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大阪市立大学大学院工学研究科都市系専攻教授。 
博士（工学）、一級建築士。技術士（都市及び地方計画） 
1968年大阪生まれ。大阪府立生野高等学校卒業。東京工業大学工学部社会工学科卒業。東京
工業大学大学院社会理工学研究科博士後期課程修了（景観研究）。三和総合研究所、ＵＦＪ総
合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）主任研究員を経て大阪市立大学大学院講
師、准教授を経て現職。 
専門は都市計画、都市再生デザイン、景観論、エリアマネジメント。 

大阪府都市計画審議会、大阪市都市計画審議会（-18）、堺市都市計画審議会、大阪市都市景
観委員会、デザイン都市神戸創造会議、神戸市都市計画審議会、大阪府市特別参与（-’15）ほ
か多数 
水都大阪、御堂筋空間再編、大阪版BID条例をはじめ、都市再生のための公共空間デザイン・
マネジメントを実践するプロジェクト、制度設計、社会実験を数多く実践。 
日本建築学会都市計画委員会生きた景観マネジメント小委員会主査。 
2015年度日本都市計画学会石川賞（水都大阪のまちづくり）（共同） 
2017年　日本建築学会賞（業績）（大阪市「生きた建築ミュージアム事業」による建築文化
の振興）（共同）。 
主な著書に「都市を変える水辺アクション 実践ガイド」（学芸出版社） 
「生活景」（学芸出版社）,「景観再考」（鹿島出版会）,「生きた建築 大阪」（140B）,　「景
観計画の実践」（森北出版）ほか。
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L'une des id6es-cl6s de la 16_
novation urbaine dans les grandes
cit6s du Japon a consist6 d tirer
le.plus large parti du passage d'un
trds grand nombre de voyageurs d
quelques noeuds essentiels de trans_
port _et d'6change pour y d6velop_
per des activit6s urbaines de toute
nature: commerces, restaurants.
loisirs, bureaux, etc...

Ainsi plusieurs centres urbains
trds importants se sont install6s

l* l"r grands points de rupture
de charge du r6seau ferr6, en uti_
lisant le plus souvent, de maniere
intensive, une nouvelle dimension
d'am6nagement: celle qu'offre le
sous-sol.

Les exp6riences du Japon dans
ce domaine sont particulidrement

68

機

，

tmmdert||rcs
int6ressantes i observer d un mo.
ment oi le Sch6ma Directeur de
Paris pr6voit la cr6ation de p6les
d'activit6s aux abords imm6diats
des principales gares, ori il pr6co_
nise I'am6nagement de corrispon_
dances syst6matiques entre le 16-
seau de la SNCF de banlieue et
celui du RER et du m6tro - en
particulier d la Gare de Lvon -
et oi le recours i I'urbanisme sou-
terrain est de plus en plus fr6-
quent, par exemple aux Halles.

Pour d6crire les r6alisations
japonaises en cette matiire, paris-
Projet pr6sente ci-aprds deux 6tu-
des:
o La premidre, de M. Louis Sato.

Directeur d'URATEC, r6sume
une enqudte pr6liminaire qu'il

o La seconde pr6sente de trds
larges extraits d'un rapport 6ta-
bli par la SEGECE d la de-
mande de la Soci6t6 d'Am6na-
gement des Halles sur les 6qui_
pements commerciaux souter_
rains de Tokyo et d'Osaka.

Paris-Projet remercie tris vive_
ment ces auteurs et ces organis_
mes d'avoir permis la publica_
tion des 6l6ments d'un dossier

a effectuee pour le compte
du Syndicat des Transports pa-
risiens, concernant la conception
du r6seau ferr6 de Tokyo;

encore mal connu dans notre pays
mais dont les enseignements, avec
toutes les transpositions n6ces-
saires, peuvent cependant se r6v6ler
fort utiles。
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mplant6s dans les quartiers tradition-
i"il"."ttt commergants de Tokyo' loin
de toute grande gare et consewent un
;dr-;;";d attr;it Pour la clientdle'
On plut citer parmi eux le <Takashi-
;;iu;, le nlriits"koshi>, tous deux
dans le centre prrncrpal et^l'Isetan'
situe dans le quartier est de shrnJuKu'

L'6volution actuellement en cours
de la conception du r6seau ferr6 qui
pi"""q". une modification profonde-tle 

sa structure aura d'autre part pro
bablement une trds forte influence sur
iattraction commerciale des divers
types de grands magasins d TokYo'

La structure du r6seau ferre
i Tokyo.

