市街地整備2.0『「空間」
・
「機能」確保のための開発』から
『「価値」
・
「持続性」を高める複合的更新』へ
～「今後の市街地整備のあり方に関する検討会」報告の公表～
国土交通省

都市局

市街地整備課

近年、我が国では人口減少・少子高齢化が進行

あり方について検討し、今後の市街地整備施策の

する中、地域活力の減退が懸念されるとともに、

方向性を示すことを目的として、令和元年９月に

経済・産業活動の縮小等に伴う税収減により、地

立ち上げ、８回にわたり議論を重ね、令和２年３

方公共団体等における財政的制約の高まりが顕著

月にとりまとめを行ったものである。

となっているほか、グローバル化による国際競争
の激化、情報化・技術革新、災害の頻発化・激甚
化等、社会・経済情勢の大きな変化に直面してい

『
「空間」
・
「機能」確保のための開発』から、
『
「価
値」
・
「持続性」を高める複合的更新』へ
これが本検討会のとりまとめにおいて、軸とな

る。
また、豊かさに関する意識の変化、働き手・働
き方の多様化、社会貢献意識の高まり、生活の質
（Quality of Life）が重要視されるようになる等、
我々日本人の価値観・ライフスタイルも多様化し

る考え方である。
市街地を取り巻く環境は変化しているととも
に、市街地整備に係る考え方も大きく転換が求め
られている。
そのため、区画整理事業者などや地方公共団体

ている。
このような社会・経済情勢の変化や、価値観・

をはじめ、市街地整備に関わる多様な主体におか

ライフスタイルの多様化に対して、これまで国土

れては、エリアの価値・持続性を高める上で、公

交通省では、コンパクト・プラス・ネットワーク

民多様な主体が連携することが必須であると認識

や都市再生に関する取組等の推進が図られてき

を新たにするとともに、各都市・地域において市

た。

街地整備を進めるに当たっても、その際に求めら

令和元年６月には、
「都市の多様性とイノベー

れる考え方に大きなパラダイムシフトが起こって

ションの創出に関する懇談会」において、国の都

いることを強く意識し、市街地整備に取り組むこ

市政策の基本的方向のアウトラインとして、
『
「居

とが望まれる。

心地が良く歩きたくなるまちなか」からはじまる
都市の再生』が提言されたほか、令和元年７月に
は、
「都市計画基本問題小委員会」において、立

会資料は、下記URL からご覧ください。

地適正化計画制度の制度創設５年を迎え、コンパ

https://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/

クトシティ政策を次のステージに進めるため、コ

toshi_urbanmainte_tk_000071.html

ンパクトシティのさらなる推進とともに、防災対
策との連携の必要性が示されたところである。
本検討会は、これまで進められてきたコンパク
ト・プラス・ネットワークや都市再生に関する取
組、懇談会等における提言等を踏まえ、特に市街
地を取り巻く環境の大きな変化に対応するため、
今後の市街地整備のあり方や、市街地整備手法の

