活動で１回５００円の活動

手当が支給される。約２８０名が登録され、目を引く「フリーペーパー」

の作成など活発に活動している。 

１月１５日（水） 

東京都 三鷹市 

人口：１８０千人 

面積：１６ｋ㎡ 

高齢化率：18.7％ 

財政力指数：1.15 

【中心市街地活性化について】 

株式会社まちづくり三鷹の中心市街地活性化の取組について 

１）取組の背景、目的について 

・三鷹市は、新宿から２０分に位置する住宅都市として発展してきたが、

近隣の大型商圏に購買力を奪われるとともに、企業の流出も続き、地域雇

用力や地域産業が脆弱化してきた。また、少子高齢化を迎えるにあたり、

市民税収の減が懸念されるため、定年がないことや、郊外型ではない IT 関

連による「SOHO」に着目し、着手してきた。 

平成２平成２平成２平成２6666 年１年１年１年１月月月月    
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 ２）取組の内容と現在の状況について 

・平成８年に「三鷹市産業振興計画」を策定し、人材育成事業や工場アパ

ート等を実施してきた。その後平成１０年に「SOHO」に注目し、「SOHO 

CITY みたか構想」を定め、IT 事業者の集積と振興をはかってきた。平成１

１年には、中活法の TMO となる「株式会社三鷹」を三鷹商工会、市内事

業者とともに設立し、三鷹駅前の商業発展と IT 事業者集積という両軸に足

を置いた中心市街地活性化事業に取り組んできた。 

主な事業として、「三鷹電子商店街事業」があり、平成１３年度よりネット

販売を始めた。共同決済、共同配送、市内無料化を実現して、現在１２０

店舗が参加している。ただ、市内配送無料化は、経営を圧迫するため現在

はやっていない。また、ハード支援として、「三鷹市 SOHO パイロットオ

フィス」、「三鷹産業プラザ」、「三鷹三立 SOHO センター」といった貸事務

所を整備し、ハード・ソフトの両面で支援をしている。また、子育て支援

サイトの NPO 法人化までの支援や、「Ruby」を使った低コストな図書館

システムの開発などを行っている。また、平成２０年から経営力を強化し、

三鷹地域だけでなく、他地域の活性化を支援するために事業展開している。

また、地域貢献事業として、「買物支援事業を展開しているが、“やる気の

ある事業主”に特化しており、自分たちができるサービス、補助金がなく

てもできることなどを実践している。 

３）今後の課題等について 

・空き店舗や空きオフィスを借り上げてインキュベーション施設を整備し

てきたが、オフィス需要を満たすことができないことと、一定規模となっ

た企業が入居できる広いオフィスがないため整備が望まれている。 

・中心市街地では、マンション主体の住宅開発に偏り、都市機能のバラン

スが悪くなっている。（商店主は、マンション経営だけで生計が成り立つた

め、商売にあまり積極的ではない） 

・中心市街地の賑わいを創出するためには、観光事業を本格的に実施する

ことや、魅力ある人材の創出やコンテンツを押し出すなど、新たな視点が

求められる。 

１月１５日（水） 

東京都 八王子市 

人口：５６３千人 

面積：１０６ｋ㎡ 

高齢化率：20.6％ 

財政力指数：0.96 

【中心市街地活性化について】 

１）中心市街地活性化の取組の背景、目的について 

・１９９０年代、郊外大型店の立地、住宅地の広域拡大、都市間競争によ

り、甲州街道沿道および近傍の大型店が２０１２年にはすべて撤退してい

った。また、甲州街道沿道は、中高層住宅の立地が進展し、歩行量も激減

した。そこで、賑わいの再生と回遊性の向上を目的に、歩くのが楽しい街

を形成しようと平成２２年１１月に中心市街地活性化基本計画を策定し

た。 

２）取組の内容と現在の状況について 

・①中心市街地活性化基本計画について 

ハードでは、旭町・明神町地区開発事業、再開発関連事業を行い、ソフト

では、中心市街地活性化基本計画関連、中心市街地活性化事業として空き

店舗対策事業、まちづくり八王子支援、イベント調整、八王子まちナビ運

営を行っている。 

・②空き店舗改修費補助金について 

基本計画に位置付けられている空き店舗（１１９店舗）を解消し、商店街

の連続性と賑わいの創出を目指す目的で、出店する事業者へ改修費を補助

する。対象区域のうち、甲州街道沿いとその他の地域に分けられ、最大限

