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As an organization that utilizes public space to create the bustle of the area, the company for promoting urban 

renaissance attracts attention. The company of an incorporated corporation for promoting urban renaissance is given a 

public position. Therefore, we investigate the current situation of business utilizing public space by the company for 

promoting urban renaissance and the influence of corporate designation, etc. by using nationwide questionnaire survey. 

As a result, many corporations had the fact that they could implement public approaches involving local governments 

and others. However, some corporations recognize issues that the special case of permission for road occupancy apply 

only to limited projects, and lack of the police understanding of this system. Therefore, a clear criterion is required for 

application for road use permission by the company for promoting urban renaissance.  
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１．背景と目的 

行政による公共空間の管理や活用は、平等性を担保する必要が

あるため利用規制が厳しく、まちに賑わいをもたらすイベントの

開催や、オープンカフェの設営といった公共空間の積極的な活用

における障壁が大きい 1)。それを解決する役割として、都市再生

特別措置法の改正に伴い市町村による指定が可能となった都市

再生推進法人（以下、推進法人という）が注目されている。推進

法人はまちづくり会社や NPO 等に法的な位置付けを与えるもの

であり、これまで市町村のみが可能であった都市再生整備計画を

提案でき、道路上に広告板・オープンカフェ等を設置できる道路

占有許可の特例などの活用が可能となった 2)。 

都市再生推進法人制度に着目した既往研究としては、芦野ら 3)

による設立時における法人制度導入に関する研究、泉山ら 4) によ

る法人制度活用による事業継続性に関する研究、それらに基づい

た伊藤ら 5)による推進法人によるエリアマネジメントの実態を通

じて事業種別の運営上の有用性を把握した研究が存在する。伊藤

らの研究では、各推進法人における事業の継続性の確保の観点か

ら、様々な事業における収益性と法人制度の活用数を明らかにし

ているが、都市再生整備計画に基づく公共空間活用における事業

の実施状況と、公共空間を活用する際に法人制度の影響により新

たに生じた効果については明らかになっていない。また、伊藤ら

は 2014 年 7 月現在の 15 団体を対象に調査を実施しているが、

2016年 3月現在では推進法人は 22団体に増加している。 

そこで本研究では、推進法人を対象に、各推進法人による公共

空間を活用した事業の現状と法人指定による影響等を調べるこ

とで、推進法人による公共空間活用事業に対する現行制度の課題

を明らかにする。そして、より活発に公共空間を活用し地域の賑

わいを生み出すため制度の運用方法と、その中で推進法人が公共

空間の活用において取り組むべき方策について示すことを目的

とする。 

 

２．調査方法 

2016年 3月 31日時点で推進法人の指定を受けている全 22団

体に対してアンケート調査を実施した。表 1に実施概要を、表 2

に調査対象団体を示す。 

 

３．調査結果・考察 

（１）都市再生推進法人による事業内容 

調査実施時に推進法人が実施している事業内容を図 1 に示す

（複数回答）。行われている事業の中で最も多いのは「公共空間を

利用したイベント運営」で 11 団体により行われており、次いで

「地域情報の発信」と答えた団体が 10団体と多かった。 

公共空間を活用した事業と考えられる「公共空間の管理」「公共

空間を利用したイベント運営」を回答した団体は、アンケート調 

 

