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まちづくりに関する取組については、これまで行政が中心となって推進してきたところですが、 

まちづくり会社やＮＰＯ等の民間組織がまちづくりに積極的に取り組む事例が増加しています。 
 

民間組織の新たな発想によるまちづくり活動は、地域の特性に応じたまちの賑わいや都市の魅

力向上等の面からも有効であることから、行政としても積極的に支援していくことが重要です。 
 

都市再生特別措置法においても、H23 年の改正に伴い、まちづくりに取り組む団体を支援す

る制度や、道路空間を活用して賑わいのあるまちづくりを実現する制度等、官民連携のまちづく

りを推進する制度が創設されていますので、改めて官民連携のまちづくりについてご紹介します。 
 

～官民連携のまちづくり制度について～ 

○都市再生整備推進法人 

 まちづくり会社やＮＰＯ等に法的な位置付けを与え、地域のネットワークやノウハウ等の活用

を図る制度です。市町村の指定により、行政と連携したまちづくりの推進が期待されます。 

 

【参考】全国の都市再生整備法人 

まちづくり会社等の名称 指定時期 所在地 事業内容 

札幌大通まちづくり株式会社 

http://sapporo-odori.jp/ 
H23.12.9 

北海道 

札幌市  

販促のための共同事業・商業振興のための企画、運営、コ

ンサルティング等  

株式会社まちづくりとやま 

http://www.tmo-toyama.com/ 
H24.3.2 

富山県 

富山市  
都市開発に関する企画、調査、設計及びコンサルタント等  

株式会社 飯田まちづくりカンパニー 

http://machikan.jp/ 
H24.3.30 

長野県 

飯田市  
まちづくりの推進、景観・環境事業等  

ＮＰＯ法人 南信州おひさま進歩 

http://www.ohisama-shinpo.or.jp/index.html 
H24.3.30 

長野県 

飯田市  
環境保全、まちづくりの推進、社会教育の推進等  

ＮＰＯ法人いいだ応援ネットイデア 

http://www.iida-idea.jp/ 
H24.3.30 

長野県 

飯田市  
社会教育の推進、まちづくりの推進等  

株式会社 まちづくり川越 H24.5.28 
埼玉県 

川越市  
観光開発及び土地・建物の有効利用に関する調査、企画等  

Ｖｏｌ．２０９ 
（H25.6.4） 

北海道開発局都市住宅課 
まちづくり相談窓口 

今 

号 

の 

記 

事 

 

○  官民連携のまちづくり 
○ 「炭鉱の記憶推進事業団」の活動について 

○ 「空き家に関する説明会」を開催しました 

 

 ままちちづづくくりりにに関関ししてて紹紹介介ししたたいい地地域域のの取取組組、、配配信信アアドドレレススのの変変更更等等ににつついいててはは、、  
ままちちづづくくりり相相談談窓窓口口((メメーールルははここちちらら))ままでで  
※配信希望は随時受け付けております。 

各項目の○を 

クリックすると 

各項目見出しに 

ジャンプします 

官民連携のまちづくり 

～制度の紹介と札幌都心部における事例～ 

 

http://sapporo-odori.jp/
http://www.tmo-toyama.com/
http://machikan.jp/
http://www.ohisama-shinpo.or.jp/index.html
http://www.iida-idea.jp/
mailto:machidukuri@hkd.mlit.go.jp
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○都市再生整備計画 

