
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪市街地再開発促進協議会解散 

NPO 法人再開発ビル活性化ネットワーク設立１０周年 

「大阪の都市再開発･再々開発を問う」 
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大阪市街地再開発促進協議会解散 

NPO 法人再開発ビル活性化ネットワーク設立１０周年 

「大阪の都市再開発･再々開発を問う」 
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大阪市街地再開発促進協議会解散 

NPO 法人再開発ビル活性化ネットワーク設立１０周年 
１１月２４日記念シンポジウム 

 

「大阪の都市再開発･再々開発を問う」 

 

 

大阪市街地再開発促進協議会 

 

大阪市街地再開発促進協議会は、大阪が再開発事業の実践と制度創造

の全国の先駆的舞台となる開幕の時期、１９５８年に立ち上げられ、これまで

半世紀を超える期間、一貫して都市再開発事業の促進をめざす専門団体とし

て幅広い事業活動を続けてきました。 

しかしながら 「再開発先進地区」といわれた大阪において、再開発事業は

低迷、激減し、協議会の会員数も１／３に減少、活動の維持が難しくなる状況

から、去る５月の総会において今年度限りで解散することが決議されました。   

５７年間の活動を終え、解散するにあたり、これまでのご支援、ご協力に感

謝申し上げるとともに、大阪の再開発のこれからの発展と関係者の今後の活

動を期待して、解散記念シンポジウムを開催します。 

 

 

特定非営利活動法人再開発ビル活性化ネットワーク 

 

ＮＰＯ法人再開発ビル活性化ネットワークは、２００６年２月の設立以来これ

まで、再開発ビルの管理運営法人や関係機関の情報交換、空き店舗対策や

老朽化対策等、再開発ビル活性化への課題解決に取り組んできました。 

再開発先進地の大阪においては全国に先駆けて再開発ビルの再々開発が

今日的な課題になっています。 

設立１０周年にあたり、今後の再開発のあり方、再開発ビルの活性化、

再々開発への取組みについての議論を深めるべく、大阪市街地再開発促進

協議会の記念シンポジウムに共催します。 

 

 

 

 

 

 

 



記念シンポジウム 

「大阪の都市再開発･再々開発を問う」 

 

次 第 

 

(1)開会挨拶  大阪市街地再開発促進協議会 

                  会長 児 玉 達 樹 氏  

                  （大阪商工会議所常務理事・事務局長） 

 

(2)特別講演 「これからの都市づくりー大阪への期待」 

 伊藤 滋 氏  前再開発コーディネーター協会会長 

           早稲田大学特命教授 東京大学名誉教授 

 

(3)基調報告  「再開発事業の動向と課題について」 

           岸田 里佳子 氏 国土交通省住宅局市街地建築課 企画専門官 

 

(4)パネルデスカッション  「大阪の都市再開発・再々開発を問う」 

 

    ＜コーディネーター＞ 

       （株）地域計画建築研究所（ｱﾙﾊﾟｯｸ）主席研究監  馬場 正哲 氏 

    ＜パネリスト＞ 

       国土交通省住宅局市街地建築課 企画専門官   岸田 里佳子 氏 

       （株）再開発研究所 代表                 横島  毅 氏 

       （株）都市問題経営研究所 代表            大島 憲明 氏 

       Ｋまち工房 代表                      千葉 桂司 氏 

    ＜問われる課題＞ 

◇再開発～再々開発事業の評価と課題 

◇今なぜ、大阪では再開発事業が低迷しているのか 

◇これからの再開発事業に方策はあるのか 

◇東京の一極集中と大阪の進路は 

◇都市ビジョンと再開発の必要性は 

   中心市街地活性化・立地適正化… 

◇多様で柔軟な事業手法出動の工夫は・参考例は 

   土地区画整理事業・再開発事業… 

   敷地整序・大街区化・連鎖型… 

◇エリアマネージメントと再開発事業 

◇住宅密集地区の課題と再開発事業 

＜まとめ＞ 

「大阪の再開発への希望と期待」 

 

(5)閉会挨拶  NPO 法人再開発ビル活性化ネットワーク 

                   理事長 藤 山 正 道 氏 

                         (（一社）日本ショッピングセンター協会理事) 