表 1 アンケート調査概要 

配布方法 ｅメールまたは郵送による配布 

配布日 2016年12 月2 日 

回収方法 メールまたは郵送による回収 

回収期限 2016年12 月15 日 

有効回収数 16 

回収率 72.7% 

調査内容 

事業全般につ

いて 

現在の事業内容 

主力としている事業 

事業場所・内容 

管理している公共空間 

事業を実施している公共空間 

公共空間の所有者および管理者 

活動内容および回数 

事業における

影響 

法人指定により期待していた効果 

期待していた効果に対する成果 

法人指定による成功事例 

制度の課題と

今後の展開 

事業に対する制度の働き 

課題と制度の改善案 

今後の事業展開の方向 
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表 2 調査対象団体 

法人種別 名称 市区町村 

まちづく

り会社 

札幌大通まちづくり（株） 札幌市 

（株）まちづくりとやま 富山市 

（株）飯田まちづくりカンパニー 飯田市 

（株）まちづくり川越 川越市 

まちづくり福井（株） 福井市 

秋葉原タウンマネジメント（株） 千代田区 

牛久都市開発（株） 牛久市 

草津まちづくり（株） 草津市 

（株）まちづくり東海 東海市 

えきまち長浜（株） 長浜市 

田名部まちづくり（株） むつ市 

一般社団

法人及び

一般財団

法人 

（一社）大手町・丸の内・有楽町地区 

まちづくり協議会 

千代田区 

（一社）柏の葉アーバンデザインセンター 柏市 

（一財）柏市まちづくり公社 柏市 

（一財）柏市みどりの基金 柏市 

（一社）グランフロント大阪TMO 大阪市 

（一社）新宿副都心エリア環境改善委員会 新宿区 

（一社）有楽町駅周辺まちづくり協議会 千代田区 

（一社）日比谷エリアマネジメント 千代田区 

（一社）荒井タウンマネジメント 仙台市 

NPO法人 南信州おひさま進歩 飯田市 

飯田応援ネットイデア 飯田市 

 

 

図 1 都市再生推進法人が実施している事業内容 

図 2 推進法人が実施している公共空間を活用した事業内容 

表 3 法人が活用している空間の管理状況による分類 

管理を行っている空間が 

活動の中心 

事業実施のみの空間が活動の中心 

有楽町駅周辺まちづくり協議会 秋葉原タウンマネジメント 

まちづくり東海 グランフロント大阪TMO 

柏市まちづくり公社 新宿副都心エリア環境改善委員会 

荒井タウンマネジメント まちづくり福井 

柏市みどりの基金 飯田応援ネットイデア 

まちづくりとやま 
 

 

 

図 3 事業を実施している公共空間の所有および管理状況 

 

査の 11団体以外に、ヒアリング調査、文献調査(1)の結果を含める

と全 22団体中 16団体において確認できた。 

（２）都市再生推進法人による公共空間活用 

推進法人が実施している公共空間を活用した事業内容を図 2に

示す。「カフェ・レストラン」が 12団体、「買い物イベント」が 11

団体と比較的多くの法人によって実施されている。また、アンケ

ート調査に回答した 16団体中 9団体において、3種類以上の項目

の事業を行っていることから、多様な事業を実施している法人が

多いことが伺える。 

（３）活用している公共空間の管理状況 

推進法人が活用している公共空間は、推進法人が空間の管理を

行いつつ事業を実施しているものと、管理は行わないがイベント

等の事業に使用しているものに分けることができる（図3、表3）。

推進法人が管理を行っている空間は14ヵ所中12ヵ所が公有地で

あるが、事業実施のみの空間には私有地も 14ヵ所中 5か所在し

ている。 

（４）活用している公共空間の活動頻度 

活用している公共空間での活動頻度を、推進法人ごとに大まか

に 3段階に分類したものを表 4に示す。「芸術の披露」「買い物イ

ベント」を中心に活動頻度が高い法人（秋葉原タウンマネジメン

ト、グランフロント大阪TMO）はいずれも大都市圏に立地し、こ

れらでは管理は行わず事業利用のみの空間が活用の中心であっ

た。一方、地方及び郊外に所在し月 1回以上の頻度で活動を実施

する法人（まちづくり東海、柏市まちづくり公社など）では、駅

前広場を中心に利用だけではなく管理も行っていることが分か

った。 

公共空間を活用した事業を月 1回以上のペースで実施している 
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表 4 活用している公共空間の活動頻度による法人の分類 

大（年間200回以上） 中（年間12～100回） 小（年間4回以下） 

秋葉原タウンマネジ

メント 

グランフロント大阪

TMO 

有楽町駅周辺まちづ

くり協議会 

まちづくり東海 

荒井タウンマネジメ

ントﾄ 

柏市まちづくり公社 

柏市みどりの基金 

新宿副都心エリア環

境改善委員会 

まちづくり福井 

飯田応援ネットイデ

ア 

 

表 5 大都市型と地方都市・郊外型での事業実施状況の違い 
 

都心型 地方都市・郊外型 

法人例 秋葉原タウンマネジメント 

グランフロント大阪TMO 

まちづくり東海 

柏市まちづくり公社 

活用している

公共空間 

私有地・公有地 公有地のみ 

自法人による

管理の有無 

事業実施のみの場合が多い 管理も含めて行う 

 

 

図 3 法人指定により期待した効果及び実際の成果 

 