L'examen de la structure du r6seau
ferr6 de TokYo est assez comPlexe'
orrirqo'e c6t6 des chemins de fer na-
lilJ* tjNnl, on voit aPParaitt.e,r2
JJ-p"gti"t de chemin de fer priv6es'
oui.*itoit.nt en outre des grands ma-
nasins, des lignes d'autobus et surtout
il-;;tti-"i". foncier et immobilier
important qu'elles cherchent d mettre
en valeur le long de leurs lignes'

Deux comPagnies ont des conces-
sions de lignei de m6tro: la Teito
ii"pia i.*iit Authority, dont le capi-

tal est tenu Par la Ville de TokYo et
i* ilin, et r6cemment la R6gie Muni-
cipale de la Ville de TokYo'-^'*iu 

ptetence des chemins de fer
oriv6s dans un r6seau suburbain est
EuiO"*-*t un cas trds original qu'on
rencontre farement' Elle pose un plo
tiJtt" a. coordination d'autant plus
uin,, oo" ces lignes priv6es sont g6n6-
;il;;i i un fabarit different de celui
a"t fi*""t de chemin de fer nationaux'
i-",,"-l"ttAi"ation a r6cemment 6volu6
il"r* Profonde, ir l'occasion de la

"ottttto"tiott 
r6cente d'un r6seau ex-

press de m6ffo, en quelque softe ana-
iogue i notre RER'
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La conception nouvelle
de la structure dtt rdseau

ferrd de Tolcyo
amdne d multiplier
depuis une dizaine
d'anndes les gares

d'dchange quai d quai.
L' importance dc la foule

des voyageurs ffictuant ces
t rans bor dement s mas sifs
(en certains points I 6M

voyageurs par train
changent ainsi de ligne)

exige, pour thtiter les
contrari4tds de flux

et raccourcir les ddlais
de chargernent, une organisation

rigoureuse d laquelle
s' applique trds particuliirement

chacun des chefs de gare
concernds et qui met en

euvre toute une
gamme de mrlthodes...

jusqu' aux plus classiques.
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Financement par emprunt aux loca_
taires. Montant des d6p6ts:300000
yens/m2 en moyenne.

rchitecture.

. Il s'agit en r6alit6 de voies pi6ton_
jres souterraines, situdes au-dessous
s rues, et qui relient entre eux, aux
res de chemin de fer et aux stations
m6tro, les immeubles du quartier.

L construction est faite en tranch6e
verte (en g6n6ral couverte par des
rques d'acier sur 6chafaudage m6tal_
ue pour permettre la circulation de
:face pendant les travaux). L,em_
se des rues de surface permet de
rcer une rang6e de commerces de
it et d'autre des voies souterraines.
ont 6te rdduites au strict minimum

J0 m en moyenne) et ne permettent
; la flAnerie aux heures de pointe.
s en granito, hauteur libre 3 m.

uchiteature des rues
rchandes japonaises:

rue marchande
litionnelle en surface.
La rue marchande tradition-

[e est un espace continu, long,
>it, haut, qui serait morne s'il

n'etait transfigur6 par un rernar_
quable <chcur> d,enseignes.

Ces enseignes repr6sentent le
plus souvent des lettres plac6es
l'une au-dessous de l,autre. Elles
ont donc en g6n6ral une forme de
rectangle allong6 dans le sens ver_
tical, rectangle dont le plan est
perpendiculaire d l,axe de la rue.

Le rdle de ces enseignes va plus
loin qu'une simple publicit6:
- Elles rendent I'espace de la rue

mesurable d I'ail en rythmant
cet espace par des plans_spec-
tacles dont chacun correspond
i une boutique.

- Elles accentuent les verticales
et mettent en valeur le contraste
entre l'espace-rue et les espaces_
boutiques, petits et bas.

- Elles 6liminent l,effet de couloir
en brisant I'alignement des murs.
cr6ant ainsi un effet d'espace
non clos, analogue aux illusions
de l'architecture baroque.

Le visiteur, stimul6 par ces per_
ceptions compldmentaires, purcourt

ia rue sans fatigue en d6couvrant
d chaque pas un paysage nouveau.
Un excellent exemple est fourni
par la rue couverte Shinsaibaski
d Osaka, qui a2000 m de lons.

La nuit les effets pr6c6ients
sont rnodifi6s de fagon spectacu_
laire sans que la qualit6 de la rela_
tion pi6ton-rue soit en rien amoin_
drie: la perception de l,espace
visible rythme par les .nr"ie.rm
est remplac6e par celle des ensei_
gnes (devenues lumineuses et qui
souvent sont l'eclurage de la rue)
flottant dans I'espace devenu invi_
sible. On pourrait dire que l,on
pergoit en quelque sorte un ndgatif
de l'image diurne: on red6couvre
la rue sous un visage different. et
ceci est favorable d la richesse des
rapports que I'habitant entretient
avec sa ville.

n-a rue marchande souterraine.