 これまでの都市再生整備計画は主に市町村が公共公益施設を整備するための計画として活用されて

きましたが、現在は、「官民連携によるまちの整備・管理のための計画」として、次に紹介する道路占

用許可の特例等、民間によるまちづくりの取組についても計画に位置付け、官民連携のまちづくりを

総合的に推進することができます。 

○道路占用許可の特例 

 まちの賑わい創出等のため道路空間を活用して占用する場合に、許可基準の一部を緩和する特例制

度です。 

【事例紹介】当該制度を活用した食事施設（オープンカフェ） 

東京都新宿区（平成 24年 11月）大阪市（平成 25年 4月）群馬県高崎市（平成 25年 4月） 

○都市利便増進協定 

 これまで市町村が整備・管理してきた広場、ベンチ、広告板、駐輪場等のまちの賑わいや交流の創

出に寄与する施設について、地域住民が自主的な整備・管理を行うための協定制度です。道路等の占

用許可を組み合わせて活用すれば、得た利益をまちづくりに還元していくことも可能です。 

○民間まちづくり活動促進事業 

 民間組織の知恵・人的資源を引き出す先導的な都市施設の整備・管理の普及を図るため、民間

による“新たな担い手”が主体となったまちづくり計画・協定の策定や、都市利便増進協定等に

基づく施設整備等を含む実証実験等に対し、国土交通省が予算補助する事業です。 

○住民参加型まちづくりファンド支援業務 

資金を地縁により調達し、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

対し、(一財)民間都市開発推進機構(略称「MINTO 機構」)が資金拠出による支援を行い、住民参加型

まちづくりの推進を図る業務です。 
 

～札幌都心部における官民連携のまちづくり事例紹介～ 

 札幌都心部では、札幌大通まちづくり株式会社が、国道では全国初となる特例道路占用区域に

指定された札幌駅前通の歩道を活用し、まちの賑わい創出や道路利用者等の利便の増進に役立て

るため、平成２５年夏を目処に、オープンカフェ・購買施設等を恒常的に設置する予定です。 

※上記の国道 36号(札幌駅前通)特例道路占用区域の指定に関する報道発表資料は、こちら 

 

 

 

 

Vol.20９ (H25.6.4) 

【その他参考】「まちづくり法人国土交通大臣表彰者」の結果（5/27本省報道発表）についてはこちら 

【その他参考】全国の協議会等による官民連携のまちづくり事例（ＨＰリンク、順不同） 

滋賀県長浜市、千葉県松戸市、茨城県牛久市、山口県下関市、福井県大野市、京都府福知山市 etc 

▲ＴＯＰ 

http://www.city.shinjuku.lg.jp/whatsnew/pub/2012/1109-01.html
http://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000184910.html
http://gunmanokai.jp/archives/2427
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/press/pdf/13051501.pdf
http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi05_hh_000094.html
http://www.nagahama.or.jp/city/index.html#_8
http://www.city.matsudo.chiba.jp/index/profile/matsudo_art.html
http://www.city.ushiku.lg.jp/page/page000815.html
http://shimonoseki-chukatsu.jp/index.html
http://www.ohnocci.or.jp/top_news/sigaiti/newpage2.htm
http://fukuchi-machi.com/
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NPO 法人「炭鉱
や ま

の記憶推進事業団」(空知地域)は、「平成 25 年度都市景観大賞」【景観教

育・普及啓発部門】で優秀賞を受賞しましたので、その活動内容をご紹介します。 
 

受賞の選定に当たっては、当該団体が、わが国の近代化に貢献した空知地域の炭鉱施設や街並

み等を“炭鉱
や ま

の記憶”として位置づけ、元炭鉱マンがガイドを行う「見学ツアー」やアート空間

として公開する「アートプロジェクト」の開催、「フットパスマップ」の作成等、地域の誇りや

コミュニティの再生の糸口となる活動を行っていることが評価されました。 
 

なお、審査講評では、これまで保存すべき景観の対象とは認識されてこなかった「炭鉱都市」

について、貴重な生活の景観歴史資産として評価すべき時期とされ、また、これらの景観歴史資

産の保存と活用について、今後の展開が期待されています。 
 
※都市景観大賞（主催:「都市景観の日」実行委員会）とは、良好な都市景観を生み出す優れた事例を選定し、 

その実現に貢献した関係者を顕彰し、広く一般に公開することにより、より良い都市景観の形成を目指すものです。 

～活動そらち旧産炭地域における“炭鉱
や ま

の記憶”の保存・活用～ 
【背景・活動エリア】 

炭鉱の最盛期、空知地域には 100を超える炭鉱が活動し、採炭条件の優位な沢地形に巨大な炭

鉱施設、長屋形式の炭鉱住宅が無数に連なる住宅街等が形成され、専用の鉄道線路が沢を繋いで

いた。閉山後の各地にあった施設の多くは解体され、急速な人口減少により、街並みも大きく変

化していった。しかし今日でも地域のランドマークとなる立坑櫓が 11カ所残っており、炭鉱住

宅街やズリ山など当時の記憶を呼び起こす景観も残っている。 

 