講師・コーディネーター・パネリスト略歴 

 

  伊藤 滋 氏 伊藤滋都市計画事務所主宰、早稲田大学特命教授、慶應義塾大学大学院客

員教授、東京大学名誉教授 

１９６５年 東京大学工学部都市工学科助教授、１９８１年 同 教授、１９９２年 慶応大学大

学院教授（～現在）、２００１年 早稲田大学教授（～現在） 

－ＮＰＯ法人都市計画家協会会長、内閣官房都市再生戦略チーム座長、国土審議会委員、

都市計画中央審議会委員、（一社）再開発コーディネーター協会会長を歴任 

 

岸田里佳子 氏 国土交通省住宅局市街地建築課企画専門官 

東京大学都市工学科卒。建設省住宅局入省後、市街地建築課、都市計画課、京都市都市

づくり推進課課長、関東地方整備局住宅調整官等を経て現職。 

－京都市で景観行政担当、近年の景観法の制定、都市再開発法の改正を担当 

 

馬場正哲 氏  （株）地域計画建築研究所（ｱﾙﾊﾟｯｸ）主席研究監 

  １９７３年 （株）地域計画建築研究所入社、２００７年 同取締役副社長、２０１１年 日本建

築家協会近畿支部幹事、２０１６年 （株）地域計画建築研究所主席研究監（～現在）    

  －ＪＲ尼崎駅北地区（兵庫県尼崎市）、JR 山科駅前地区（京都市）、天神川地区（京都市） 

宝塚市震災復興計画、尼崎市総合基本計画、枚方市駅周辺再整備ビジョンほか 

 

横島毅 氏  （株）再開発研究所代表取締役、全国市町村再開発連絡協議会顧問 

   １９６９年 奈良県入庁、１９７３年 兵庫県川西市へ転職、２００２年 全国市町村再開発連

絡協議会設立、専務、２００６年 同顧問（～現在）、２００７年 再開発研究所設立、代表取

締役（～現在）   

  －川西能勢口駅前（第一工区、第二工区）、川西能勢口南地区、川西能勢口東地区、小花

新町地区、中央Ｅ地区ほか 

 

大島憲明 氏 （株）都市問題経営研究所代表取締役 

   １９７３年 （株）都市問題経営研究所入社、２０００年 （株）都市問題経営研究所代表取締

役（～現在）、２００６年ＮＰＯ法人再開発ビル活性化ネットワーク設立、理事（～現在） ２０

０８年 （一社）再開発コーディネーター協会理事（～現在）  

  －上六地区（大阪市）、ＪＲ高槻駅北地区（大阪府高槻市）、新甲南市場（神戸市）、芦屋中

央地区（兵庫県芦屋市）、温泉プラザ山鹿地区（熊本県山鹿市）ほか 

 

千葉桂司 氏  Ｋまち工房 主宰 

１９７１年 日本住宅公団入社 （現 UR 都市再生機構）、２００２年関西支社副支社長、 

２００３年 （株）ユーアールサポート常務取締役、２００６年 都市環境デザイン会議関西ブ

ロック幹事 船場げんきの会副代表、２０１１年 Ｋまち工房 （～現在）   

－淀川リバーサイド地区（大阪市）、神戸ハーバーランド地区（神戸市）、 東大利地区（大

阪府寝屋川市） ほか 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師・パネリスト資料 

 



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

再開発事業の動向と課題について

国土交通省 住宅局 市街地建築課



１．市街地再開発事業等を取り巻く環境
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『再開発事業等を実施済み地区に
おける市街地再開発事業の施行』
に関する事務連絡
（国土交通省 H22.4.8 ）

【線的整備】

火災その他の災害防止

土地の合理的利用

木材消費の節約

○ 都市再開発法以前の耐火建築物群や、同法制定初期頃の再開発ビルが多数存在し、老朽化する
再開発ビル等は年々増加しており、今後、リニューアル・更新等の対応が必要。