On a de prime abord le plus
grand mal d comprendre pourquoi
les Japonais semblent avoir outH6

轟會F
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Si, dc manidre gdnirale, I'architecture et la ddcoration intdrteures des centres commerciaux souterrains
mddiocres, un certain elfort a 6td rdalisd d Hanl"yu Sanbangai avec I'amdnagement - fort prisd des
riviire souterraine et de cascades dans I'axe de la galerie commerQante principale.
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du Japon se rdvdlent banales ot,
habitants d'Osaka - d'une petilt
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King’s Cross Station 
St. Pancras Staion 

King's Cross St. Pancras Staion
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鉄道駅＝都市の重要な”顔” 
多くの人々が行き交う空間、都市の活力を体現する代表的な施設 

・ヨーロッパの鉄道駅は、元の城壁の外側につくられることが多か 
　ったため、鉄道駅を中心に都市を開発する動機に乏しかった 

・日本の諸都市では私鉄を中心にターミナル駅に百貨店を併設するな 
　ど多くの都市開発が実施された。 

⇒鉄道利用者が多く、駅空間の商業的ポテンシャルが高いことに起因 

・鉄道駅を中心とした都市開発が世界でも注目される 
　ex）レ・アル地区(パリ)、京都駅、名古屋駅、東京駅、大阪駅 

鉄道駅の再生とまちづくり
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ピーター・カルソープ「Transit Oriented Development(TOD)」 
公共交通のターミナル付近で高密度の都市開発を行い、 
これら拠点と都心を相互に連結するという考え 
　 
⇒自動車に依存しない都市構造 
   開発の軸線を明示、鉄道などを整備し、 
　各駅で極力徒歩圏内に高密居住させ、スプロールを防止 

公共交通指向型都市開発
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饗庭伸ほか.初めて学ぶ都市計画.市ヶ谷出版社
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饗庭伸ほか.初めて学ぶ都市計画.市ヶ谷出版社
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谷口守 他（2008）都市構造からみた
自動車CO2排出量の時系列分析
都市計画学会，都市計画論文集
43-3，pp121-126

自動車CO2排出量は市街化区域密度
と逆相関の関係がある 

自動車CO2排出量は都市レベルでみ
ても増加し続けている 

特に地方圏都市での増加が顕著 
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大規模ターミナル駅周辺のまちづくり

駅前再開発（市街地再開発事業）について 

大規模ターミナル駅周辺のまちづくりの視点 

各地での取り組み事例 

神戸・三宮周辺のまちづくりについて
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①土地利用

•土地の使い方を決めないとどうなるか 
•住宅の隣に工場ができてしまう 
•災害時に危ない（大火や地震時倒壊の危険） 
•交通渋滞、供給処理能力不足等様々な問題が生じるおそれ 
•どうすれば、住みやすいいいまちをつくれるか 
•そこで、民間を含む土地の使い方に関するルールを決める

都市計画の実現手法
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②都市施設

•都市における活動を支
えるには様々な施設が
必要 
•上下水道、交通（道路・
鉄道）、公園、港、河
川、ゴミ処理場、斎場
などなど 
•都市活動の容量に応じ
た適正な施設が必要に
なる 
•これは行政が責任をもっ
て提供する（税金を使
う）
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③市街地整備

•もともと都市は存在していたわけではなく、つくられた 
•人口の増加に応じて拡大してきた 
•求められる容量に対応して必要な都市空間をつくる 
•すでにある市街地も今のままでは不十分・危険なところも 
•そこで、いまある市街地も良くしていくための整備が必要
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市街地再開発事業
!市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更
新とを図るために行われる建築物及び建築敷地の整備並び
に公共施設の整備に関する事業等をいうものである。 

!都市再開発法第2条（昭和44年） 
　権利変換方式による第1種市街地再開発事業 
　収用方式による第2種市街地再開発事業 

!事業の施行地区内にある建築物を除却し、敷地を整備し、
街路、公園、広場等の公共施設を整備するとともに、新し
い建築物（いわゆる「施設建築物」）を建築し、従前の土
地所有者等に対して、整備された敷地（いわゆる「施設建
築敷地」）の所有権（共有持分）、施設建築物の一部の区
分所有権とこれに対応する地上権（準共有）等を与えよう
とするもの

21



市街地再開発事業の仕組み（権利変換）
!従来の建築物、土地所有者等が、従前資産の価格に見合う
再開発ビルの床（権利床）を取得するとともに、土地の高
度利用により生み出される新たな床（保留床）を処分する
ことにより事業費を賄う

市街地再開発事業の仕組み／権利者は土地を共有化するとともに、新しく建設された建物の床の権利を取得する

ヴィジュアル版建築入門10　建築と都市　彰国社
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大阪駅前市街地改造事業誌 
1985 大阪市