【写真：左から、高さ 50m超す立坑櫓、炭鉱住宅街、掘り出された石炭以外の岩石で形成されたズリ山】 

しかし、近年、閉山から 30年以上経過する遺産も多く、老朽化による倒壊等を考慮したオー

ナーによる解体なども多く、保存方法とともに、記録、記憶など、どのような形で残し、伝えて

いくかが重要となっている。また当時の風景を伝えられる炭鉱マンも高齢化が進み、語りの伝承

も課題となっている。 

 

「炭鉱
や ま

の記憶推進事業団」の活動について 

都市景観大賞の優秀賞を受賞しました。 

 

Vol.20９ (H25.6.4) 

▲ＴＯＰ 

▲ＴＯＰ 

※都市景観大賞の応募申請書からの抜粋 

2012年に開催した三笠「奔別アートプロジェクト」の会場 

→廃墟として認識されている空間を様々なアーティストの手

により魅力的なアート空間として活用して公開。１３日の公開

期間中約 2,000名が来訪 

2012年に開催した三笠「奔別アートプロジェクト」の会場 

→廃墟として認識されている空間を様々なアーティストの手

により魅力的なアート空間として活用して公開。１３日間の公

開期間中、約 2,000名が来訪 

三笠幌内神社内でのワークショップ 

→景観保全のため、学生や地域の方々などとともに、雪で

倒壊した神社の瓦礫を除却 
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炭鉱時代、炭鉱街は豊かなコミュニティが形成されていたが、閉山とともにその関係も薄れて

いった。このため、現在、元炭鉱マンも参加して炭鉱遺産を軸に、地域再生、ガイドツアー等が

行われている地域もあり、各地の活動団体と連携して様々なまちづくり活動を行っている。 

 

【活動内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【活動の成果】 

交流の場である「そらち炭鉱の記憶マネジメントセンター」では「炭鉱の記憶」を核に、

“人”“情報”“知識”の流れが地域内外で創出されている。こうした地域内外の交流は同じ産

炭地域である九州やドイツ、イギリス、ベルギーなど海外にも広がっており、今後、さらなる交

流、地域づくりへの効果が期待される。 

社会的にも炭鉱遺産、産業遺産などが歴史的価値や空間としての魅力、可能性が認識されつつ

あり、教育や観光の対象にもなりつつある。 

 

【今後の展開】 

北海道遺産にも指定されている「空知地域の炭鉱遺産群」であるが、近年、経年劣化は激しく、

その価値、可能性が理解されなければ、安全性の観点から失われていく。本活動として価値の理

解と経済的な可能性を見える形で発信していくことが重要である。これまでの活動とともに、保

存方法や価値、可能性の発信がさらに重要となる。 

また、子どもたちの“教育”に活かすという視点により、わが国近代化の「歴史」、「エネル

ギー」、「コミュニティ」、困難に立ち向かう「人間力」などをテーマに、プログラムとして組

み上げ、「テーマ性を訴求する教育旅行」としての確立を目指していく。 

 

※都市景観大賞に係る報道提供資料（5/27）はこちら（本省発表、開発局発表）です。 

 

 

炭鉱遺産の風景をテーマとした写生会の開催 

→地域の小学校と連携し、総合学習への協力 

 

炭鉱遺産バスツアーの開催 

→現在も採炭されている露天掘り現場見学やそ

の石炭を燃料とした発電所見学を実施し、地域

の歴史や魅力等を伝える 

幌内線「線路の灯り」の開催 

→石炭を運んでいた北海道初の鉄路、幌内線跡にろう

そくで光を灯す。光による新たな景観、魅力を創出、

夏の風景として定着しつつある 

新たな価値を見出す奔別アートプロジェクトの開催 

→炭鉱遺産内部をアート空間として展示し、学生に

よるガイドツアーを実施 

次世代へ伝える子どもフットパスの様子 

→炭鉱で栄えていた当時の写真と現在の街並み

を比較し、まちの変化を確認する 

夕張清水沢アートプロジェクトの開催 

→学生や地域の方々とともに「ズリ山」に階段

を設置、地域の方々の散策路ともなっている 

Vol.20９ (H25.6.4) 

▲ＴＯＰ 

http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi10_hh_000131.html
http://www.hkd.mlit.go.jp/topics/press/press_h2505/27_toshikeikan.pdf
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現在、人口減少や少子高齢化等を背景とした空き家の増加が地域における重要な課題とな

