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The town planning in Japan shifts from the development-centered times led by government to the regional 
management-centered times led by regional, and aims at area regeneration. Above all, importance is public-private 
cooperation, and the system of Urban renewal corporations was established in 2007. It is paid a lot of attention as  
new leader of town planning. However, the present realities of the area management by it is not clear.  
Therefore, I clarify the realities of the area management by it from the viewpoint of the use actual situation of various 
systems and corporation administration in this study.  
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1.章 はじめに 

1-1. 研究の背景と目的 

近年、我が国におけるまちづくりは開発中心の「つくる」時代

から地域管理を中心に地区再生を目指す「育てる」時代に移行し

ている。そこで、まちづくりはこれまでの行政主導ではなく地域

主導で推進する取り組みが広がりつつあり、国土交通省は「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り組み」を「エリアマネ

ジメント（以下「エリマネ」）と定義し、地域主導のまちづくり

推進に取り組んでいる(１）。なかでも重要視されているのが行政

と民間事業者が連携してまちづくりを行う「官民連携まちづく

り」だ。これを実行する主体として、平成19年に「都市再生推

進法人（以下「推進法人」）制度」が創設され、まちづくりの新

たな担い手として注目されている。 

しかし、エリマネ組織全体や推進法人制度初動期のエリマネの

実態が明らかにされているのに対し、制度が普及しつつある現在

の推進法人のエリマネの実態については未だ不明瞭な部分があ

る。 

そこで、本研究では推進法人のエリマネの実態について、①推

進法人の活動内容、②推進法人の利用可能制度の利用実態、③推

進法人の運営、の3点を明らかにし、今後推進法人を目指す組織、

あるいはエリマネを始める組織の活動指標や参考になることを

目的とする。 

1-2. 研究方法 

本研究では、令和2年3月末時点で推進法人に指定されている

67 団体を対象に、法人形態と都市規模ごとに分類した上で、HP

から推進法人の実施活動の傾向と行政施策の関係を明らかにす

る。その上でアンケート調査、必要に応じてヒアリング調査を行

い、推進法人のエリマネの運営実態を明らかにする。 

1-3. 研究の背景と目的 

エリマネに関する研究は多数ある。浅井ら 1)や宋ら 2)の研究な

どでは、いくつかの特性からエリアマネ組織を類型化し、特徴や

傾向が述べられている。丹羽ら 3)や宋ら 4)の研究では、エリマネ

組織自体に着目し、その課題や雇用形態について述べられている。

しかし、これらの研究はエリマネ組織全体やエリアを限定した組

織を対象としており、推進法人だけを対象とした研究はあまり見

られない。 

推進法人を対象とした研究には、伊藤ら 5)と泉山ら 6)丸岡ら 7)

の研究が挙げられるが、これらは調査開始時の推進法人指定数が

それぞれ15団体、6団体、22団体であり推進法人制度初動期の

研究であると言える。このため、団体間での行政施策利用や運営

形態の差異は明らかにされていない。 

これに対し、本研究では調査開始時（2020年 6月）の推進法

人指定数が67団体あり、先行研究に比べて指定数が大きく増加

している。そのため、本研究は制度の開始から一定年数経過した

推進法人のエリマネの全体像を把握し、その実態を明らかにしよ

うとする点で意義があるといえる。 

1-4. 都市再生推進法人とは 

推進法人制度とは、都市再生特別措置法（法118条～123条）

に基づき、市町村が民間のまちづくり組織を指定し、公的位置付

けを付与するとともに支援策を講じることにより、その積極的な

活用を図るものである 8)（図-1・図-2）。すなわち、民間のまち

づくり組織は推進法人になることで「公的位置付けを付与され

る」、「様々な制度を活用できる」というメリットを得ることがで

きる。また、行政側はそれらのメリットが活用されることにより

地域主導のエリマネが加速する、という仕組みになっている。 

【図-1】都市再生推進法人の関係手順 (2) 

【図-2】都市再生推進法人の指定手順 (2) 
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しかし、推進法人に指定後、これらの支援制度を実際に積極的

に活用しているのか、その実態は明らかにされておらず、推進法

人制度の有効性について検討していく必要があるだろう。 

 