38

報告書（概要版、本文）及びこれまでの検討

2020 No.206

「今後の市街地整備のあり方に関する検討会 とりまとめ（令和２年３月）
」の概要

１．
「市街地のあり方」について

ラム」がとりまとめられるとともに、都市計

１－１．市街地に対する評価軸の変化

画基本問題小委員会において、頻発化・激甚

○社会・経済情勢の変化を踏まえ、価値観・ライ

化する自然災害に対応するため、安全なまち

フスタイルは多様化し、特に近年ではシェアリ

づくりのための総合的な対策を講じることと

ング・エコノミーの拡大や「モノ消費からコト

され、都市再生特別措置法等の一部を改正す

消費へ」といわれるように、所有よりも利用、

る法律案が令和２年２月７日に閣議決定、国

経験に価値が見出される社会となっている。

会に提出されたところ。

○戦後から高度経済成長期にかけて、急激な人口

○まちづくりの現場となる各都市・地域の市街地

増加等に対応するため、受け皿となる新たな住

においては、地方都市と大都市とで異なった都

宅市街地の供給等の整備が進められてきたが、

市政策上の課題が顕在化し、早急な対応が求め

まずは需要に対し量的に充足することが求めら

られる状況にある。

れ、ハードが新しいか古いか、必要な機能・水

・人口減少・超高齢化が進行するような地方都

準を満たしているか等「空間がもたらす機能」

市を中心に、都市機能立地のさらなる推進に

が評価されてきた。

よる地域活力の維持向上。

○現在では市街地の整備も量的にはある程度充足

・人口集中・グローバル化が進展するような三

してきた中、これまで以上に市街地を「つかう」

大都市圏や札仙広福等の大都市を中心に、都

という視点が重要となっており、これからの市

市再生施策のさらなる推進による国際競争力

街地は、人にとって居心地が良いか、人との関

の強化や、地域の中核となる地域経済拠点の

係が生まれるかどうか、魅力的・刺激的な経験

形成・強化。

ができるか等、
「アクティビティがもたらす価

１－３．求められる市街地のあり方の転換

値」が必要とされている。

○価値観・ライフスタイルの多様化を受け、市街

１－２．都市政策の方向性の変化

地に対する評価軸は「空間がもたらす機能」か

○社会・経済情勢の変化や、その変化に伴う価値

ら「アクティビティがもたらす価値」へと大き

観・ライフスタイルの多様化とともに、都市政

く変化。都市政策の方向性も国レベル・地方レ

策の方向性は、
『人間中心で持続可能な、安全

ベルで変化している中、求められる市街地の様

で魅力的なまちづくり』へと変化。

相は画一的なものではなく、場所毎の特性やニ

・Society5.0 の実現や SDGs の達成が掲げられ、

ーズに応じた多様なものへと変化している。

サイバー空間とフィジカル空間の融合により

○
「空間がもたらす機能」が重視されていた時代

人間中心で持続可能な社会を実現するという

には、その獲得に向けて「機能純化」を基礎と

まちづくりの方向性が示されているととも

した「合理的な市街地」が求められてきたが、

に、
「スマートシティをまちづくりの基本に」

「アクティビティがもたらす価値」が重視され

とのコンセプトのもと、その実現に向けた取

る現代においては、
「様々なアクティビティが

組を加速させることとされている。

展開される、持続可能で多様性に富んだ市街地」

・都市の多様性とイノベーションの創出に関す
る懇談会において、
『
「居心地が良く歩きた
くなるまちなか」からはじまる都市の再生』

へと、求められる市街地のあり方が大きく変化
している。
○アクティビティが発生するには、多数かつ多様

が提言され、国により取り組むべき施策等に

な人々がつどい、つながることが契機となり、

ついて、
「まちなかウォーカブル推進プログ

そこでつながった人々がアクティビティを起こ
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し、継続し、さらには自律的・連鎖的に展開し