【面的整備】

都市災害の防止

土地の合理的利用

環境の改善

【公共施設の整備と関連

する市街地整備】

都市災害の防止

土地の合理的利用

環境の改善

防火建築帯造成事業 防災建築街区造成事業

市街地改造事業

S27 S36 S44

83都市（91都市指定）
間口40ｋｍ（64ha指定）

105都市
618街区（410ha）

11都市
16地区（12.2ha）

【築30年以上】 【築20年以上】
⇒167地区（201ha） ⇒374地区（422ha）

【10年以内に完了後30年以上となる再開発ビルの地域分布】

市街地再開発事業

１．市街地再開発事業等を取り巻く環境

首都圏
112地区
（38地区）

中京圏
21地区
（10地区）

その他
185地区
（93地区）

近畿圏
66地区
（30地区）

※括弧内は現時点で完了後30年以上のものの地区数

防火建築帯
（岐阜県大垣市）

市街地
改造事業
（東京都港区） ※都市・地区数、面積等は国土交通省集計
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44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 元 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

167
完了後30年以上経過した地区

…167地区

10年以内に完了後30年以上経過する見込み地区

…374地区

856

374

0

50

100

150

200
築30年以上

築20年以上

3
再開発事業実施地区において、再々開発のニーズ
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S54

S56

S58

S60

S62

元

H3

H5

H7

H9

H11

H13

H15

H17

H19

H21

H23

H25

• 商店街近代化の核づくりとして事業展開 Ｓ40年代

・ 都心づくり、まちの顔づくりとして事業展開
（全国で百貨店など大規模店舗の展開に呼応）

Ｓ50年代

• 規制緩和と民活ブームに乗って各地で展開
（その後民活推進のために度重なる制度拡充）

• デベロッパー、ゼネコン主導
• 損保マネーなどの投資先としての事業企画
• バブルに乗って各地で展開（業務床供給に特徴）

Ｓ60年代
～平成初期

• バブル崩壊に伴う不動産不況の中で各地事業行き詰ま
り （住宅供給型以外は展開困難に）

• 阪神淡路大震災後の復興事業の展開

Ｈ5年頃以降

• 地価下落、地方経済の衰退により事業スキームの
再検討 （身の丈再開発）

• 東日本大震災後の復興事業の展開
• 工事費高騰による事業環境悪化

ここ数年

実施中地区数の推移
（年度別）

（平成27年3月31日現在）

○ 市街地再開発事業の実施地区数は、平成10年頃をピークに減少傾向にあり、平成26年度においては、149地区で事
業が実施されている。

１．市街地再開発事業等を取り巻く環境

市街地再開発事業の現状（事業地区数の推移）
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最新の都市再開発法の改正状況（平成28年9月1日施行）

既存ストックを残すことを可能とする、広大な一筆の共有地での施行を可能とするなど、当初幅広くイメージされてい
た「駅前商店街や木密地域における敷地・建物の共同化」のための事業からは、目的が多様化しつつある。

個別利用区制度を活用し、
施行地区内の一定の既存
建築物の存置を可能に

①既存ストックを活用した市街地整備手法の創設①既存ストックを活用した市街地整備手法の創設

⑦組合員一人みなしの例外⑦組合員一人みなしの例外

⑥都市再生推進法人による保留床取得の公募の例外⑥都市再生推進法人による保留床取得の公募の例外

③都市高速鉄道に係る区分地上権保全③都市高速鉄道に係る区分地上権保全

⇒ 住宅団地の再生⇒ 住宅団地の再生

● 耐火建築物要件の見直し

施行区域に関する耐火建築物から除外される建築物に
係る建築面積の要件について、一律150㎡未満から都市
計画に定められた建築面積の最低限度の3/4未満に改正

● 特定用途誘導地区の施行区域への追加

高度利用地区、都市再生特別地区等の施行区域の要件
に、「特定用途誘導地区」を追加

誘導施設の整備をする都市再生推進法人であれば、公募による
ことなく保留床の取得を可能に

②施行区域要件の見直し②施行区域要件の見直し

⇒ 地域の実情に応じた再開発事業の推進⇒ 地域の実情に応じた再開発事業の推進

土地の共有者のみで市街地再開発事業を組合
施行する場合に、各共有者をそれぞれ一人の組
合員として扱い、２／３合意での事業推進を可能
に

土地の所有に愛着のある権利者がいる場合市街地再開発事業の
推進に支障がない場合であれば、関係権利者の全員の同意による
ことなく、土地所有形態を従前のまま残すことを可能に