2. 活動内容の実態 

2-1. 活動の指標設定と推進法人の分類 

推進法人の活動内容の実態を把握するために伊藤ら 5）の研究

の指標(3）をもとに、5カテゴリー30項目を設定した（表-1）。こ

の指標に沿って、各推進法人のHPで公開されている実施活動を

法人形態と都市規模の類型をもとに表に整理し、活動の特徴を捉

える。法人形態と都市規模の分類基準と該当団体数を表-2 に示

す。類型においては、該当数が多く典型的な類型であるグループ

①～⑤に着目する。 

2-2. 法人形態別の活動の特徴 

まちづくり会社、一般社団・財団法人、NPO法人の 3つの法人形

態ごとに推進法人の活動内容を把握する（図-3）。 

まちづくり会社では他の法人形態に比べ「D：公共施設の管理」、

「E:民間施設の利用」の割合が大きいことから、ハード面の管理・運

営を中心とした活動を実施する傾向がみられた。 

一般社団・財団法人では、比較的事業規模（1 団体が実施する活

動数）が多く、その中でも「B：情報発信」、「C：防犯・防災・環境」の

割合が大きいことから、公共空間の利活用を中心とした、地域の快

適性を向上させる活動を実施する傾向が見られた。 

NPO法人では主に「A:イベント」の割合が大きく、逆に「D：公共施

設の管理」の割合は小さい。すなわち、主にイベントによる交流創

出や啓発活動など、ソフト面の活動を実施する傾向が見られた。 

2-3. 都市規模別の活動の特徴 

大中小、3つの都市規模で推進法人の活動内容を把握する（図

-4）。都市規模が大きくなるにつれて「B：情報発信」、「C：防犯・

防災・環境」の割合が大きく、都市規模が小さくなるにつれて「D：

公共施設の管理」、「E:民間施設の利用」の割合が大きくなる傾向

が見られた。すなわち、大都市のほうがエリア一体の空間資源を

利用する、小都市のほうが既存の建物資源を利用する傾向がある

と言える。 

2-4. 小括 

グループ別の実施活動の構成を図-5 に示す。「E：民間施設の

利用」に着目すると、まちづくり会社かつ中・小都市に該当する 

【表-1】活動内容の把握に用いた指標 

カテゴリー 項目 

Aイベント 
A1マルシェ   
A4 文化 
A7 セミナー・シンポジウム 

A2 歩行者天国 
A5 教育 
A8 オープンカフェ 

A3 芸術 
A6 物販・飲食事業 
A9 アクティビティ・交流 

B情報発信 
B1情報発信拠点 
B4サイン・地図 

B2 広告事業 
B5 調査・研究 

B3 地域案内 

C防災防犯環境 
C1防災・防犯活動 
C4駐車・駐輪対策 

C2 美観形成・緑化 C3 美化・清掃 

D公共施設管理 D1指定管理 D2 指定管理以外（任意管理等） 

E民間施設の利用 

E1 駐車場共通化事業 
E4 空き店舗対策（家守） 
E7 コミサイ・レンタサイ 
クル 

E10交流スペースの整備・運営 

E2 ビル管理共通化事業 
E5不動産事業（開発・ 
管理） 

E8 エネルギー 

E3 テナントリーシング 
事業 

E6 コミュニティバス 
E9 エリア共同販促 

【表-2】分類基準とその該当数 (※カッコ内はアンケート回答団体) 

法人形態    
都市規模 

まちづくり会社 
一般社団・財団法

人 
NPO法人 計 

大都市 東京都区部、政令指定都市 
グループ① 

7 (4) 
グループ④ 

13 (8) 
グループ⑦ 

1 (1) 
21 (13) 

中都市 人口30万人以上の都市 
グループ② 

17 (9) 
グループ⑤ 

8 (5) 
グループ⑧ 

3 (2) 
28 (16) 

小都市 
人口30万人未満の都市、町・
村 

グループ③ 
15 (9) 

グループ⑥ 
1 (1) 

グループ⑨ 
2 (0) 

18 (10) 

計 39 (22) 22 (14) 6 (3) 67 (39) 
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【図-3】法人形態別実施カテゴリー【図-4】都市規模別実施カテゴリー 
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【図-5】グループ別の実施活動 