推進法人は、都心型と地方都市・郊外型の 2種類のタイプに分類

でき、これらの事業実施状況等の特徴を整理すると表 5のように

なる。都心型の推進法人では活動内容に応じて私有地も活用して

いる。しかし空間の管理は他団体が行っており、推進法人は事業

内容に応じて場所を使い分けている。その一方で、地方都市・郊

外型の法人では、活用する空間は公有地が中心であり、その場所

を自らが管理するとともに、事業を実施している。このことから、

都心部では、他団体や行政が所有し集客を得やすい空間を事業に

応じて利用することが、事業の成功に繋がっていると考えられる。

その一方で地方都市や郊外では、人々が集まるポテンシャルが高

い場所が、駅前広場等の公有地となる場合が多い。そのため、自

治体からの管理委託を受けて事業実施までを一体的に行う方が

効率的になっていると考えられる。 

（５）都市再生推進法人の指定に対する効果と成果の認識 

推進法人の指定が公共空間を活用する事業に与えている効果

として、各推進法人が設立当初に期待した効果、及び期待した効

果に対し推進法人が認識している成果を図 3に示す。推進法人は 

表 6 制度の課題意識 

主な論点 現行制度の課題 

法により扱いが異

なる空間への対応 

複数の位置付けの空間（道路、公園、公開空地

等）を一体的に利活用できるような制度が存在

しない。 

道路占用・使用 

行政の縦割りによる弊害。都市整備関係の部署

で規制緩和していても、消防や警察、保健所等

の許可申請が従来通りである。 

道路使用許可の基準について地域によるバラ

つきがある。 

推進法人による道路使用許可申請の基準が明

確でない。 

道路占用における警察との協議が十分に行わ

れていない。 

道路占用と道路使用の規制緩和、特に都市再生

法人の位置付けについての警察での理解の向

上が必要。税制上の優遇措置を受けられない。 税制 

課税の特例を受けられない。 

法人の運営 
市の予算査定の状況により、運営が厳しい状

況になる可能性がある。 

制度を活用せず 

現状の活動は都市再生推進法人であるかない

かは関係ない。 

指定以後活動実績が無い。 

 

自治体等が関わる公的な取り組みの実施を指定効果として最も

期待しており（7団体）、これに対してまちづくり東海など 5団体

がその成果（自治体共催のイルミネーションイベントの実施等）

を認識していた。一方、地域への信用創出を期待した 6団体のう

ちその成果を認識しているのは 2団体であり、自治体支援を期待

した5団体のうちその成果を認識しているのは2団体のみである。

推進法人の指定により、自治体との関わりが生まれ協力は受けや

すくなったが、自治体以外との交渉が必要な事業に対しては、推

進法人が考える通りの事業を実行しづらい状態にあると考えら

れる。 

（６）都市再生推進法人制度への課題認識 

各推進法人が考える現行制度の課題を表 6に示す。9団体が現

行の制度に対しての課題を挙げていた。課題として一番多く挙げ

られたのが、道路占用・使用についてであった。複数の団体の回

答から、警察への許可申請にあたって道路占用・使用の緩和がさ

れないことや、都市再生推進法人の制度自体に対して、警察の理

解が不足していることが明らかとなった。そのためには、推進法

人による道路使用許可申請の明確な基準化が求められると考え

られる。また、依拠する法制度が異なる複数の空間を一体的に活

用できる制度の必要性も指摘されており、推進法人の指定を受け

ることで道路占用許可の特例を受けることができる事業の拡充

も求められると考えられる。 

そのほかの課題として、推進法人に対する課税の特例について

挙げられている。推進法人に対する課税の特例として現在適用さ

れているものに、特定住宅地造成事業等のための特別控除がある。

控除の詳細を表 7に示す 6)。しかし、適用対象となる都市再生推

進法人が、公益社団法人または公益財団法人である必要があるた

め、2016年 3月 31日時点ではいずれもこの制度を活用すること 

2

2

5

2

1

3

2

4

1

0 2 4 6 8

指定前では利用できない場所

が利用できる

自治体から支援・融資を受け

ることが出来る

税制の優遇を受けられる

自治体等が関わる公的な取り

組みを実施することが出来る

公的な指定を受けたことで地

域への信用を生み出す

その他

期待通りの効果が出ている 期待には少し届いていない
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表 7 特定住宅地造成事業等のための特別控除 