東畑謙三による当初計画パース
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都市計画協会.新都市.2018年6月号 
「神戸の都市計画史」より戦災復興事業

なぜ市街地再開発事業を実施するか？ 

（１）不燃化→都市空間の高度利用　　　（２）不足する公共施設の整備
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都市計画協会.新都市.2018年6月号 
「神戸の都市計画史」より
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サンプラザ建設（1968年）（神戸市提供）
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三ノ宮駅周辺（年代不明）（神戸市提供）
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三ノ宮駅周辺（1965年）（神戸市提供）
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三ノ宮駅周辺（年代不明）（神戸市提供）
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神戸新聞会館東側周辺　（1979年）（神戸市提供）
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三ノ宮駅周辺（1975年）（撮影日：昭和50年4月9日、撮影者：花岡義文）
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三ノ宮駅周辺（1975年）（撮影日：昭和50年4月9日、撮影者：花岡義文）
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都市再生とは？

Urban Renewal 

Urban Redevelopment 

Urban Renovation 

Urban Regeneration 

Urban Renaissance
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再開発ビルの再整備事例集　Vol.1 
2012 全国市街地再開発協会
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各種資料より嘉名光市作成

主要大規模ターミナル駅の路線数、路線名、乗降客　構想等
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

東口駅前広場の空間構成

西口駅前広場の空間構成

新宿駅の駅端末交通手段

①世界一のターミナルにふさわしい機能の充実・強化
・築50年以上が経過した駅ビルの建替えを契機として、複数の駅と駅前広場も含めて一体的に整備する
ことで、国際交流都市の玄関口としてふさわしい整備を行う

②駅とまち、まちとまちの回遊性向上
・新宿に訪れる誰もが自由に行き交うことができ、活動しやすい歩行者空間を創出する

③国際競争力の強化に資する機能の導入
・国際ビジネス交流ゾーンを形成する中核的な拠点の一角として、来訪者の多さや多様な機能の集積を
生かし、世界から投資や消費を生み出す、国際水準の環境整備や新たな魅力を発信し続ける機能の導入
を誘導する

④周辺地域への展開
・ターミナルの再編を契機として、周辺のまちづくりを進め、新宿のまち全体の機能更新を促進する

【まちづくりの方向性】

【まちの課題】

△駅周辺には築50年以上の老朽化した建物が
集積している

△都内の他の拠点で段階的な機能更新が進み、
新宿の相対的な地位が低下
・商品販売額、売場面積共にほぼ横ばい
・グローバルビジネスを支える環境の不足

△個性あるまち同士のつながりが弱く、賑わ
いが地域全体に展開されていない

△都心の貴重なみどりである新宿中央公園、
新宿御苑とまちとの関わりが弱い

▲新宿駅の駅端末交通手段分担率と駅前広場の空間構成比

▲「新宿駅周辺の大規模建築物」・「新宿駅東口地区の建築物」・
「西新宿一丁目商店街地区の建築物」の築年数（2018年時点）

△駅施設・駅ビルの老朽化
△駅構造が複雑でわかりにくい
・乗換経路は駅ビルの敷地単位で継ぎ足されているため、複雑で
バリアが多い

・歩行者流動が局所的に集中・交錯
・駅の入口がわかりにくい

△鉄道や幹線道路、駅前広場を横断できる空間が不足しているため、
駅とまち、まちとまちの間が移動しにくい

△駅前広場は自動車中心の空間構成となっており、膨大な歩行者が
滞留できる空間が不足

【ターミナルの課題】

▲鉄道や幹線道路、駅前広場を横断できる空間

西口駅前広場 東口駅前広場

【出典】「平成20年東京都市圏パーソントリップ調査」（東京都市圏交通計画協議会）

築10年未満
築20年未満
築30年未満
築40年未満
築50年未満
築50年以上

バス乗降場(5％) 路線バス・タクシー(3％)
その他 (1％)

徒歩(96％)

歩道(21％)

歩道(31％) 車道(50％)

車道(52％)

その他(19％)

その他(22％)

鉄道乗降客の駅端末交通手段※

西口駅前広場の空間構成

東口駅前広場の空間構成

駅まち動線

東西動線（地上）
（地下）

幹線道路の
横断歩道

【凡例】

（地上)

※駅端末交通手段：
鉄道乗降客が駅と目的地（出発地）
の移動に利用する交通手段

駅前広場の
空間構成

歩道
車道

バス乗降場
その他

４

新宿の拠点再整備方針 
～新宿グランドターミナルの一体的な再編～ 

2018.3 東京都・新宿区
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名古屋駅周辺まちづくり構想 
2014.9 名古屋市
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名古屋駅周辺まちづくり構想 
2014.9 名古屋市
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デッキレベル