【表-3】類型別の活動の特徴 
法人形態 

都市規模 まちづくり会社 一般社団・財団法人 NPO法人 

特徴 ・D、Eの実施が多い。 
＝ハード面の管理・運営を中心とした活動 

・事業規模が大きい。 
・B、Cの実施が多い。 

＝公共空間を利活用した活動 

・Aの実施が多い。 
・Dの実施が少ない。 

＝ソフト面を中心とした活動 

大都市 【都市規模大きいほど】 
 
 
・事業規模が大きい。 
・B、Cの実施が多い。 
＝エリア一体の空間資源を利
用 
 
 
 
 
【都市規模小さいほど】 
・D、E:の実施が多い。 
＝既存の建物資源を利用 

実施カテゴリー・項目 グループの特徴 実施カテゴリー・項目 グループの特徴  
グループ①： 

まちづくり会社×大都市(7) 
グループ④： 

一般社団・財団法人×大都市 (13) グループ⑦： (1) 

A, B,C 活動の発信や暮らしのサポート情報の発
信、景観のルールや駐車対策を行うなど
の、街のバリューアップにつながる活動を
実施。 
また、事業規模が比較的大きい。 

A, B,C 
イルミネーションや広告で多数の人をエリアに引き込
む活動をするとともに定期的な清掃など環境整備の活
動も実施。 
また、事業規模が比較的大きい。 

 B2広告 
C2美観形成・緑化 
C４駐車・駐輪対策 

A3芸術 
B2広告 
B5調査・研究 
C3美化・清掃 

中都市 

グループ②： 
まちづくり会社×中都市(17) 

グループ⑤： 
一般社団・財団法人×中都市(8) 

グループ⑤： 
 (3) 

A, E 

リノベーションやリノベーション関連のイベ
ントの活動を実施。 

B,C 
大学や専門家と連携した研究も兼ねた活動や景観や環
境保護など地域の公共空間における環境整備の活動を
実施。 
また、事業規模が比較的大きい。 

 
A6物販・飲食事業 
A5教育 
A7セミナー・シンポジウム 
E4空き店舗対策（家守） 

B5調査・研究 
C2美観形成・緑化 

小都市 

グループ③： 
まちづくり会社×小都市(15) グループ⑥： (1) グループ⑨： (2) 

D,E 
公共施設や民間施設の管理・運営を通して
交流や賑わいを創出する活動を実施。  

 
 
 

D1指定管理 
E4空き店舗対策（家守） 
E5不動産事業（開発・管理） 
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グループ②・③で実施割合が大きいが、その中の項目ではグルー

プ②ではE4:空き店舗対策（家守）、グループ③ではE5:不動産事

業（開発・管理）、その他のグループではE10:交流スペースの整

備・運営の割合が高い。 

これらのことから、類型において活動の大枠であるカテゴリー

では法人形態や都市規模ごとの特徴が影響するが、活動の詳細項

目においては各類型で実施される内容に差異があることがわか

り、多様な活動の実態が明らかになった。 

2-2.～2-3.を踏まえ、各分類による活動の特徴を表-3に示し、

各類型の特徴を以下に述べる。 

【グループ①：まちづくり会社×大都市】 

大都市の特徴である「B:情報発信」,「C:防災・防犯・環境」の

カテゴリーの割合が大きく、その中でもB2広告事業、C2美観形

成・緑化、C4 駐車・駐輪対策の実施が目立った。すなわち、多

数の人に向けた街のバリューアップの活動をする傾向があると

言える。 

【グループ②：まちづくり会社×中都市】 

まちづくり会社の特徴である「E:民間施設の利用」の割合が大き

く、その中でもリノベーションスクールなどのA7セミナー・シ

ンポジウム、E4 空き店舗対策（家守）の実施が目立った。すな

わち、空き家や空き店舗等のリノベーション関連の活動を実施す

る傾向があると言える。 

【グループ③：まちづくり会社×小都市】 

まちづくり会社・小都市の特徴である「D:公共施設管理」、「E:

民間施設の利用」の割合が大きく、その中でもD1指定管理、E4

空き店舗対策（家守）、E5不動産事業（開発・管理）の実施が目

立った。すなわち、公共施設や民間施設を利用し、街の交流を促

進する活動を実施する傾向があると言える。 

【グループ④：一般社団・財団法人×大都市】 

一般社団・財団法人、大都市の特徴である「B:情報発信」、「C:

防災・防犯・環境」の割合が大きく、その中でもA3芸術、B2広

告事業、B5調査・研究、C3美化・清掃の実施が目立った。すな

わち、多数の人をエリアに引き込みながら、街の環境改善の活動

を実施する傾向があると言える。 

【グループ⑤：一般社団・財団法人×中都市】 

一般社団・財団法人の特徴である「B:情報発信」、「C:防災・防犯・

環境」の割合が大きく、その中でもB5調査・研究、C2広告事業

の実施が目立った。すなわち、エリアの環境改善をしながら、周

辺大学等と協力して研究を進める活動を実施する傾向があると

言える。 

 

3. 制度の利用実態 

3-1. 推進法人の利用可能制度種類 

推進法人が利用できる制度は、全 41制度ある 9)。それらは大

きく「A:特例・計画・協定」と「B:税制・財政支援」の２つに分

けることができる（表-4）。そのうち、前者のAに属し、推進法

人による活用実績 10)がある5つの制度、「道路占用許可の特例」、

「都市公園占用許可の特例」、「都市利便増進協定の締結」、「都市

再生整備歩行者経路協定の締結」、「都市再生整備計画の提案」に 

 

