
第２回徳島市中心市街地活性化協議会 議事録 
 
と き  令和３年６月１０日 午後３時〜午後４時５０分 
ところ  徳島グランヴィリオホテル１階 ヴィリオルーム 
 
 

（独法）中小企業基盤整備機構による講演 
 中心市街地活性化とは 

久留米市で行われたイベントを見ながら、「中心市街地活性化とはどういうことか」を説明したい。 
（イベントの写真から）車いす、親子連れ、子どもといった様々な人が集まっているが、このような

“イベントを行うから人が集まる”のではなく、”人が集まれる、にぎわえる場所を作る”ことでエリアの
価値を高め、徳島市の全体最適を目指すことが中心市街地活性化である。ここで重要なのは、ハード整
備ができればにぎわうのではなく、作ったハードを使い倒すことができるかどうかである。また具体的
に言えば、活性化とは 1 点目は商業の収益が増えること、2 点目は税収の確保、3 点目はまちの価値の
向上である。中心市街地が活動の場として使われるようになり、色々な人が集い、また次の世代が育っ
ていくということを国からの支援策を活用しながら行っていくことになる。 
 

 中心市街地活性化の目的 
中心市街地活性化の目的として、「健康で安心して暮らせるまち」がある。子どもたちへ負荷を残すこ

とは避けなければいけない。また東京が廃れている日本には行きたいとは思われない。中心市街地の機
能が衰えてきたとしても、その役割は確固たるものがあり、重要性が高い。 

現代の地域活性化に求められるものはたくさんあるが、第一に商業床を増やさず、今あるものを活用
することが大切である。また高齢になって様々なハンデが出てきたとしても楽しめる場所にすることも
必要かもしれない。また徳島市に限らず、中心市街地にはビルや店舗の老朽化、空き家･空き店舗、高齢
化の進行、事業承継などの課題がある。そこで中心市街地活性化協議会がハブとなり、連携を取ってい
くことが重要である。 
 

 商店街を事例とした、中心市街地活性化に重要な視点 
空き店舗問題を事例として挙げると、創業支援の中で「賃料が高いのではないか」「空いているならば

もっと賃料を安くするべきだ」という声をよく聞くが、オーナーには貸せない理由＝不安がたくさんあ
る。それを解消していかなければいけない。その取組を通じて不動産情報が集約され、通常であれば複
数の不動産業者にまたがる店舗の空き情報と家賃情報が分かる。創業者を誘引する時にも、制度的な部
分もあるが創業塾のような取組が伝わっていないことも多い。そういった人がつながる仕組みの面でも
エリアの価値向上に取り組んでいく必要がある。 

次に、商店街とショッピングセンターについて。日本全国に衰退した商店街があるが、衰退が起こっ
た原因として、持っている力が外に伝わっていない、地域の課題に向き合っていない、あるいは依存先
であったデパート等が撤退したといった例もある。また隣接する店舗同士のアドバイス等も不文律があ
りできない状況が続くと、お店が減っていき、相互の関係性が薄くなっていくというケースもよく見る。
今はネットショッピングの時代であるという人もいるが、実店舗には思いがけない提案や商品との出会



いがある。リアルとネットの違いを明確化していくことで買い物の場として商店街が再認識されたケー
スもある。 

元気な商店街の共通項としては、既存のものを使い倒している点がある。歴史やストーリーといった
ものはもちろん、ハード整備自体の是非ではなく、そこへ来る人をどうもてなすか。久留米市では、コ
ンサートへ来た人が 10 年ぶりに商店街へ足を踏み入れる、またコンベンションで初めて来る人もいる。
その方々をもてなすことで副次的な効果があるのではないかということをよく話す。それから地域の課
題と向き合う、共有する、外部との連携を行う、誰が何のためにということを明確にする、といったこ
とが行われているケースが多い。 