権利関係や施設そのものが堅牢であることが

始める等、市街地を「つかいたおす」ことでエ

更新をより難しくしている。

リアの価値が向上していく。
○市街地には様々なアクティビティを受け止め、

○人口減少・超高齢化、国際競争の激化
・人口減少・超高齢化が進む中、特に地方都市

さらなる展開を推進する仕掛け・仕組みが求め

においては、さらなる地域活力の減退が懸念

られるが、建物が高く新しいことや、道路・オ

されるため、地域の活力を維持するとともに、

ープンスペースが広いことが条件ではない。ス

医療・福祉・商業等の生活機能を確保し、高

クラップ・アンド・ビルドされたものだけでな

齢者が安心して暮らせるよう、地域公共交通

く、古いものを活かしながら、時代のニーズに

と連携して、コンパクトなまちづくりを進め

合わせ、循環しながら持続的に更新が進み、空

ることが重要。

間としての多様性が確保された市街地も必要。

・大都市においては、グローバル化の進展に伴

○エリアで展開される多様な人々による様々なア

い国際競争が激化する中、これまでに整備さ

クティビティをフィードバックし、人間中心で

れた市街地が持つ機能や性能が、社会情勢の

多様性に富んだ空間へとつくりかえることが重

変化に十分対応できなくなってきているた

要であり、そのサイクルを持続的に回していく

め、都市再生施策のさらなる推進により、都

ことが求められる。

市の魅力等を向上させ、我が国を牽引する国
際競争力の強化や、地域の中核となる地域経

２．
「市街地整備のあり方」について
２－１．市街地整備が直面する課題
○堅牢性が高い建物（ビル）
・都市基盤等の老朽

○高まる災害リスク
・今後30年間に大規模な地震が発生する確率は

化・陳腐化

極めて高いといわれており、引き続き耐震性

・かつて土地区画整理事業等により整備された

等防災性の向上を図っていく必要があるとと

街路・公園・駅前広場等の都市基盤について、

もに、近年、各地で大規模水害が発生し、都

時間の経過による老朽化や、社会・経済情勢

市部においても浸水被害が発生しているが、

の変化による形態・機能の今日的なニーズと

今後さらなる水災害の頻発化・激甚化が懸念

の不整合により機能や魅力の低下が生じ、低

される中、水災害リスクへの対応が求められ

未利用状態が継続するような地区も現れてき

る。

ている。これらの事業により整備された敷地・
街区についても、敷地・街区の規模・配置の

○エリアの状況に応じた複合的課題への対応
・
「防災性が低いながらも、まちなみ等空間と

見直しや機能の適正化が求められている。

しての魅力がある」という複合的な課題に関

・かつて市街地再開発事業等により不燃化・共

して、防災性向上のための更新・防災空地等

同化された堅牢性が高い建物について、時間

のオープンスペースの確保と魅力の保全との

の経過による老朽化や、社会・経済情勢の変

バランスが求められている場面において、一

化による機能の陳腐化の進行により、事業者

斉にスクラップ・アンド・ビルド型の更新を

の撤退や防災性の低下が生じ、機能更新等が

行うのではなく、段階的・連鎖的に更新・活

求められるものが増加している。

用を進めることにより古いまちなみと新しい

・特に、駅周辺等の拠点的地区は、駅や駅前広

まちなみが混在し、コミュニティの時間的連

場、デッキ・地下街等、非常に高度な利用が

続性が確保された魅力あるエリアを持続させ

なされ、
「まちの顔」としても重要な役割を

ていく等、複合的な課題への対応が必要とな

果たしてきたが、今日的ニーズに十分対応で

る場面が多々存在する。

きていない状況が発生している一方、複雑な
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済拠点の形成・強化を図ることが重要。
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・複合的な課題に対応しつつ、市街地の再構築