制度未使

用団体, 43, 

64%
1個, 

8, 12%

2個, 

9, 13%
3個, 

6, 9%

4個,

1, 2%
5個,

0, 0%

制度利用

団体, 24, 

36%

制度未使用団体 1個 2個 3個 4個 5個

道路占用許可の特例, 

14, 27%

都市公園占用許可の特例, 

3, 6%
都市利便増進協定の締結,

21, 40%

都市再生整備歩行者経

路協定, 

1, 2%

計画提案,

13, 25%

道路占用許可の特例 都市公園占用許可の特例 都市利便増進協定の締結 都市再生整備歩行者経路協定 計画提案  

【図-6】制度活用の有無と利用制度数 【図-7】 制度別の実績数 

【表-4】推進法人が利用できる制度 

分類名 
（制度数） 

項目 制度 
エリマネ組
織全体 
利用可 

推進法
人のみ
利用可 

A 
 

特例・計
画・協定 

 
（26） 

道路占用許可、河川敷地占
用許可、都市公園占用許可
の特例 

道路占用許可の特例 ○  

河川敷地占用許可の特例 ○  
都市公園占用許可の特例 ○  

都市再生整備計画に基づく
協定等 

都市利便増進協定 ○  
都市再生（整備）歩行者経路協定 ○  

低未利用土地利用促進協定 ○  

滞在快適性向上区域（まち
なかウォーカブル区域）で
活用可能となる制度等 

一体型滞在快適性等向上事業 ○  

都市公園法の特例等 ○  
駐車場法の特例等 ○  

普通財産の活用 ○  

関連制度等 

立地誘導促進施設協定（コモンズ協定） ○  

低未利用土地権利設定等促進計画 ○  
歩行者利便増進道路（ほこみち） ○  

計画の提案 
（都市再生特別措置法） 

都市再生整備計画の作成等の提案  ○ 
都市計画の決定等の提案  ○ 

まちなかウォーカブル区域内における景観計画
等の提案 

 ○ 

協定への参画 
（都市再生特別措置法） 

公園施設設置管理協定への参画  ○ 
都市利便増進協定への参画  ○ 

低未利用土地利用促進協定への参画  ○ 
跡地等管理等協定への参画  ○ 

計画の提案、 
協定への参画以外の都市
再生特別措置法に基づく特
例 

看板等設置に係る都市公園の占用許可の特例  ○※ 
普通財産の活用  ○ 

道路の占用等の許可の申請手続き  ○ 
誘導施設に係る都市再開発法の特例  ○ 

市町村都市再協議会の組織  ○ 
市町村や国等による支援  ○ 

B 
 

税制・財
政支援 

 
（15） 

居心地が良く歩きたくなる
空間形成に対する予算支
援 

官民連携まちなか再生推進事業 ○  
まちなかウォーカブル推進事業 ○  

まちなか公共空間等活用支援事業 ○  

民間まちづくり活動の財源
確保に関する制度等 

民間まちづくり活動の財源確保に向けた枠組み
の工夫に関するガイドライン 

○  

地域再生エリアマネジメント負担金制度（内閣
府） 

○  

税制特例 

ウォーカブル推進税制  ○※ 
都市再生推進法人に土地等を譲渡した場合の譲
渡所得の特例 

 ○ 

立地誘導促進施設協定における課税標準の軽
減 

 ○ 

財政支援 

官民連携まちなか再生推進事業の活用  ○ 

都市安全確保促進事業の活用  ○ 
都市・地域交通戦略推進事業の活用  ○ 

都市再開発支援事業の活用  ○ 
都市環境維持・改善事業資金（エリアマネジメン
ト融資）の活用 

 ○ 

まちづくりファンド支援事業（民都機構による支
援）の活用 

 ○ 

交流・滞在空間の充実化に対する金融支援（民
都機構による支援）の活用 

 ○ 

【表-5】制度活用により実施している事業 

制度名 
（実績数） 

項目 該当数 詳細 

道路占用許可
の特例 （14） 

オープンカフェ 11 

22 

飲食施設・購買施設の設置 等 

広告 7 
広告板・バナー広告の設置、デ
ジタルサイネージの実施等 

サイクル 2 シェアサイクルの実施等 

その他 2 
休憩施設の設置、社会実験の実
施等 

都市公園占用
許可の特 （3） 

サイクル 3 3 サイクルポートの設置 

都市利便増進
協定 （21） 

イベント 7 

30 

施設を利用したイベントの開催
等 

美化 10 清掃・美化活動等 
安全 5 点検、マナー周知等 

景観 4 良好な景観の保全等 
その他 4 日常管理全般等 

都市再生歩行
者経路協定 
（１） 

日常管理 1 1  

都市再生整備
計画の提案 
（13） 

道路占用許可の特例に関する事項 7 

16 

 
都市公園占用許可の特例の特例に関する事項 0  

都市利便増進協定に関する事項 5  
都市再生整備歩行者経路協定に関する事項 1  

都市再生整備計画に関する事項 1  

その他 2 
広告事業・駐輪場事業・シェアサ
イクル事業等の実施 
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着目し、制度活用の現状をみていく。 