度額が２５０万円で、補助率は甲州街道沿いが 3/4 以内、その他が 1/2

以内となっている。平成２４年度は１件、平成２５年度も現在までは１件

で、２次募集中である。 

３）今後の課題について 

・空き店舗が１１９店舗ある中、耐震に問題があったり、そもそも貸し出

していないなどで、実際には２３店舗しか対象ではない。 

・現状の制度では１階部分の空き店舗のみが対象となっており、２階以上

や地下階も対象になるようにしていく必要がある。 

・改修補助金が出るとはいえ、初期投資としてその他に多額の費用がかか

ることも利用されない原因となっている。 



日程及び調査先情報 調  査  項  目 

１月２８日（火） 

長崎県 諫早市 

人口：１４１千人 

面積：３２１ｋ㎡ 

高齢化率：23.3％ 

財政力指数：0.51 

 

 

【市民と取り組む環境政策推進プロジェクトについて】 

１）取り組んだ経緯（背景・目的） 

・諫早市は、平成１７年３月に１市５町が合併し、将来都市像『ひとが輝

く創造都市・諫早』の実現を目指したまちづくりを進めるため、市民主役

のまちづくりとしての土台づくりプロジェクトの一つとして「市民と取り

組む環境政策推進プロジェクト」に取り組んだ。 

２）取組の内容と現在の状況 ３）成果・課題 ４）課題に対する今後の

取組 

①環境美化対策 

 市民大清掃は、昭和６２年に「日本花いっぱいながさき諫早大会」を機

に、昭和６１年から実施をし、平成１７年の合併後は、実施日を８月の第

１日曜日に統一した。出たゴミや剪定した樹木の運搬は、建設業界のボラ

ンティアの協力により運営され、ここ数年は２２５団体中約２００団体が

参加している。 

今後の課題・取組としては、ケガや蜂に刺されたなどの報告があるため、

防止対策が必要である。現在は、市民傷害保険で対応している。また、自

治会加入者が８２％と高いが、未加入者の参加対策や、実施時期の検討も

していかなければならない。（その他空き缶回収キャンペーンを実施） 

②ごみの分別、減量化 

 市町村合併の後、ごみ分別の統一化をし、環境衛生推進委員を置いた。

地域住民と市のパイプ役であり、614 名が登録され１万円の謝金がある。

活動内容は、ごみの減量化、資源化の啓発や出前講座などがあり、毎年３

月には、報告会を実施している。課題として、１年毎の交替であるが、成

り手がいないことがあげられる。 

他、環境学習では、生活排水対策啓発イベント「いさはやエコフェスタ」

が平成１２年から毎年開催され、生活排水対策に対する意識啓発を主目的

としつつ、廃棄物対策、地球温暖化対策も含む環境全般に関し市民の意識

高揚を図っている。 

１月２９日（水） 

長崎県 大村市 

人口：９０千人 

面積：１２６ｋ㎡ 

高齢化率：19.9％ 

財政力指数：0.60 

 

 

【先端技術産業誘致等の状況について】 

１）取り組んだ経緯（背景・目的） 

・平成５年に長崎県央地方拠点都市地域基本計画が承認され、オフィスア

ルカディア事業が地域振興整備公団事業として採択された。翌年、㈱大村

国際交流センター（現㈱アルカディア）が設立された。翌平成７年、オフ

ィスパーク大村の造成工事が開始された。 

２）取組の内容と現在の状況 

・元々国の施策として、首都圏中央に集中する産業業務機能（オフィス機

能）を地方に分散する目的であったため、工場は進出できなかった。しか

し、宅地並みの地価では立地が難しいとの声もあがり、見直し・緩和した。

また、首都圏・関西地区・福岡地区で活躍する大村市出身の経済人らが、

報酬や旅費などの支給なしで企業誘致について情報提供や提言をし、ハイ

テクパーク大村は平成２４年４月に、オフィスパーク大村は平成２４年８

月に完売した。 

３）成果・課題 

・両工業団地の企業数は現在３４社で、雇用者数は約２３００名いる。ピ

ーク時は、３８社で３５００人程度いた。特にＳＵＭＣＯという企業では、

地元の大村工業高校出身者が２割を占める。また、この成功の背景には中

核支援施設である「アルカディア大村」の存在が大きくまた、周辺には長

崎県工業技術センターや財団、研究センターなどが集結する。 

４）課題に対する今後の取組 

・大村インターチェンジまで２km、長崎空港まで６km という好立地条件

である大村ハイテクパークが成功し、現在は新たな工業団地の最終候補地

が決定し、整備計画の準備中である。 

 