を進めていくには、個々の市街地の構成要素

リアを見渡した、トータルな視点から課題を

や一部の性質だけに着目するのではなく、エ

把握し、解決を図ることが重要である。

２－２．市街地整備の進め方の転換

「公民連携」で「ビジョンを共有」し、
「多様な手法・取組」を組み合わせて、
「エリアの価値と持続可能性を高める更新」へ

（１）基本的な考え方

土地区画整理事業や市街地再開発事業等の法定

○市街地整備の進め方は、
『行政が中心となって

事業、エリアマネジメント活動等、多様な手法

公共空間の確保・宅地の整形化・建物の不燃共

の中から最適なものを選択し、組み合わせるこ

同化を大規模に志向した開発』から、
『
「公民連

と。

携」で「ビジョンを共有」し、
「多様な手法・

③一斉にエリア全体の整備・更新を行うのでなく、

取組」を組み合わせて、
「エリアの価値と持続

段階的・連鎖的に展開することで、エリアの中

可能性を高める更新」
』へと、大きく転換する

で取組を循環させ、エリア全体としての持続的

必要。

な更新と価値向上を図ること。

○これまでの『
「空間」
・
「機能」確保のための開

④ワークショップや社会実験、暫定利用の取組等

発』を「市街地整備1.0」とすれば、ポジティ

できることからはじめ、徐々に大きなプロジェ

ブスパイラルにより、
『
「価値」
・
「持続性」を高

クトに移行していく LQC アプローチの視点を

める複合的更新』を進める「市街地整備2.0」

持つこと。

とも呼ぶべき考え方へと転換が必要。

⑤不確実性が増す中、さらなる社会・経済情勢の

■市街地整備を進める上での留意点

変化等に対応するには、ビジョンそのものも必

①公民多様な主体が連携し、
エリアのビジョン（将

要に応じて随時更新していくこと。

来像）を構築・共有すること。
②事業手法ありきではなく、エリアの状況や必要

⑥
「所有に重きを置いた取組」から、
「利用に重き
を置いた取組」へと考え方の転換を図ること。

性に応じて、場所や期間を限定した社会実験、

■個々の取組実施における留意点

空き地等の暫定利用、リノベーション、街路や

①各取組においても、個々の事業区域を越えたエ

広場等の公共空間の再構築・利活用、任意建替、

リア全体を視野に入れ、個別事業間の空間的・
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時間的な連鎖や連続性を予め考慮しながら進め