地上レベル

地下レベル

ターミナルコアとは人が多く集まる場所
でデッキ・地上・地下を分かりやすく結
びつけることによって円滑に移動でき連
続した回遊性や賑わいを創出する象徴的
な結節空間です。

立体的な歩行者ネットワーク

至 川崎・東京西口

東口

西口地下街

東口地下街

魅力的な通りの実現
東西横断デッキ
歩行者ネットワーク

地下街への動線
ターミナルコア
開発想定エリア

ターミナルコアとは

事業の進め方・事業関係者
地区内で順次起こる開発に合わせて、
民間と行政が連携して、段階的に整備
を進めていきます。

国
主な事業関係者

神奈川県

横浜市

鉄道事業者

開発事業者

青木橋

岡野

浅間下

線
横
東
急
東

線いらみと
なみ線

岸
根
Ｒ
Ｊ

線
本
道
海
東
Ｒ
Ｊ

り通
浜横

新

線
幸
北

線
町
本
栄

線
町
本
栄

みなとみらい 21

至反町至三ツ沢下町 至川崎・東京

帷子川分水路
帷子川分水路

支線1支線1号

横浜駅

支線1号

帷子
川

国
道
1号

京
急
本
線

相
模
鉄
道

新田
間川

環
状
1号

首都高速三ツ沢線

帷子川分水路

市
営
地
下
鉄
3号
線

：開発想定エリア

：センターゾーン

：地下駐車場ネットワーク

：ターミナルコア
：駅前広場
：デッキ
：交差点改良
：河川改修・橋梁の架替
：都市計画道路の整備
：親水空間
：水上交通拠点
：魅力的な通りの実現
：公園の防災機能強化

線線いらら

：センタ

：地下： 駐

：ターミ
：駅前広

凡　例

基盤整備の基本方針　　　　　　　　　

施設整備の基本方針
　 （施策展開全体イメージ）

上記以外の主な取組み

「駅・鉄道」
◆ 乗換利便性の改善
◆ バリアフリー施設の拡充
◆ 横浜駅を中心とした多方面
　 へのアクセス性強化

「環境インフラ」
◆ 地域冷暖房施設の供給ネットワークの構築
◆ 街路樹の整備、緑地・広場等の拠点的な緑の整備

「防災・情報インフラ」
◆ 情報伝達システム整備
◆ 船舶やバス等を利用した代替交通手段の検討

「治水」
◆ 開発にあわせた橋梁架け替え
◆ 公共空間における貯留施設の整備や
　 開発に伴う敷地内貯留施設の設置
◆ 開発にあわせた地盤嵩上げや止水板の設置
「親水」
◆ 海と川をつなぐ水上交通の検討
◆ 河岸的な親水空間を実現するため、水門等の方策を検討
◆ 水質改善方策を検討

「歩行者空間」
◆ ターミナルコアの形成
◆ 歩行者空間のバリアフリー化

「自転車関連インフラ」
◆ 主要な自転車ルートにおける走行
　 環境改善と東西横断ルートの検討

※「施設整備の基本方針」は、「インフラ基本計画」の策定に合わせて更新を予定しています。❻ ❼

基盤整備の基本方針

エキサイトよこはま22 
横浜駅周辺大改造計画 
2013.6 横浜市
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１．まちづくりビジョンの必要性と位置づけ 02

【渋谷駅中心地区の将来像】　
世界に開かれた生活文化の発信拠点 "渋谷 "のリーディングコア

住民や渋谷に関わる多様な人々とともに渋谷駅周辺のまちづくりを検討していく視点

協奏するまちづくりのイメージ：まちを構成する在住者、在勤者、企業等が、渋谷を応援する来街者、学生、研究者
　　　　　　　　　　　　　　　など多様な人々と交流し、まちの将来像を語り合うことで、実現に向けた取組みを
　　　　　　　　　　　　　　　発見していくまちづくり

渋谷駅中心地区まちづくり指針2010

実現手法
住民や渋谷に関わる多様な人々とともに創り上げる

" 協奏するまちづくり "の展開

渋谷駅周辺まちづくりビジョンの位置づけ

渋谷駅周辺まちづくりビジョン

【まちづくりの考え方】　
“渋谷”のまちの変化を享受し、渋谷駅周辺の個性を最大限に活かす、
「住民や渋谷に関わる多様な人々」が主役となるまちづくりを検討する

まちづくりの視点１

渋谷のまちの発展経緯

まちづくりの視点２

まちづくりの視点４まちづくりの視点３

まちの多様な顔を生む

" 渋谷スケール "