りつつあり、国土交通省では空き家の再生をはじめとした既存ストックの有効活用等の取組

みを進めています。  

そこで、国土交通省北海道開発局では地域における空き家対策の検討の一助となるよう、

北海道や市町村の担当職員を対象に説明会を開催しました。 

説明会は、国土交通省住宅局住宅総合整備課大臣官房付の臼井浩一氏から「空き家問題の

現状と取組みについて」、北海道後志総合振興局建設指導課主査の「後志の廃屋・空き家対

策の取組み」のご説明をいただきました。 

管理されない空き家の問題と管理されない状態になる前に取組む対策などの事例紹介を

交えて情報発信と質疑が行なわれました。 

 

 
説明会開催状況 

 

平成２０年度の住宅・土地統計調査(総務省)によると、全国に空き家は７５７万戸(全住

宅の１３．１％)有り、その内北海道では、３７．４万戸(１３．７％)です。これらの空き

家の内、賃貸や売却用の空き住宅、別荘など一定の管理がされている空き家を除き、管理が

不十分となりやすい「その他の住宅」が３５％(北海道は２９％)となっており、空き家の管

理を十分に行うことが喫緊の課題となっています。 

この課題に取組むには、まず、実態把握が大切です。その上で行政と民間の様々な主体が

連携した対応のワンストップ化と地域政策と市場環境整備の両輪で臨むことが有効です。 

また、地域によって課題やニーズが異なるので、地方特性に応じた対策を立てることが重

要ですが、そもそも管理が不行き届きな空き家とならない予防対策が本質です。 

 

以下から当日情報提供のあった資料をご覧いただけます。 

（資料名をクリックするとＰＤＦファイルが開きます。） 

① 空き家問題の現状と取組みについて 

② 後志の廃屋・空き家対策の取組みについて 

 

「空き家に関する説明会」を開催しました 

▲ＴＯＰ 

Vol.20９ (H25.6.4) 

http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_jigyou/sinko/mn209/1akiyamondai.pdf
http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_jigyou/sinko/mn209/2siribeshi.pdf
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制 度 活用 除却 ハード ソフト

地方
公共
団体
向け

社会資本
整備総合
交付金

①空き家再生等推進事業 ● ● ●

②街なみ環境整備事業 ● ● ● ●

③既存建造物活用事業（都市再生整備計画事業） ● ● ●

④暮らし･にぎわい再生事業（空きビル再生支援） ● ●

⑤住宅市街地総合整備事業(拠点開発型、街なか居住再生型) ● ●

⑥住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型) ● ●

⑦優良建築物等整備事業（既存ストック再生型） ● ●

⑧借上公営住宅制度 ● ● ●

⑨地域優良賃貸住宅制度 ● ● ●

⑩小規模住宅地区改良事業 ● ●

⑪効果促進事業・提案事業 ● ● ● ●

その他の
補助金

①集落活性化推進事業 ● ● ●

民間
向け

②民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業 ● ●

③空き家管理等基盤強化推進事業 ●

その他の施策
①高齢者等の住み替え支援事業 ● ●

②空家住宅情報サイト ● ●

地域政策と市場環境整備の両輪で臨む

■空き家の有効活用等に関連する支援制度 【参考HP】http://www.sumikae-nichiikikyoju.net/akiya/

○ 増加する空き家に起因する問題に対し、公的負担を抑制しつつ実効的な対策を講じるため、地域政策と市
場環境整備を車の両輪として取り組む必要がある。

 
 

空き家住宅・空き建築物を改修・活用して、地域の活性化や地域コミュニティの維持・
再生を図る

不良住宅・空き家住宅を除却して、防災性や防犯性を向上させる

1. 全国において実施可能 ※H25予算案

（「活用事業タイプ」は平成25年
度までの措置）

2. 社会資本整備総合交付金の基幹事
業

3. １戸・１棟から事業可能

4. 国費負担割合が1/2

5. 地方公共団体が補助する場合は民
間事業も補助対象

6. 空き家等の取得費（用地費は除
く）や所有者を特定するための
経費も補助対象

7. 「活用事業タイプ」は、空き家
住宅だけでなく、 空き建築物も
対象

【奈良県五條市】
町家を滞在体験施設として活用

【広島県庄原市】
長屋住宅を交流・展示施設として活用

【福井県越前町】老朽化した空き家住宅を除却し、ポケットパークとして活用

●活用事業タイプ

●除却事業タイプ

■空き家再生等推進事業の特徴

老朽化の著しい住宅が存在する地区において、居住環境の整備改善を図るため、不良住宅又は空き
家住宅の除却及び空き家住宅又は空き建築物の活用を行う。

地域政策と市場環境整備の両輪で臨む 【参考】空き家再生等推進事業
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事業主体 地方公共団体 民間（例）※