リターンとしてとらえ、行政が地域の最大の

ることが必要である。

投資主体であることを自ら意識することが重

②取組の実施段階では、ビジョンの構築・共有、

要であり、立地適正化計画による都市機能立

事業実施、運営のサイクルを回しつつ、結果を

地の再編との連携も視野にいれ、行政が主導

都度フィードバックし、必要に応じて方向性を

的に方向性を示しつつ、民間のプロジェクト

修正しながら進めること（ポジティブスパイラ

に対して戦略的な位置づけを与え、支援して

ル）が望まれる。

いくことも有効。

③エリアの中で、
各取組とそれを取り巻く環境（ビ
ジョン、関連する取組、実施主体、地域資源、

②大都市
・市街地整備事業により一定の開発利益が期待

地域の経済活動等）が相互作用しながら存在す

でき、デベロッパー等大規模民間事業者が市

る、ビジョンの策定・共有、事業実施、運営の

街地整備事業を手掛けていることも多い。

循環から成り立つバランスの取れたモデル、い

・取組を実施する際に民間企業が参画すること

わば「エコシステム（生態系）
」というべき推

で、資本力を生かした資金調達や事業ノウハ

進環境が求められている。

ウを有する人材によるコーディネート等、円

（２）実現のための体制整備・役割分担
○公民多様な主体が連携して取組を進めていくに
当たっては、関係諸機関や権利者等との調整が

滑な事業の実施が期待できるため、民間主導
の取組をベースとしながら、公共はサポート
に回り、取組を推進していくことが有効。

円滑に進められる仕組みや場を整えることが重
要であるとともに、各取組主体がそれぞれの役

３．
「市街地整備手法のあり方」について

割を担いつつ、他の取組主体やその取組を見渡

３－１．総論～スピーディで柔軟な機能更新型市

しながら、連携して進めていくことが重要であ

街地性手法の連鎖的展開～

る。

○目指すべきビジョンを実現しエリアの価値向上

○持続的なまちづくりの実現には、各取組主体の

を図るには、面的・時間的なつながりを意識し、

意識が重要であるとともに、地元レベルの出資

多様な手法を組み合わせできることから、早く、

・融資により自立的に取り組むことが重要であ

柔軟に、連鎖的に展開していくことが必要。

る。この際、国や地方公共団体等による金融支

○老朽化・陳腐化したビルや都市基盤の再構築が

援や計画認定により、事業に対する信頼性を確

課題であり、社会的背景の変化により高度利用

保することは、特に事業の初期段階において活

等の考え方についても多様化しつつあることに

動を軌道に乗せるために有効。

留意し、強制力のある法定事業も有効活用すべ

（３）都市規模別の進め方
○地方都市と大都市とでは、市街地整備に係る前

○持続可能性確保・競争力強化の観点から都市機

提条件やニーズが大きく異なることから、都市

能立地等の再編の受け皿となる市街地の再構

規模毎の人口動態、経済活動の状況、土地利用

築、近年の水災害の激甚化・頻発化を踏まえた

需要等都市政策上の課題の違い等を念頭に置

水災害リスクへの対応を含む安全な都市形成、

き、戦略的に市街地整備に取り組むことが必要。

多様な地域活動との連携等空間のみならず持続
的に価値を生み出す地区経営の視点が必要。

①地方都市
・市街地整備事業による開発利益に依拠した自
立した事業計画は成り立ちにくく、大都市の
ように大規模民間事業者の参画を見込みにく
い。
・地価上昇や就労者の増加等による税収増加を
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き。
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これからのまちなか整備のイメージ

３－２．各論① 老朽化・陳腐化したビル群の再

考え方に基づく「柔らかい再開発」を推進して

生

いくべき。

（１）市街地再開発事業の適用に関する適切な運

○市街地再開発事業の組合設立に際し、宅地所有

用（柔らかい再開発）

者及び借地権者のそれぞれの３分の２以上の同

○権利形態が複雑なビルの建替えに当たり、合意

意を得た上で、都道府県知事等に認可を申請す

形成や建替えの実施が困難となる場合、一定の

ることになるが、その認可については、法の規

合意のもと強制力をもつ市街地再開発事業の適

定を上回る要件を課さない等、適切な運用を図

用が有効と考えられるが、
「土地の利用状況が

る必要がある。

著しく不健全」である等法に定められた施行区

（２）一定の整備がなされた市街地における市街

域の要件や、建替え後の状態が事業の目的とす

地再開発事業の推進（事業成立性の向上）

る「土地の合理的かつ健全な高度利用」に該当

○建物の床需要が相対的に低く、従前に比べて建

するか等が課題。

物の高層化・大規模化が必要とされない場合や、

○建物・都市基盤の老朽化・陳腐化の進行や、求

全体需要が大きくない場合には、容積率の割増

められる整備水準の高まり等により、
従前が「土

は当該事業やエリアにとって有効ではないた

地の利用状況が著しく不健全」と捉えられるケ

め、権利者らが組織したまちづくり会社等によ

ースも多いと考えられる。

る保留床取得等、容積率割増以外の方法で事業

○
「高度利用」についても、従前に比べ高容積化・

成立性を高める方策について検討が必要。

高層化を行わずとも、地区の特性に応じ、都市

○従前の建物が高容積の耐火建築物である場合、

計画上適正と考えられる土地の利用が行われれ

除却費や補償費が相対的に大きくなり、事業成

ば足り、快適性等の向上のための歩行空間・滞

立を圧迫することもあるため、地区の状況に応

留空間の整備等の都市機能の高度化の意味合い

じて、これまで市街地再開発事業の中で対応し

も含むと考えられる。

てきた費用の一部について地権者が負担する

○今の時代に合った適用の考え方について整理の
上、地方公共団体等関係者へ周知を図り、この

等、どのような対応が考えられるか併せて検討
が必要。
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○事業規模の検討にあたっては、事業成立性のみ