１月３０日（木） 

熊本県 菊池市 

人口：５０千人 

面積：２７６ｋ㎡ 

高齢化率：28.8％ 

財政力指数：0.43 

 

 

【友好都市関係の現状と今後のあり方について】 

１）友好都市締結の経緯 

・菊池市は、大府市と友好都市関係にある岩手県遠野市とも友好都市関係

にあり、菊池市の総合計画には、市の将来像「豊かな水と緑、光あふれる

田園文化のまち」のもと、「心のふるさと」づくり、「活き活きふるさと」

づくり、「爽快ふるさと」づくりの３つのまちづくりの目標を設定している。

その下に９つの柱を設定し、その１つとして「連携・交流の推進」を掲げ、

更にその下にある２５の主要施策に「文化・経済交流の推進」と「地域間

交流の強化」がある。 

２）現在の状況 

・現在国内では３つの姉妹・友好都市と国外に３つの友好都市を締結して

いる。姉妹都市は、宮崎県西米良村で、菊池氏の末裔が西米良村で１９代

３００年以上にわたり栄え、今なお村民からの尊敬と思慕を受けていると

いうことから昭和５８年に締結した。毎年春・秋の祭りでは相互に訪問し、

民間の市民レベルでの交流が行われている。また、学校・スポーツなど教

育面でも交流が行われている。 

友好都市での遠野市とは菊池一族が全国に流れた際、多くが居を構えたの

ではないかとされており、一方「遠野物語」の作者柳田国男と菊池氏の神

話学者高木敏雄氏との交友その他の繋がりがあったことから、平成５年の

菊池市議会委員会視察をきっかけに交流が始まった。後の平成１０年に友

好都市締結した。現在では、「菊池都市間交流の会」を中心に菊池一族のつ

ながりから姉妹都市である西米良村を含めた３都市交流として民間の相互

交流が続けられている。 

鹿児島県龍郷町は、西郷隆盛の祖先が菊池一族の末裔とされ、西郷隆盛自

身、「菊池源吾」と名のっていることから、平成１９年に菊池市で「菊池源

吾を語るシンポジウム」が開催され、勉強会などの交流会や物産交流の継

続を背景に平成２４年１０月、友好都市の締結を行った。 

国外では、産業形態や地理的条件が似ている、名称が同じ（合併前の自治

体）という理由などから韓国で２都市、中国で１都市との友好都市が締結

されている。 

３）課題 

・市民主体での交流を推進しているが、市から当該市民団体への活動支援

が必要で、補助金の交付や事務局を市で担当している状況にある。また、

会員の高齢化も課題となっている。 

国外の友好都市との交流については、口蹄疫や新型インフルエンザなどで

のイベントの中止や、竹島問題、尖閣諸島問題など、国家間での問題によ

る交流中断などがあることが挙げられる。 

４）今後のあり方 

・都市間交流については、まちづくりや人材育成、経済効果など、市の活

性化につながる。菊池市では、新市長が目指すまちづくり、「癒しの里 菊

池」をより具体的に進めるためにまずは自らを知り、再確認することであ

る。国内の交流についてはこれまで通り市民交流団体を中心に継続してい

く。 

 

    

２．その他活動報告２．その他活動報告２．その他活動報告２．その他活動報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/5 消防出初式 1/12 大府市成人式 1/5 米田神社七草祭 



２２２２月の月の月の月の行事予定行事予定行事予定行事予定    

３日 月 美しいまち条例キャンペーン １３日 木 全員協議会（新年度予算） 

４日 火 まちづくり特別委員協議会 １４日 金 会派定例会 

４日 火 茨城県東海村視察対応 １７日 月 まちづくり特別委員協議会 

６日 木 連合愛知知多地協街頭行動大府駅早朝ビラ １８日 火 議案説明 

８日 土 知多地協政策研修会 １９日 水 会派定例会・豊田工場相談日 

９日 日 吉田まちづくり芸能祭 １９日 水 事務改善発表会 

１０日 月 交通安全立哨 ２０日 木 交通安全立哨 

１０日 月 大府盆梅展 ２４日 月 ３市２町議員懇談会 

１０日 月 議会運営委員会 ２４日 月 知北平和公園組合議会第１回定例会 

１１日 火 安城工場相談日 ２５日 火 議会運営委員会 

１２日 水 寄附感謝状授与式 ２６日 水 松尾労組相談日 

１２日 水 OWARI 会議・視察 ２６日 水 会派定例会 

１３日 木 公職選挙法勉強会 ２８日 金 高校卒業式 

 