谷地形の上に出来上がってきたまちの履歴を知る

歩いて楽しい

" 渋谷ストリート "

世界への発信力を持つ

" 渋谷カルチャー "
様々な機能が混在し多様な交流を生む

" 渋谷ライフ "

渋谷駅周辺まちづくりビジョン 
～協奏するまちづくりを目指して～ 

2016.3 渋谷区
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渋谷駅中心地区まちづくり指針2010 
2010 渋谷区
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｢知｣の結節点梅田を拡げる

世界につながる

関西の広域中枢拠点

まちづくりの基本方針まちづくりの基本方針

JR東海道線支線の地下化や新駅設置を図ることに
より、関西国際空港とのアクセスを強化し、東ア
ジア経済圏との交流に対する優位性を確保 都市間鉄道により、関西主要都市と１時

間以内で結ばれる広域中枢拠点

ＪＲ大阪駅の改良計画とも連携し、周辺の開
発拠点相互のネットワーク化を図り、大阪駅
周辺の歩行者動線の回遊性・連続性を向上

関西に分布・集積する大学・研究機関や産
業拠点等を結び、新産業・新技術の創出や
情報発信を図る

《まちづくりの５つ柱》

　

世界に誇るゲートウェイづくり
■アジア・世界へのゲートウェイをめざした国際的拠点としての機能
　強化と空間形成
　・JR東海道線支線地下化・新駅設置による関西国際空港とのアクセス利便性
　　の向上など、広域交通ターミナル機能の充実
　・関西・大阪圏の玄関口として象徴的で風格のある駅前空間の創出
　・国際的なビジネス拠点の形成　など

賑わいとふれあいのまちづくり
■人々がまちに集い、賑わい、ふれあい、まちでの活動を楽しむこと
　ができるまちづくり、歩行者主体の空間形成
　・賑わい軸における華やかで賑わいある空間の創出
　・賑わいネットワークなどによる回遊性の高い歩行者動線ネットワークの形成
　・人々の交流と賑わいの場を提供する都市機能の集積　など

知的創造活動の拠点(ナレッジ･キャピタル) づくり
■新しい産業・技術、文化・価値を生み出し、関西から世界へ発信す
る知的創造拠点（ナレッジ･キャピタル）の形成

　・関西のシーズと世界の人材・知識の交流の場
　・人の交流による新技術・産業・価値の創出の場
　・市場ニーズの把握と開発･商品化のための交流･展示拠点　など

公民連携のまちづくり
■まちの魅力の向上、効率的な運営管理をめざした公民連携による一
　体的なまちづくり
　・公民協働による水･緑の景の創出や広場の空間形成
　・公民連携によるエリアマネジメント組織　など

水と緑あふれる環境づくり
■まちで活動する人々にやすらぎとゆとりを与える水と緑豊かな都市
　環境の創出
　・シンボル軸における立体的な緑の空間と水のネットワークの主軸の形成
　・ストーリー性のある水環境の創出
　・多様な緑のネットワークに包まれたまちづくり
　・賑わい軸における商業施設と一体となった木漏れ日のある緑の空間の創出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

 
神戸リサーチ
パーク

京都リサーチ
パーク

計画想定地
（大阪駅北地区） 奈良先端科学技術

大学院大学

大阪大学
工学部
関西大学
工学部

立命館大学
理工学部

同志社大学
工学部 

京都大学
工学部

神戸大学
工学部

けいはんな学研都市

トリヴェール和泉

大阪市立大学
工学部

大阪府立大学
工学部

産業技術総合研究所
関西センター

大阪工業大学
工学部

大阪駅北地区

主なロボット
産業研究機関
の分布

○東アジア経済圏や関西圏などの国際・広域中枢拠点の形成

○梅田地区の中核として、開発拠点間の連携強化を図り、周辺地域
　へ開発インパクトを波及　　　　　《「大梅田地区」の形成》

約60分（約45km）

ＪＲ新北ビル
イメージ図

学研都市

ソウル

香港

シンガ
ポール

上海

北京

約39分（約53km）

約42分（約49km）

神戸(三宮）

京　都

奈　良和歌山

大阪駅北地区

大　津

約29分（約43km）

約41分（約38km）

約51分（約68km）

約21分（約31km）

大阪駅：４時間３０分
東京駅：５時間２０分

大阪駅：３時間４５分
東京駅：４時間２５分

大阪駅：２時間３５分
東京駅：３時間５５分

大阪駅：７時間００分
東京駅：８時間２５分

大阪駅：２時間２５分
東京駅：３時間２０分

※乗継ぎ時間除く

関西国際空港

《大阪駅北地区のポテンシャル》

1
大阪駅北地区まちづくり基本計画 

2004.7 大阪市
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 2 

 