に基づく決議を経て、関係権利者と契約の上で

ならず、中長期的な視点からエリアのビジョン

実施することとなり、実質的に全員同意を得る

（将来像）を踏まえるとともに、周辺の公共施

ことが必要となるため、都市政策的観点からど

設への負荷等に配慮し、適正規模で開発される

のような必要性や意義が認められるか、政策目

ことが望ましい。

的を達成するためにどのような仕組みが可能か

（３）一定の整備がなされた市街地における市街

等根本的な事項も含め、十分な整理が必要。

地再開発事業の推進（従前建物の除却期間の長期

３－３．各論② 都市機能立地の再編の受け皿と

化に対応した事業期間の短縮）

なる市街地の再構築

○市街地再開発事業の施行区域において、従前の
建物に高容積の耐火建築物が多い場合には、そ

法の柔軟な組合せ

の解体や除却に要する期間が極めて長くなり、

○市街地再開発事業等による建替え・共同化が有

新しい建物の供用に至るまでの事業期間全体も

効と考えられる地区においても、多数の地権者

長期化して事業効果の発現が遅くなり、さらに

が存在し、様々な保全・開発等の意向をもつ地

は周囲のまちの活力の維持等にも影響しかねな

権者が混在していることが多く、様々な敷地利

い。

用ニーズに対応していくことが必要。

○事業効果を早期に発現させるとともに、老朽化

○土地区画整理事業・市街地再開発事業の一体的

した従前の建物による周囲への危害低減や周辺

施行や立体換地制度、個別利用区制度、特例容

を含めたエリアの活力低下軽減を図るため、事

積率適用地区制度や容積適正配分型地区計画制

業期間を短縮する方策が必要である。

度等、多様な制度手法の活用上のノウハウ等に

○事業期間の短縮につながる対応として、事業の

ついて引き続き普及を図っていくとともに、必

分割や、従前からある空地等を活用した玉突き

要に応じて制度の見直しや活用上の工夫に係る

的な直接移転等により、連鎖的に事業展開して

検討を進めていくべき。

いくことも有効である。
（４）市街地再開発事業によらない場合の建替え

○多様な手法を柔軟に組合せながらエリアの再構
築を進めていくためには、関係者間において事

等の円滑化方策

業地区内外にわたるエリアのビジョンを共有す

○区分所有等権利関係が複雑な非住宅ビルの建替

ることがますます重要。

えについて、市街地再開発事業の適用ができな
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（１）様々な敷地利用ニーズに対応した多様な手

（２）土地区画整理手法による都市基盤の柔軟な

い場合、マンション建替え円滑化法の適用もで

再構築の推進（リノベーション型区画整理）

きないため、区分所有法に基づく建替え決議を

○一定の整備がなされたまちなかにおいては、既

経て、実際に建替事業を進めるには、関係権利

成概念にとらわれない、小規模・短期間・民間

者と契約の上で実施することとなり、実質的に

主導等の「柔らかい区画整理」が活用されてい

全員同意を得ることが必要となるため、一定の

るが、さらなる普及・展開に向け、全国での取

多数決に基づいた事業主体の組成や市街地再開

組事例の共有を進めていくべき。

発事業に準じた権利変換手法の導入等、非住宅

○関係権利者の全員同意を必要としない集約換地

区分所有ビルの建替えを円滑化する仕組みにつ

の特例の活用や、土地区画整理手法により散在

いて、都市政策の観点から必要性や意義等基本

する空閑地を集約し、種地とすることで連鎖的

的な考え方も含め十分整理した上で、制度のあ

な市街地整備へと繋げていく等の事業の迅速

り方について検討すべき。

化・円滑化を推進すべき。

○老朽化した区分所有ビルについて、形状等の著

○新たな価値を創出するような街路や公園・広場

しい変更を伴う共用部分の変更を含むようなリ

等の公共空間の再構築と、敷地の入替等周辺の

ノベーションを行うに当たっては、区分所有法

敷地の再編を一体的に行うことで、エリアの価
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値向上に資するアクティビティが展開される魅