適用される

ケース 

個人又は法人が、都市再生整備計画に記載された事業

の用に供するために、当該都市再生整備計画の区域内

にある土地等を、地方公共団体又は都市再生推進法人

に買い取られる場合 

適応対象 公益社団法人・公益財団法人 

適用される

税制度 

所得税・法人税 

（租税特別措置法34条2項、65条4項、68条75項に

基づくもの） 

控除金額 1,500万円 

適用期限 なし 

 

ができる法人資格を有しないことが分かった。そのため、推進法

人の実状に応じた課税のしくみが求められていると考えられる。 

（７）他の制度・事業を利用した公共空間活用 

推進法人の指定による公共空間活用の成功例として推進法人

が考えているものには、他の制度・事業を活用している事例が複

数挙げられている。これは、推進法人の指定を受けることで市町

村や国からの情報の提供や助言を受けることはできるものの、費

用や実際の活動に対しての補助を受けるためには、都市利便増進

協定を締結し市町村との役割分担を明確に位置付けることや、同

協定に基づく施設整備等を含む実証実験等を行うことで、民間ま

ちづくり活動促進事業の助成を受けることが必要となってくる

ためである。 

グランフロント大阪TMO、まちづくりとやま、まちづくり東海

では、地域のまちづくりのルールを地域住民が自主的に定めるた

めの協定制度で、地域のエリアマネジメントを継続的に取り組む

際に定められる、都市利便増進協定の締結を行うことで、歩道空

間の維持管理などに活用している。 

また、新宿副都心エリア環境改善委員会では、国際的な拠点の

形成等を図る際に、道路空間における余地要件の基準の適用を除

外できる国家戦略道路占用事業の指定を東京都から受けている。

これにより、民間の公開空地、新宿区の中央公園、都道の歩道を

一体的に活用できている。 

これらの事例より、制度・事業を活用するためには、公共空間

を用いた事業を単独で進めていくのではなく、協定制度等に関わ

るエリアマネジメント制度との連携を図ることが必要であると

考えられる。そして連携を図る上では、事業により多くの主体が

関わることができるようにするため、地域のエリアマネジメント

を進める中で、公共空間を用いた事業がどのような効果をもたら

すかを、行政や地域住民に対し明確に示していくことが重要だと

考えられる。 

 

４．まとめ    

（１）空間の管理手法 

 推進法人による公共空間の管理手法は、都心型と地方都市・郊

外型の 2種類に分類できた。都心での活動が主体となる推進法人

では、自らの管理でなくとも集客力のある空間を実施事業に応じ

て利用しており、地方都市や郊外での活動が主体となる法人では、

空間管理と事業実施までを一体的に行うことが効率的な事業実

施に繋がっている。 

（２）推進法人制度に対する課題認識 

法人指定により、推進法人と自治体との繋がりが生まれ、事業

に公的位置付けを付与しやすくなっている。しかし、①推進法人

による道路使用許可申請、②特定住宅地造成事業等のための特別

控除における課税の特例が適用対象外であることなどに関して、

現在の制度には課題がある。 

道路使用許可申請に関しては、推進法人による道路使用許可申

請において、どのような事業であれば許可を得ることができるの

かを示す明確な基準の設定や、推進法人の指定を受けることで道

路占用許可の特例を受けることができる事業の拡充が求められ

ている。また、推進法人に対する課税の特例として現在適用され

ている、特定住宅地造成事業等のための特別控除においては、指

定されている法人の法人格などの実情に応じた仕組みづくりが

求められている。 

（３）推進法人による公共空間活用を進める今後の方策 

 推進法人が事業実施費用や実際の活動に対しての補助を受け

るためには、都市利便増進協定を締結し市町村との役割分担を明

確に位置付けることや、協定に基づく施設整備等を含む実証実験

等を行うことで、民間まちづくり活動促進事業の助成を受けるこ

とが必要となってくる。これらの制度は地域のエリアマネジメン

トを進めていく中で定められているものが多い。そのため、それ

ぞれの地域のエリアマネジメントの方針と合致するように、推進

法人が公共空間を活用する目的とそれにより地域に与える効果

を明確に示し、エリアマネジメントの意識を持って事業を実施し

ていくことが、地域全体の理解も得られ推進法人による公共空間

活用への手助けを得られやすいと考えられる。 

 

補注 

(1) 公共空間を活用した事業が行われていない一部の団体に対し

ては、事業内容については、電話でのヒアリング、各法人のホ

ームページを参照する文献調査により代替して調査を行った。 
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