民間宅地の計画諸元 

街区 北街区 南街区 

敷地面積 15,726㎡ 30,429㎡ 

建築面積 9,700㎡ 20,900㎡ 

建蔽率 62％ 69％ 

延床面積 146,900㎡ 374,660㎡ 

容積対象 110,000㎡ 319,410㎡ 

容積率 700％ 1,050％ 

施設構成 

ホテル、イノベーション施設、プラ

ットフォーム施設、オフィス、商業

施設、分譲住宅、駐車場 

オフィス、ホテル、商業施設、都市

型スパ、MICE施設、イノベーション

施設、分譲住宅、駐車場 

構造・規模 

S造（一部 RC、SRC造） 

地上 28階地下２階・高さ 150m 

RC造（一部 S造） 

地上 47階地下２階・高さ 176m 

S造（一部 RC、SRC造） 

地上 39階地下３階・高さ 182m 

RC造（一部 S造） 

地上 51階地下２階・高さ 185m 

 

都市公園の計画諸元 

敷地面積 45,000㎡ 

施設建築面積 5,935㎡ 

施設延床面積 12,500㎡ 

施設構成 

飲食店、売店、ミュージアム、体験

学習施設、休憩所、管理事務所、備

蓄倉庫、イベント諸室、屋根付広場、

屋根付野外劇場 

 

土地利用計画図 

  

うめきた２期地区開発事業者募集における 
開発事業者の決定について 
2018.7 UR都市機構
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 5 

図１：うめきた２期地区全景 

 

 

図２：都市公園全景 

  

 6 

図３：都市公園（北公園）の「うめきたの森」 

 
 

図４：都市公園（南公園）の「リフレクション広場」 

  

うめきた２期地区開発事業者募集における 
開発事業者の決定について 
2018.7 UR都市機構三菱地所株式会社を代表企業とするJV9社プレスリリース資料にも同様のパースが掲載
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各種資料より嘉名光市作成

主要大規模ターミナル駅の路線数、路線名、乗降客　構想等
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53 53 53 53 53 53 53 53
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�

736,715 734,154
721,833

751,018 748,157
760,043

769,307
778,618

544,222 544,762
550,756 550,350 549,503

556,780 559,920
566,516

381,704 380,997

402,277

415,908 417,822

434,633 439,554

452,549

398,052 394,900
400,655

406,594 403,865
411,383 414,683

420,192

321,711 323,893
329,679

335,661
342,458

361,466
371,787

378,566

403,277 402,766
412,009

378,539
371,789 372,234 371,787 370,699

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

800,000

201053 201153 201253 201353 201453 201553 201653 201753

20 4 7 6 ,1

JR東日本　各年度乗車人員データをもとに 
嘉名光市作成

新宿駅

池袋駅

東京駅

横浜駅

品川駅
渋谷駅

東急東横線 
東京メトロ副都心線 
相互直通乗入開始

JR東日本　各駅乗車人員　ベスト６推移

人
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えき≈まち空間基本計画 
2018.9 神戸市

えき≈まち空間基本計画
2018.9 神戸市

49
49



えき≈まち空間基本計画 
2018.9 神戸市

1  
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㸺公共交通の利便性の向上のイメージ㸼�

50

えき≈まち空間基本計画
2018.9 神戸市
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資料：ニューヨーク125番街 BID

エリアマネジメント
地域における良好な環境や 
地域の価値を維持・向上させる 
ための、住民・事業主・地権者等 
による主体的な取組み

B　I　D  
(Business Improvement District)
国際的に普及するエリアマネジメント制度 
類似制度を含めると欧米で約２,０００地区 

①地理的に区画され、 
②徴収される負担金+収入+補助金 
　が原資により活動し、 
③地区の維持・管理・プロモーション 
　等を行う 
④これらは行政が提供するサービスに対する 
　付加的なもの

なぜ、地域主体か？
地域のことを一番よく知っている 

一番頑張る人に任せる（＝アテ職とは限らない） 
行政は必要な助言や事業・制度などをサポート 
ただし、負担が集中しない仕組み・組織をつくる

地域主導のまちづくりへ

51



２．条例に基づく設立・事業プロセス等 

■各種の計画、協定の関係 

［スタートアップ］ 

地
権
者
等

 

大
阪
市

 

