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社会実験における違法駐車や放置自転車対策の効果は、
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て皆減し、歩道や車道上に
200 台以上あった放置自転車が、
された状態が見られたが、実験開始後、所轄警察署や新宿区
実験により
10 台程度まで減少した。さらに、放置ゴミととも
に の福祉担当部課との合同で見回りを実施することで、改善効
20 人程度のホームレスの荷物により不法に占拠された状態
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違法駐車・違法駐輪等により道路環境が悪化した当時の様子
写真3
違法駐車・違法駐輪等により道路環境が

が見られたが、実験開始後、所轄警察署や新宿区の福祉担当
果が認められた。このことから、来街者への安全・安心感が

出典：官民連携制度活用セミナー
講演資料
悪化した当時の様子

部課との合同で見回りを実施することで、改善効果が認めら
供与される結果となり、来街者へのアンケートではオープン

このため、新宿区が道路環境等の改善策として、地元商店
出典：官民連携制度活用セミナー 講演資料

れた。このことから、来街者への安全・安心感が供与される
カフェの継続要望も高いことがわかった。

街とまちの賑わいを取り戻すための手法や役割分担などを話

結果となり、来街者へのアンケートではオープンカフェの継

し合い、関係機関とも調整を図り、道路空間を活用した取り

続要望も高いことがわかった。

組みの一つとして、道路交通の支障にならない場所へテーブ
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また、この社会実験を通じて事業で得た収益は、新宿駅前
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また、この社会実験を通じて事業で得た収益は、新宿駅前

前後に建設された施設が多く、老朽化が進んできていた。

商店街振興組合の組合員自ら巡回して行う放置自転車禁止の

地元では強い危機感をもち、平成18年以降、都心部6商

啓発活動や定期的な道路清掃やフラワーポットを配置して花

店街合同でエリアマネジメント組織「まちづくり会社」の設

壇の手入れ等の費用に充当されるとともに、道路占用許可の

立について勉強会を重ね、平成21年9月

特例制度の導入以降は、社会実験では徴収していなかった食

調整役を目指す「札幌大通まちづくり(株)」が設立された。

事施設等による道路占用料を占用主体による道路環境の維持

（２）実施状況

向上に資する活動支援の費用に充当し、新宿区の一般財源の

大通再生の総合

札幌大通まちづくり(株)は、大通地区6商店街、都市開発

軽減を図っているところである。

公社、大型店、商工会議所、 札幌市等（札幌市は3％の出

（４）今後の展望

資）を株主とし、継続的にまちづくり活動を行う組織、まち

新宿三丁目モア4番街における特例道路占用区域の活用

再生の総合調整役として設立された。

は、社会実験実施時と比較すると店舗が仮設店舗から常設店

収益事業で得られた利益は全てまちづくり事業に還元し、

舗に変更されたため、まちの美観維持に資するものとなって

地域の付加価値を維持・向上させる公共的な事業を展開す

いる。また、テーブルや椅子、収納施設などの設備やフラワー

る。まちの賑わい・交流の創出や、来街者の利便増進に寄与

ポットなどの花壇も刷新されたことから、来街者や利用者から

する。そのような取組みを行うため、道路等の公共空間を活

好評を得ている。さらに、違法駐車、放置自転車等の諸問題に

用している。

ついてもほぼ解消され地元の方々の間でも評価を得ている。

公共空間の活用には、大通りでのオープンカフェの他、

この場所は、新宿クリエイターズ･フェスタ等のイベント

自転車共同利用事業と連携（札幌みんなのサイクルポロク

も行われており、さらに工夫を重ねながら、新宿駅周辺の回

ル）、道路上の広告板の設置、地下鉄出入り口の壁面での

遊性を高め、来街者が歩きたくなる歩行空間確保に努めてい

エリアマネジメント広告事業等が行われている。

くものと期待される。また、この成功事例をもとに、まちの
賑わいと交流空間を広げてくことが考えられている。

札幌大通まちづくり(株)は、株式会社として設立され、そ
の取組みは個別に企図され、公共施設の活用も個別に占用許
可等を得て行っていた。そのような中、改正都市再生特別措

2.3 札幌市の取組み

置法（平成14年法律第22号）が平成23年10月に施行さ

（１）取組みの経緯等

れ、法定により、①都市再生整備推進法人制度、②都市再生

札幌の都心においては、歴史的背景などによる地域特性に

整備推進法人による都市再生整備計画提案、③道路占用許可

応じ、①駅前通地区、②大通地区、③すすきの地区、④創成

特例、④都市利便増進協定制度による都心の賑わいづくりが

川以東地区、の4つの地区で、エリアマネジメントを推進し

可能になった。

ている。このうち、大通地区は開拓使によって札幌本府とし

（３）効果と課題

てのまちづくりが始められた市内でも早くから開けた地域

札幌大通まちづくり(株)は、平成23年12月に、都市再

であり、古くから商業地区として発展し、多くの百貨店や

生整備推進法人の全国第1号の指定を受けた。また、駅前通

ファッションビルが集積するなど、市内有数の商業ゾーンを

（国道36号）歩道部（南1条～南4条）に特例道路占用区

形成してきた。昭和48年から始まった「歩行者天国」及び

域を設定（平成25年5月17日に特例道路区域として指定）

活性化イベントの実施など、長年にわたり都心部６商店街の

し、法定によるオープンカフェ「大通すわろうテラス」が実

連携（協議会など）による取組が行われている。

現した。なお、都市利便増進協定を札幌大通まちづくり(株)

しかし、平成15年、JR札幌駅南口再開発により、札幌駅

及び北海道開発局間で締結し（平成25年4月）、道路交通

周辺の地上・地下に大型商業施設が開業し、商業地域が二極

環境の維持・向上の一部を担い、道路・まちの機能向上を図

化し、また、郊外ではアウトレットモール等のショッピン

ることとした。

グセンターが相次いで開業する等、周辺環境が大きく変化し

札幌大通まちづくり(株)が取組む歩行者天国活用事業等と

た。大通地区の商品販売額・歩行者通行量は年々減少し、ま

の相乗効果によって、さらなる賑わい創出が期待されるとと

た、大通地区の商業施設は札幌オリンピック（昭和47年）

もに、特例道路占用区域全体を都市利便増進協定エリアと
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官民が連携したまちの管理

重複させているため、より効果的に道路管理の一部を担うこ

（４）今後の展望

とが期待される。また、賑わい、観光、景観づくりといった

札幌市では、大通り以外でも公共空間の活用が進んでいる。

面からも効果は大きい。オープンカフェは賑わいの創出、交
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