3-2. 制度利用団体数と活用実績 

制度の実績数を図-6に示す。図-6より、全67団体のうち制度

を利用する団体は24団体、36％と少数派であるが、それらの団

体のうち3分の2は複数の制度を活用する傾向があり団体間で制

度の利用に偏りがあると言える。 

図-7より、5つの制度の全52実績のうち、実績数が10を超え

る制度は3つあるものの残る2つの制度では一桁台であり、利用

されている制度、されていない制度の差異が大きいと言える。 

3-3. 制度の利用による活動 

制度の利用によって推進法人が実施する活動を表-5 に示す。

道路占用許可の特例を利用した活動ではオープンカフェ事業や

広告事業、都市公園占用許可の特例を利用した活動ではサイクル

ポートの設置、都市利便増進協定を利用した活動では美化やイベ

ント、といった活動の実施が多くみられた。また、計画の提案で

は他の制度に関する事項の提案が主であり、なかでも道路占用許

可の特例と都市利便増進協定に関する事項の提案が多く見られ

た。これらのことから、制度の利用によって実施する活動内容は

限定的で偏りがあり、実施できる活動の幅が狭いと考えられる。 

3-4. 制度の利用における課題 

上記の5つの制度において、アンケート結果から制度利用団体

と未利用団体で活動における課題を比較した（図-8）。利用団体

では、資金に加え連携で課題を感じる団体が多く、行政との対等

な関係性の構築や公共空間使用時の警察や各所との調整などが

課題として挙げられた。例として清掃の活動では、推進法人をボ

ランティアとして頼り、その対価が十分でない、という回答が挙

げられ、ハードだけでなくソフトのまちづくりを実行する主体に

対してさらに対価を充実させる必要があると考えられる。 

一方で、未利用団体では資金や人材が課題であると感じる団体

が大多数であり、運営上の課題が制度利用にも影響を及ぼすこと

がわかった。例えば、一般社団法人市駅グリーングリーンプロジ

ェクト 11)では、「現在は常設の事務局機能がなく、役員等も本業

と兼務しているため、常勤スタッフを雇用できるだけの人件費を

賄えるような事業展開を目指したい」との回答が得られ、資金と

人材の課題も結びついていることが明らかになった。また、一般

財団法人柏市みどりの基金 12)では、「公共空間に広告を出せる制

度を利用しても人通りが多くない場所では収益性が見込めない」

という回答が得られ、エリアにより異なる立地条件により、制度

を利用しても収益性が見込めず制度利用に至らない、という実態

も明らかになった。 

これらのことから制度利用における課題の実態として、連携で

は対等な関係性や調整のスムーズ化が課題であり、ソフト面のエ

リマネを行う推進法人への対価の充実、行政窓口の一体化等の各

所との連携・調整の簡略化をさらに広げていく必要がある。また、

安定的な財源・人材の確保によって推進法人の運営を安定させる

ことが制度利用を促進させることにも繋がると言え、さらなる支

援策の充実や周知が必要であろう。 

3-5. 小括 

3-1.～3-3.より、推進法人の制度の利用実態として団体間、制

度間、制度利用による活動内容、の3つで偏りがあることが明ら

かになった。 

これらのことから、2章で推進法人の多様な活動の実態が明ら

かになる一方で、それらを支援する有効な制度が不足しているこ

とが明らかになった。特に、既存の制度では支援内容に偏りがあ

り、上記の3つの偏りが生じていると考えられる。そのため、多

様な活動内容に対応できる支援内容、その周知が今後官民連携ま

ちづくりを推進するうえで必要であろう。 

加えて 3-4.より、制度を利用しソフト面の活動を実施する推

進法人へのさらなる対価の充実、安定的な財源・人材による推進

法人の運営の安定化も、今後制度を利用した官民連携まちづくり

を推進するにおいて必要であろう。 

 

4. 推進法人の運営の実態 

4-1. 推進法人の指定を受けた経緯 

アンケート調査により推進法人の指定を受けた経緯を明らか

にした。図-9 より、全 38 のアンケート回答団体体のうち、32

団体が行政との連携を選択しており、行政との連携に魅力を感じ、

推進法人の指定を受けるに至る傾向があるわかった。しかし、こ

こでの連携とは共同で事業を進めるという連携ではなく、制度の

利用や住民等からの信頼度の向上などというサポート的意味で

の連携である(4）。 

また、アンケート回答団体の約半数が事業幅の向上に惹かれ、

推進法人の指定を受けており、事業幅の向上も推進法人の指定を

受ける魅力のひとつであると言える。 

4-2. 推進法人の指定による変化 

推進法人指定前後での変化を感じている団体は 38 団体中 28

団体、76％であり、変化の内容は大きく「位置付け」「事業領域」

「制度」「その他」の4つに分けることが出来た（図-10）。 

4
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資金 人材 連携 事業方針 活性化 その他

制度利用団体（16） 制度未利用団体（22）  

【図-8】制度利用・未利用団体の活動における課題 
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【図-9】推進法人の指定を受けた理由
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【図-10】推進法人の指定前後での変化の有無と変化内容 
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なかでも多くの団体が変化を感じているのは位置付けである。具