権利変換により消滅する区分地上権を関係権利者の全員
の同意によることなく保全することを可能に

施行地区内の関係権利者の全員の同意が得られた場合には、
公募によることなく特定建築者を決定できるため、民間活力を
効果的に活用し、市街地再開発事業を円滑に推進することを可
能に

④土地の共有化原則の特例④土地の共有化原則の特例

⇒ まちなか誘導施設の整備推進⇒ まちなか誘導施設の整備推進 ⇒ まちなか誘導施設の整備推進⇒ まちなか誘導施設の整備推進

⇒ 様々な権利者ニーズへの対応⇒ 様々な権利者ニーズへの対応

⑤特定建築者の公募の例外⑤特定建築者の公募の例外

⇒ 柔軟な市街地整備⇒ 柔軟な市街地整備

⇒ 円滑な事業推進⇒ 円滑な事業推進

⇒ 円滑な事業推進⇒ 円滑な事業推進
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２．これからの課題
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7

課題１ 市街地拡大圧力が低下する時代にふさわしい市街地
誘導・規制手法のあり方

課題２ 都市機能（医療、福祉、商業、居住）の集約化等に対応
した用途規制のあり方

課題３ 縮退局面で発生する非都市的土地利用増加への対応

課題４ 余剰空間の有効活用を促す仕組みのあり方

人口・世帯数が減少し、土地利用強度が低下するなど
土地利用規制が構築された時代と異なる社会経済状況への対応方向は？

これからの課題

これらの課題を解決していく上で、『権利変換』という権利の整序手
法を有する『再開発事業』という事業手法の発展可能性は？



課題１ 市街地拡大圧力が低下する時代にふさわしい市街地誘導・規制
手法のあり方

市街地の拡大勢力が強い時代

圧力を計画的に制御するために市街化を図るべき区域を限定し、誘導したい水準の容積率を設定し開発を
コントロール

土地利用強度が低下し市街地が縮退する局面

・本来誘導すべき市街地像に比べ市街化区域の範囲が広く、設定されている容積率も大きいケースが増加。

・一方で誘導すべき市街地像に対応したダウンゾーニング等を行った場合、既存不適格建築物の扱いが課
題となる。

既存不適格問題に対応しつつ、縮退局面にふさわしい形で建築物の配置・規模をいか
にコントロールするか



課題２ 都市機能（医療、福祉、商業、居住）の集約化等に対応した用途
規制のあり方

・高齢社会の進展に応じ住宅地の生活利便性を高めるため、従来は住宅地から排除されてきた機能を一定
の条件下で許容することが必要

・子育て支援施設や遺体安置所等の一定の外部不経済を発生させる施設を増設するニーズが高まる中、立
地規制上禁止されていない場合でも近隣と調和する形での整備を求めることが必要。