負担割合
（除却工事
費の場合

が
補助対象
限度額）

【参考】空き家再生等推進事業（除却事業タイプ）

地方公共団体

国費 2/5

2/5

1/5

不良住宅・空き家住宅の除却等に要する費用

（「除却工事費」＋「除却により通常生ずる損失の補償費」）※×8/10

※ 国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費（木造21千円 /㎡、
非木造30千円/㎡）に買収費の1/10を加えた額を限度とする

不良住宅・空き家住宅の所有者の特定に要する経費

不良住宅等の所有者の特定のための交通費、

証明書発行閲覧費、通信費、委託費等

対象地域

補助対象経費

 不良住宅又は空き家住宅の計画的な除却を推進すべき区域として地域住宅計画※１又は都市再生整備
計画※２に定められた区域

不良住宅

• 住宅地区改良法第2条第4項に規定するもの

（空き家かどうかにかかわらず対象）

 その他の空き家住宅

• 跡地が地域活性化のために供されるもの

※１ 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法に規定する地域住宅計画
※２ 都市再生特別措置法に規定する都市再生整備計画

※国費は、地方公共団体補助の1/2

民間

地方公共団体

国費 2/5

2/5

1/5地方公共団体

【福井県越前町】老朽化した空き家住宅を除却し、ポケットパークとして活用

対象施設

老朽化の著しい住宅が存在する地区において、居住環境の整備改善を図るため、不良住宅又は空き家住宅
の除却を行う。

赤字：平成25年度予算案
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後志モデル

目的

羊蹄山麓地域における

廃屋・空き家基礎調査
廃屋・空き家対策検討会

しりべし空き家BANK協議会

廃屋・空き家に関する

対応方針

廃屋・空き家台帳整備

廃屋・空き家対策
モデル条例

しりべし空き家BANK

現状把握 しくみづくり ツールづくり

管内20市町村・小樽開発建設部・関係団体
振興局・アドバイザー

(社)北海道建築士会後志支部
(公社)北海道宅地建物取引業協会小樽支部
(社)全日本不動産協会北海道支部
管内15市町村・振興局

 

しくみづくり
しりべし空き家BANK協議会

経緯

(社)北海道建築士会後志支部

(公社)北海道宅地建物取引業協会
小樽支部

(社)全日本不動産協会北海道支部

後志管内15市町村

小樽市･黒松内町･蘭越町･ニセコ
町･ 真狩村･留寿都村･喜茂別町･京

極町･ 倶知安町･共和町･岩内町･神

恵内村･ 古平町･仁木町･余市町

しりべし空き家BANK協議会構成団体

・後志管内の市町村と関係団体が連携したしくみ
・振興局から(社)北海道建築士会後志支部に運営委託（H23～H24）
・平成25年度からは自立した運営を目指しており、そのため、平成24年度から
「しりべし空き家BANK協議会」として活動

体制

団体

後志総合振興局建設指導課

行政機関

運営事務局

会長・副会長・監事

ツールづくり
廃屋・空き家対策モデル条例

モデル条例により期待する効果

・広域での連携した取組、長期的視点で継続した取組の実施
・条例策定の事務作業等の負担減
・条例に基づく対応事例も整理（予定）→管内で対応策の情報共有体制の構築

主な構成

所有者等の責務 情報提供

実態調査・立入調査

助言･指導･勧告

命令

公表

代執行

関係機関との連携

罰則

行政の責務

審議会等

第3条

第4条

第5条

第6・7条

第8条

第10条

第11条

第12条

第13条

第14条

第16条

緊急安全措置

第9条

・(1)、(3)で人の生命、身体、財産
に危険な状態が切迫しているとき
・所有者等の同意要

(1)管理不全な状態にある
(2)管理不全な状態になるおそれがある
(3)その他市町村長が必要と認める

指導・助言・勧告

指導・助言
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