一斉に更新時期を迎えることになるが、複雑な

力ある空間へと転換を図る「リノベーション型

権利関係や、空間利用の輻輳、施設そのものの

区画整理」の活用を図っていくべき。

堅牢性等により更新が困難な場合も想定され

（３）立体的・重層的な空間利用の推進

る。

○市街地中心部等のエリアでは、限られた土地に

○駅周辺市街地は、今後、都市機能の立地や様々

交通基盤や各種設備インフラが集中し、基盤・

なアクティビティが展開される拠点、まちの顔

設備と建物や敷地の立体的・重層的な空間利用

として、都市政策上枢要な役割を担うことが期

ニーズが増加してきているとともに、道路や公

待される場所であり、多様な手法を適切に組み

園等の公共施設とビル群が連続して使われるよ

合わせ、駅、駅前広場、周辺市街地の一体的な

うな空間としての一体性もより一層求められて

再構築（
「駅まち再構築」
）を強力に推進すべき。

いる。
○市街地再開発事業においては、立体利用部分の

（５）コンパクトシティ・スマートシティの実現
に資する市街地整備の再構築の推進

道路や都市高速鉄道に区分地上権を設定し権利

○立地適正化計画に基づく都市機能のまちなかへ

変換を行う場合に、関係権利者全員の同意を要

の立地に必要となる施設整備等に対して集中的

さず対応できるよう、制度改正が行われてきた

な支援を行うべきであるが、その際、各地域に

ところであるが、既存道路の上空や地下におい

おいては単なる施設整備や空間確保ではなく、

て、施設建築物に区分地上権を設定して権利変

まちなかの魅力を高め、コンパクトな都市構造

換を行うようなケースや、公園と施設建築物を

の実現につながるものであることが不可欠。

立体的に整備するようなケースは想定されてい

○市街地整備事業や都市再生整備計画に基づく各

ないため、立体利用部分の都市基盤の権利の担

種事業により様々なアクティビティを呼び込む

保の方法や位置づけ等の整理も含め、強制力を

まちなかの魅力を高めていこうという取組事例

持つ法定事業がより柔軟に適用できるよう検討

を収集整理するとともに、コンパクトシティの

すべき。

実現に向けて市街地の再構築を進めていく考え

○土地区画整理事業においては、事業と別に立体

方や、地域の価値・持続性の向上につながる都

的な公共施設の整備を行う場合、立体都市計画

市再生整備計画策定の考え方をとりまとめ、周

により利用の制約を伴う換地について事業外で

知・普及を図るべき。

地権者に同意を得る必要があり、事業推進に影

○
「スマートシティをまちづくりの基本に」との

響を及ぼすおそれがあるため、立体都市計画が

コンセプトのもと、モデルとなるプロジェクト

定められた宅地の評価方法の考え方の整理等、

を強力に推進するとともに、公共施設等とセン

土地区画整理事業における立体的な公共施設整

サーや画像解析カメラ等の情報化基盤施設の一

備の円滑化を図る方策について検討すべき。

体整備に対する支援により、新技術やデータの

（４）駅と周辺市街地の一体的再構築（
「駅まち再
構築」
）の推進
○都市の拠点となる駅及びその周辺市街地は、交

都市インフラへの内装化を推進すべき。
○持続可能性の確保を図るため、市街地における
IoT技術と連携したエネルギーの面的利用の普

通結節点として重要な機能を有するとともに、

及を推進するとともに、自動運転、MaaS、ス

地域経済の集積する拠点地区として、これまで

マートプランニング等、新技術の展開に対応し

土地区画整理事業や市街地再開発事業等によ

た市街地整備のあり方について、中長期的な観

り、駅前広場やメインストリート、再開発ビル

点から検討を進めて行く必要がある。

等の整備が行われてきた。
○比較的早期に整備された地区においては、駅も
含めて老朽化・陳腐化が進んでおり、近い将来、

３－４．各論③ 防災・減災に資する市街地整備
事業の展開
○水災害の頻発化・激甚化を踏まえ、地域のハザ
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ード・リスク情報の評価のあり方や、災害の発