用途規制が集約化の支障とならない仕組みにいかに変えていくか



課題３ 縮退局面で発生する非都市的土地利用増加への対応

・危険空き家の除去等の仕組みは構築されつつあるが、空き地をすべて行政管理緑地・公園とはできず、
今後荒れ地等が増加するおそれ

増加する空き地を集約化し、緑地・農地等として管理される環境をいかに整備するか



課題４ 余剰空間の有効活用を促す仕組みのあり方

空き地・空きビルなどは拡散した都市の資源と捉えることも可能であるが、現状では有効活用されていない。

そのような箱を活用するアイディアを有する主体による有効活用をいかに促すか



1

阪神淡路大震災の被害状況





川西能勢口駅周辺の再開発前の航空写真（１９７７年撮影）



再開発後の写真



















再開発、再々開発への評価と課題

□阿倍野再開発



収支見通し

平成28年2月試算（単位：億円）

歳 出

事業費 4,810

起債利子 1,639

起債元金償還金等 4,224

計 10,673

歳 入

補助金 1,881

保留床処分金等 2,257

起債収入等 4,224

一般会計繰入金 190

計 8,552

差 引 ▲ 2,121

①従前（資産額不詳）の「不良資産」が耐火建築物に
権利変換、更新された。

②更新された従前資産、保留床への固定資産税、不
動産取得税、事業税、事業所税、登録免許税、新
たに流入した府・市民税等々が増えた。

③火災が起きていれば失われた可能性がある人命の
損失が防げた。

④１７路線、延長約５，０００ｍの道路整備と３つの公
園約２．２haが整備できた(再開発事業によってしか
できなかった）。

⑤「安心、安全な街」ができた。

⑥…

大阪市の阿倍野再開発事業、赤字２０００億円に
市民負担で穴埋め、２０３２年度まで
◆負の遺産 ◆南北格差も

大阪市の試算

読売新聞平成２８年１１月１１日の記事（見出し） 再開発の評価－収支表に現れない数値、効果

□評価の視点



密集市街地大阪府の整備方針（平成26年3月）

□密集市街地の存在

東京都の密集市街地



豊中新開地デパート（昭和４３年竣工） 出典「日本の都市再開発史」（平成３年全国市街地再開発協会）

□防災建築街区造成事業の実施（昭和３６年～昭和５１年）

－全国１４５都市、６４３地区で実施された。



□再々開発、リニューアルの必要性

・１９７５年竣工 ２０１０年再生・リニューアル
・５４％が空床になった再開発ビルの１／３を解体・撤去
・存置建物を耐震改修、店舗を集約しリニューアル
・解体部分の敷地に明治時代の木造共同浴場「さくら湯」を復
元（２０１２年）。純木造建築での復元のため準防火地域を廃
止した。

・区分所有法の建替決議により、「暮らし・にぎわい再生事業」
（国交省）と「戦略的補助金」（経産省）を活用した事業

空き店舗の状況

－温泉プラザ山鹿（熊本県山鹿市）

再開発ビル当時のさくら湯

再開発ビルの減築部分

存置耐震改修、リニューアル部分△純木造で復元されたさくら湯▽

明治時代のさくら湯



・１９７２年竣工 ２００６年再整備

・１９９７年スーパー が撤退
・デベロッパーと桑名市が買収して再生

・施設概要
－1～2階：店舗・商工会議所、公共施設（市の窓口）

3階以上：分譲マンション、駐車場（238台）

・優良建築物等整備事業を適用

－桑名駅前パルビル（三重県桑名市）－小樽駅前第３ビル（北海道小樽市）

・１９７５年竣工 ２０１０年再生整備
・核テナントのホテルが閉鎖（平成１
４年）、専門店テナントが相次いで
撤退、地元では幽霊ビルとして有
名
・区域を拡大、再開発法を再適用

・施設概要
－ホテル（10階、233室）と住宅
（17階、113戸）のツイン ビル

－店舗・駐車場、温浴施設

「再開発ビルの再整備事例集」（再開発協会Ｓ２４）より

「日本の都市開発」より

「日本の都市開発」より



□立地適正化計画制度による都市構造の転換

◆都市再生特別措置法の改正（平成２６年）

国土交通省説明資料より

・人口が減少する地方都市では、
－医療・福祉・子育て支援・商業等の都市機能
を都市の中心拠点や生活拠点に集約し、こ
れらの生活サービスが効率的に提供される
ようにする。

－中心拠点、生活拠点周辺や公共交通の沿線
に居住を誘導し、居住者がこれらの生活サービ
スを利用できるようにする。

－一定のエリアにおいて人口密度を維持すること
により生活サービスやコミュニティが持続的に確
保されるようにする。

－拠点へのアクセス及び拠点間のアクセスを確保
するなど、公共交通等の充実を図る

・上記を一体的に実施し、高齢者をはじめとする住
民が公共交通により生活サービスにアクセスできる
など、日常生活に必要なサービスが住まいなどの
身近に存在する多極ネットワーク型のコンパクトシ
ティを推進することが必要

◆立地適正化計画と再開発事業

・社会の変化（人口減少、高齢社会）とコンパクトシティ
の推進

・立地適正化計画に基づき設定された都市機能誘導区域、
居住誘導区域へ誘導施設を具体的に立地させる手法の
一つ

・各種の整備計画や支援事業に位置づけられる重要な事
業の一つ



□再開発事業（まちづくり）の４要件

【再開発事業の合意形成】

（再開発事業の発意）
基本構想・基本計画の合意（任意）
都市計画の合意（法的手続き、任意）
事業計画の合意（法定）
権利変換計画の合意（法定）
(明け渡し・仮設店舗等への移転)
(工事着工)
(工事完了・再開発ビルへ入居)