体的には、公的位置付けを付与されることによる社員の意識の向

上や地域住民からの理解の向上、行政との調整のスムーズ化、な

どが挙げられた。これらのことから、推進法人になることで社会

的な信用や位置付けが向上していることが明らかになった。 

4-1.を踏まえ、行政との連携による信頼度の向上に関しては、

指定後に社会的位置付けの変化を感じる団体が多く、推進法人に 

なった目的が果たされていると言えるが、制度の利用に関しては、

3章より利用が進んでいないのが現状であり、推進法人になった

目的が十分に果たせているとは言い難いだろう。 

4-3. 運営上の課題 

3-4.より、運営上の課題点としては、資金と人材が大きな課題

であり、資金においては、安定的かつ継続的な資金の確保、人材

においては若者のプレイヤーがいないことが挙げられた。 

また、昨今の新型コロナウイルス感染症によるコロナ禍で新たな

課題が生まれていることも分かった。具体的には、コロナ禍によ

る収益の減少や密を避けた賑わい創出などが挙げられ、事業の方

針転換が求められている。そのなかで、一般社団法人新虎通りエ

リアマネジメント 13)では、道路占用許可のコロナ特例の制度を

活用し、沿道店舗でテラス席を設置し、屋外空間を活用した活動

を実施していた。 

これらのことから、推進法人は他のエリマネ組織に比べ行政と

の連携がしやすい利点を活かし、今後さらに制度を利用した官民

連携まちづくりを推進していくことが求められている。 

 

5. まとめ 

本研究では推進法人67団体を対象に、エリアマネジメントの

実態について、①推進法人の活動内容、②推進法人の制度の利用

実態、③推進法人の運営の3つの観点から明らかにした。 

①の推進法人の活動内容では、推進法人の法人形態・都市規模

の違いで実施活動の特徴にも違いがあることがわかった。具体的

に法人形態では、まちづくり会社ではハード面の運営・管理を中

心とした活動、一般社団・財団法人では公共空間の利活用を中心

とした活動、NPO法人ではソフト面を中心とした活動を実施する

傾向にあることがわかった。都市規模では、都市規模が大きいほ

どエリア一体の空間資源を活用する活動、小さいほどの既存の建

物資源を活用する活動を実施する傾向にあることがわかった。ま

た、法人形態と都市規模の組み合わせによる類型においては、活

動の大枠であるカテゴリーにおいては法人形態や都市規模の特

徴が表れるが、活動の詳細項目では各類型で特徴が異なることが

明らかになり、多様な活動の実態が明らかになった。具体的には、

グループ①（まちづくり会社×大都市）では広告や美観形成、

駐車対策などで多数の人に向けた街のバリューアップを図る活

動、グループ②（まちづくり会社×中都市）ではリノベーショ

ン関連の活動、グループ③（まちづくり会社×小都市）では公

共施設・空間等と活用した交流拠点創出の活動、グループ④（一

般社団・財団法人×大都市）では、広告や集客イベント等で街

へ人を引きこむ活動、グループ⑤（一般社団・財団法人×中都

市）では産官学で街の環境改善をしつつ、公共空間を活かす活動

を実施する傾向にあることがわかった。 

②の制度の利用実態からは、実績のある5つの制度で、団体間、

制度間、制度利用による活動内容、の3つで偏りがあることが明

らかになった。また、制度利用団体と未利用団体の活動上の課題

の比較により、資金と人材という組織の運営上の課題が制度利用

にも影響を及ぼすこともわかった。これらのことから、①の活動

内容から多様な活動の実態が明らかになった一方でそれを支援

する有効な制度が不足していると言えるだろう。 

③の運営の実態では、行政との連携に魅力を感じ推進法人にな

る傾向があることがわかったが、その連携とは事業を共同で進め

るのでなく、制度の利用や位置付けの変化という意味での連携で

ある。しかし、指定後の変化として社会的な信用を得ることが出

来た点で変化を感じているのに対し、制度の利用に関しては利用

が進んでおらず、推進法人になった目的が十分に果たせていると

は言えない現状が明らかになった。 

また、制度利用が進まない背景には資金と人材という推進法人

の運営上の課題が関係しており、安定的かつ継続的な資金・人材

の確保などによって推進法人自体の運営を安定させることが制

度利用にもつながると考えられる。さらに新たな課題としてコロ

ナ禍による収益の減少などから事業方針の転換が求められてお

り、行政と連携しやすいという利点を持つ推進法人は今後さらに

制度を活用したエリマネを実施していくことが重要であると考

えられる。 

そのために、多様な活動内容に対応できる支援内容とその周知、

また制度を利用した活動を実施する推進法人への対価の充実、安

定的な財源・人材による運営の安定化、その支援、が今後官民連

携まちづくりを推進するうえで必要であろう。 
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