［活動の実施］ 

地区計画素案、都
市再生整備計画素
案の作成 

都市利便増進協定
の締結 
（相当数の同意） 

エリアマネジメント
地区運営計画の作
成（各年度ごと） 

公共施設の運営等のエ
リアマネジメント活動の
実施 

事業報告書
の作成等 

市長による認定 市長による認定 市長による認定 
分担金条例の制定 
（地区ごと） 

分担金の徴収、都市再
生整備法人への委託 

監督、是正
命令等 

都市計画審議会 
（意見聴取、承認） 

大阪市会 

地区運営計画の認定を
受けた都市再生整備法
人（一般社団法人） 

［地区計画］ 

 区域、 

  方針等 

［都市再生整備計画］ 

・区域、整備の方針等 

・地域運営の基本事項 

 （協定記載事項の概要） 
 

［都市利便増進協定］ 

  ・協定対象施設の種類・位置 

  ・施設の整備又は管理方法 
  ・整備又は管理の費用負担 
  ・協定の有効期間 等 

同じ 
区域 

細目規定 

■区域イメージ 

4 

（都市再生法46条、 

 都市計画法12条の４） （都市再生法72条の３） （市条例で規定） （市条例で規定） 

地区計画、都市再生整備計画の区域 

協定（分担金徴収）の区域 

活性化に資する施設（ベンチ、街灯、案内板、広告塔など） 

［地区運営計画］ 

（年度ごとの事業 

 内容、体制、収支 
 計画を規定） 

実行計画 

［分担金条例（市）］ 

・課金対象者の設定 

・課金標準、課金額 

 の設定 

大阪市エリアマネジメント活動促進条例 
（大阪版ＢＩＤ条例）

地区運営計画
地区運営計画の認定
認定都市利便増進協定

（都市再生整備推進法人）

整備等実施期間5年

エリアマネジメント団体

分担金

交付

地区計画 
都市再生整備計画地権者 

企業など
参加 支出

大阪市申請

質の高い公共空間の整備・管理 
環境・防災等のまちづくり 
プロモーション活動 
エリアマネジメント組織の運営　等

地方自治法 
224条

大阪市資料をもとに嘉名光市作成
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55

◆近年、民間が主体となって、賑わいの創出、公共空間の活用等を通じてエリアの価値を向上させるためのエリアマネ
ジメント活動の取組が拡大。

◆他方、エリアマネジメント活動では、安定的な活動財源の確保が課題。特に、エリアマネジメント活動による利益を
享受しつつも活動に要する費用を負担しないフリーライダーの問題を解決することが必要。
（民間団体による自主的な取組であるため、民間団体がフリーライダーから強制的に徴収を行うことは困難）

◆このため、海外におけるＢＩＤの取組事例等を参考とし、３分の２以上の事業者の同意を要件として、市町村が、エ
リアマネジメント団体が実施する地域再生に資するエリアマネジメント活動に要する費用を、その受益の限度におい
て活動区域内の受益者（事業者）から徴収し、これをエリアマネジメント団体に交付する官民連携の制度（地域再生
エリアマネジメント負担金制度）を創設し、地域再生に資するエリアマネジメント活動の推進を図る。
※ＢＩＤ･･･Business Improvement District。米国・英国等において行われている、主に商業地域において地区内の事業者等が組織や資金調達等に
ついて定め、地区の発展を目指して必要な事業を行う仕組み。

来訪者等の増加により事業機会の拡大や収益性の向上を図り、地域再生を実現

※３分の１超の事業者の同意に基づく計画期間中
の計画の取消等についても、併せて規定

イベントの開催 オープンスペースの活用

賑わいの創出に伴い必要となる
巡回警備

【制度の概要】【地域再生に資するエリアマネジメント活動】

自転車駐輪施設の設置

⑥
徴
収

③申請
（※３分の２以上の
同意が必要）

負担金条例

市町村

地域来訪者等利便増進
活動計画 （５年以内）

エリアマネジメント団体 （法人）

受益者（事業者）

（小売業者、サービス業者、不動産賃貸業者 等）

⑦
交
付

⑤制定

⑧エリアマネジメント活動
一定の地域

受
益
者
負
担
金

交
付
金

国 （内閣総理大臣）

地域再生計画①申請 ②認定

④認定
（※市町村議会の議決
を経る必要）

区域、活動内容、効果、
受益者、資金計画等を記載

平成３０年地域再生法改正関係
平成３０年６月１日公布・施行

地域の来訪者又は滞在者の利便の増進やその増加により経済効果の増進
を図り、地域における就業機会の創出や経済基盤の強化に資する活動

（例）

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局 
内閣府地方創生推進事務局　資料
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各種資料より嘉名光市作成
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UMEDA CONNECT 
梅田地区エリアマネジメント実践連絡会　資料 

2015.3
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駅としての 
わかりやすさ・交通利便性向上

都市の顔・シンボル

まちの玄関 
まち全体の回遊性向上

交流の場としての可能性

人のための空間への転換

エリア・マネジメント

時代を先導・適応できる柔軟性

環境・防災等への対応

Big Picture 夢の共有
56