【再開発事業のステークホルダー】

地元関係者
地権者（土地所有者、借地権者）
営業者（店舗、業務等）
住宅居住者

ディベロッパー
計画、設計、商業コンサルタント等
施工会社等

金融機関
行政機関、議会
市民

◆計画合理性
－都市計画、施設計画、建築計画、権利変換計画、保
留床処分計画、管理運営計画 等

◆経済的合理性（事業の成立性）
－資金計画の成立、保留床の処分（市場性等）、補助
金の導入 等

◆合意形成
－ステークホルダーの合意（法的合意と一般的合意）

◆マネジメント
－事業全体の組立て、事業推進
－計画合理性、経済的成立性、合意形成に関する関
係機関のマネジメ ント



□再開発プランナーはどこにいるか

－ディベロッパー内の再開発プランナーが増加傾向
－行政内の再開発プランナーの活躍の場が限られる
－地方におけるプランナーの不足、経験を積む機会が少な

い
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再開発プランナーの帰属

行政 機構・公庫等 コンサルタント ゼネコン

デベロッパー 金融機関 再開発組合 その他（民間）

無職・未記入 学生

【帰属別割合】
公務員等９．０％ コンサルタント３２．０％
建設業１８．０％ 不動産業２８．９％
金融機関１．８％
その他民間（無所属等）１０．３％

【エリア別割合】
北海道１．４％ 東北１．９％ 関東７６．５％ 中部４．８％
近畿１１．０％ 中国１．０％ 四国１．０％
九州沖縄３．０％

再開発プランナーの登録者数 ３，０４３人（平成２７年３月）

【男女別割合】
男９５．２％ 女４．８％

【年代別割合】
２０代２．３％ ３０代１６．７％ ４０代３３．９％
５０代２８．３％ ６０代１４．６％ ７０代３．７％
８０代０．５％



目的 再開発ビルが抱える、空き床問題、施設運営及び管理

等の課題解決を通して再開発ビル及び中心市街地の

活性化を図り、もって地域社会、地域経済の発展に資

することを目的とする。

組織 会員数 ６４法人・個人（法人５７、個人７）

再開発ビル管理運営法人 ３１社

コンサルタント事務所 ２０社

メンテナンス／不動産／その他 １３法人・個人

活動 情報提供、教育研修・研究、相談・アドバイス、調査受

託等支援、提言・要望

ＮＰＯ法人再開発ビル活性化ネットワーク



「区分所有法の改正」

○共用部分の処分、廃止を「変更」と同様に多数決で可

能とする改正

「建替え円滑化法」の制定

○非住宅区分所有ビルの建て替えに「マンション建替え円

滑化法」と同様の法制度を整備（建替組合の法人化、権

利変換手法の導入等）

「リニューアル新法」の制定

○専有部分の配置や形状変更、専有部分への権利設定

を多数決で可能とする新制度の導入

再々開発、再開発ビル活性化への法制度の提案

ＮＰＯ法人再開発ビル活性化ネットワーク



大阪市街地促進協議会

「大阪の都市再開発・再々開発を問う」

政治的側面：東京一極集中のなかで

経済的側面：需要が低迷するなかで

社会的側面：都心の人口減、高齢化を迎えるところで

事業企画的側面：事業経験者も少なくなるなかで

時代は「縮退の時代」へ

新しい兆しをみつけたい



“縮退する都市の再開発を考える”とき

「プラムおじさんの天国」から読み取る都市の再生

作者：Elisa Trimby
題名：Mr.Plum’s Paradise  (1976)
舞台：ロンドンの下町の長屋（テラスハウス）

主役：プラムおじさん

物語：下町の長屋で裏庭の空地を美しい庭に作りかえようと発意。造り替えた庭が花と

果物で見違える程立派になった。それを見ていた隣人も一緒に、塀をなくして

広い庭にすることを提案。その見事な庭を近所中が喜び、賛同して次々と拡大。



その外に都市計画局から許可をもらい、花やジャムを売る屋台を出した。この花いっぱ
いの通りは有名になり、「プラムおじさんの庭」と名付けられ、この庭をみたい人がロンド
ン中から訪ねてくるように。 後は市民誰もが楽しめるようナショナルトラストに寄付され
た。一市民による自発的な改善が、まち中に連鎖し、灰色の街を蘇らせた物語。