パブリックスペースについても、優良な活用事

生の恐れのある区域（災害ハザードエリア）に

例等の周知等、さらなる活用の推進を図るべき。

おける土地利用のあり方の検討を踏まえ、防災
・減災に資する市街地整備を推進すべき。

（２）担い手の確保・育成、技術承継
○まちづくりの担い手は今後さらに減少するとと

○高規格堤防整備と連携した事業実施、雨水貯留

もに、これまで蓄積されてきた合意形成や調整

施設の整備、土地の嵩上げ、水害時にも機能す

の進め方等も含めた市街地整備事業を進める上

るインフラ・電源等の確保、建物内の避難空間

でのノウハウや知見等技術が喪失してしまう懸

やデッキ等の避難路の整備等の防災対策が講じ

念があり、公民が連携して取り組む必要がある。

られた市街地の早期整備が図られるよう、さら

○各都市・地域において可能なところから、早く、

なる普及・促進に向けた事業手法の円滑化・柔

循環型で進めるような市街地整備事業の実施の

軟化が望まれる。

機会をとらえ、担い手の確保・育成を図るべき。

○整備に長期の時間を要する取組と、短期的に効

○民間事業者等を巻き込み、市街地整備技術に関

果がある取組と合わせてバランス良く対策を講

する情報共有の場を確保する等、専門家が有す

ずるとともに、種地確保等による連鎖的な事業

る実践的なノウハウの共有等を通じた市街地整

実施の迅速化・円滑化を推進すべき。

備の技術承継を推進すべき。エリア価値の向上

○災害ハザードエリアにおける市街地整備事業の

に効果の高い手法の選択・組合せを可能とする

施行に当たり、安全確保を促進する仕組み等、

ため、フラットな視点で手法の選択ができる人

災害を防止または軽減するための対策を促す方

材を確保・育成することが重要。

策を検討すべき。
３－５．各論④ 多様な地域活動との連携
（１）事業後の展開を視野に入れた市街地整備事

４．今後の課題
○本検討会においては、
「まちなか」を主な検討

業の推進

対象としたが、今回取り扱った以外の市街地の

○エリア全体における位置づけ、その他の取組と

課題等については、別途、さらなる議論を進め

の関係性を勘案し、事業区域だけにとどまらな
い空間的な連携を計画当初から想定することが

ていくことが望まれる。
○市街地整備の手法が確立された時代の社会・経

必要。事業手法自体も、事業期間前後の取組と

済情勢と現在の社会・経済情勢の違いにより、

の連動等、事業によって整備された空間がうま

市街地のあり方、市街地整備のあり方、市街地

く使われ続けるための仕掛け・仕組みを計画段

整備の手法のあり方についても自ずと変わって

階から取り入れることが必要。

くる部分があり、不断の見直しが必要。

○エリアマネジメント活動を行うまちづくり会社

○その際、市街地整備の目的や仕組みも含めた根

等の組織が市街地整備事業の施行者となること

本的なあり方についても、議論を行っていくべ

や、市街地整備事業の施行者等を基にした組織

き。

がエリアマネジメント活動の主体となる等、エ

○求められる市街地の姿は、常に変化し続けてお

リア横断的に活動する組織が市街地整備事業を

り、今後も社会経済情勢や人々の価値観の変化

実施するといった事業実施体制の構築を推進し

等を注視しながら都市政策上の課題への対応を

ていくべき。

図るとともに、目指すべき市街地の実現に向け

○市街地整備事業においてエリアマネジメント活
動の拠点となる空間や施設を整備する等、事業

現行の制度や運用上の課題、新たな推進方策等
について引き続き検討を実施すべき。

後の展開の持続可能性に寄与する取組を推進し
ていくべきである。
○これまでに市街地整備事業で整備された広場等
出典 「再開発コーディネーター2020no.206
」,一般社団法人再開発コーディネーター協会,2020,7.
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