そこから読み解けることは

１．小さくつくってつなぐ・広げる
小さいプロジェクトをつないで広げることで、集積効果を高める
・経済的「需要」が小さければ小さいなりに、それらを集積し整備の波及効果を高める「連鎖的手法」へ

・競争よりも連携 （機能も需要も独占しない、シェアーする）

＊「小規模連鎖型市街地再開発事業制度」（昭和61年）

２．公共（的）空間を再生する
「建物再生」に対して、「公共空間の再生」へ、 街路・公園・水辺・公開空地・あるいは余剰のインフラ

も「開発から遅れた空間」を、都市魅力の再生の柱に。エリアマネジメントで見直す

＊大阪市エリアマネジメント活動促進条例（平成26年）

３．「新しい公共」がつくる
行政・企業がシュリンクするとき、志のある市民や地域の担い手が発意・活動に参加

行政と、地域の担い手と、まちづくり専門家との協働・参加

ただし、これらは、なにも需要のない時代だけの手法ではない。



連鎖する再開発事例その１：駅前の再開発
阪急川西能勢口駅前

大小７つの事業を面につないだ再開発。
阪急川西能勢口駅およびＪＲ川西池田駅周辺の
約38haにおいて、約30年かけて、連立高架事業と7
つの再開発事業を連鎖して実施した稀有な事業。



連鎖する再開発事例その２：商店街の再開発

丸亀商店街（高松市）

オセロ的連鎖でつなぐ
全長470mの商店街を、ショッピン

グセンターとして見立てて、全体
をマネージメント。波及効果を期
待。（藤川敏行）



連鎖する再開発事例その３：
木賃密集地区の再開発
東大利地区（寝屋川市）

．

当初、木賃アパート地権者２７人が協議会をつくり、合
意した共同建替えから順次着手。約15年をかけて5つ
の共同・協調建替えが進み、街路と公園を生み出した。



約0.7hａの木賃密集エリアが蘇った



都市のコモンズ・公共空間のマネージメント： 都市公園

開くと、街のストックに
「てんしば」（天王寺公園エントランスエリア管理運営事）

フェンスで囲われた公園から、これを開放し、開くことで生
まれる利益の大きさを示す例。（福本 優）

アワザサーカス（西区新町公園）

てんしば（天王寺区）

公園って、こんなに楽しい
ところやったんや



都市のコモンズ・公共（的）空間のマネージメント：街路・水辺・神社境内

神社境内でオペラコンサート（中央区船場）

御堂筋マルシェ

護岸に張り出すカフェ



都市のコモンズ・公開空地をつなぐ（大阪船場）

（公開空地）

魚の棚エリア・公開空地の連鎖
大阪船場内の公開空地

合計約100か所
約 ４ha

＊足らないのものは？



大きな都市再開発の時代にはもう戻れない

今は、

●公共(的）空間を再生

車の心配しないで歩ける楽しい街路、お茶のできる公園、おいしいレストラン

のある水辺、を「まちのコモンズ」につくりかえる

●再開発は小さくつないで、部分から全体へ

高度利用ではなく、都市機能再編の一手法としての役割

スクラップ＆ビルトもリノベーションも、合わせてつなぐ

〇本当に駅前、中心市街地に必要な建物床は何なのか



そのほかの事例



その他の事例：大阪梅田・茶屋町地区

地域の界隈性、文脈を
継承



その他の事例：近鉄生駒駅前（奈良県生駒市）
周辺商店街との競争から連携へ（100円商店街）



その他の事例：

小規模な都市再開発の連鎖

●石動プロジェクト

・富山県小矢部市石動地区

・市街地再開発事業の連鎖（昭和55年～５９年））

・街路拡幅事業と合併

●「小規模連鎖型市街地再開発事業」

昭和61年（１９８６）～

事例：武生市（福井県）・川西市（兵庫県）など



ニューヨーク・ブライアンパーク
（指定管理者による管理運営）

ニューヨーク・ブロードウェイ のBID

その他の事例：
ニューヨークの
街路と公園



その他の事例：
シンガポールのショップハウス