何のためにこの話をしたかといえば、中心市街地活性化基本計画という大きな目標にむかって、より
大きいな効果を得るためには、色々な方々が自分の立場で努力する必要があるからである。この協議会
は徳島市へ意見を言う場ではあるものの、それだけではなく、皆さん、皆さんが所属している団体、あ
るいはまちの方々が様々な形で協力してくれるのかが非常に重要である。よく事例として挙げられる日
南市の油津商店街で行われているコンテナハウス等の取組は、中心市街地活性化基本計画には載ってい
ないが、計画の効果促進のために⺠間事業者がお⾦を出し合った事業である。まず皆さんでできること
を考えてもらうことが重要で、決して市任せ、商工会議所任せでしていいことではないということだけ
はわかってもらいたい。 
 

 中心市街地活性化に重要な視点・久留米市の事例 
久留米市では、毎週タウンマネジメント会議を開き、市、会議所、私、まちづくり会社で今週の動き

やこれからどうするかを明確に考えていく機会にしている。私がまちの中を回って救い上げた意見がそ
こへ入っていく。一概には言えないが、まちづくり会社に期待される役割･性格として、ディベロッパ
ー、まちのマネジメント、企業性、地域への密着性、公益性が挙げられる。もちろん課題によって向き
合い方は異なるため、検討を様々していかなければいけない。現在は目的別のまちづくり会社が多くな
ってきていて、計画に記載がない場合でも何か事業をやりたいときに設立するというケースもある。要
は参画する人を増やす＝シビックプライドの醸成が中心市街地活性化のカギであり、決して人任せにし
ないという意識を持ってもらえればと思う。 

人が集える場所とはどういうことかというと、商店街であれば「入りやすいより出やすい店」といっ
たことを目指すことだとよく言われる。ただし個店の再生は稼ぐことであるということは明確に分かっ
てもらいたい。ないものねだりではなく、あるものを探して使っていくしかないので、具体的な方法に
ついては皆さんの中でまず考えてほしい。流通科学大学の⻑坂准教授のことばで、「まちづくりに 2 軍
もベンチもない」という言葉がある。人任せでなく、2 軍もベンチもなく、それぞれが 1 軍で、それぞ
れの形の中でできることを考えていくことが筋書きとして非常に良い流れである。 

久留米市では、中心市街地活性化基本計画前に空き店舗率が 26%だったところを、倉庫や大規模改修
が必要なところを含めて 13%まで減らしている。コロナ禍で路線価が下がらなかったのは商業者、商工
会議所、市の施策が生きた成果だと思う。計画が進捗する中で、「プレシャスタイム女子会マルシェ」と
いう女性の起業家が集まり、自作のクラフトや自分の業種の紹介を行う取組ができた。「10 万人女子会」
という取組もあるが、女性だけでなく、男性も集まって手伝ったり、一緒に物事を進めたりする場にな
っている。中心市街地がこのような取り組みが行われる場所にだんだんなっていく。またマンションが
立地していくと、住⺠が親子で歩いている姿が見られる。久留米市には子育て家庭の受け皿になる店舗
は少ないが、住んでもらうことで中心市街地を使ってもらえるようになっていく。人がつながる場・仕



組みとしてエリアの価値が上がることで路線価が上がり、税収が上がっていく。このような持続可能な
まちづくりが必要である。 

私は支援者として、心がけていることは、押し付けないこと、変化を見逃さないこと、積み重ねが成
果になること、適切な近目標の設定で励みをつくること、地域の協力者を頼ること、取組む人を一人に
しないこと。商工会議所さんがよく言う伴走型にあたるかもしれない。今日はよろしくお願いする。 
 

 久留米市の事例について 
委員 
紹介された写真等から、気軽に遊びに行けるまちづくりの雰囲気が感じられた。 
アドバイザー 
その通りで、中心市街地は本来、銀行などの機能が揃う、“暮らしやすい”場所である。 
委員 
中心市街地に遊園地などを備え付けるような仕掛けが増えている気がするが、そこにまちづくり
のコツのようなものはあるのか。 
アドバイザー 
全ての都市に共通することではないが、郊外店が中心であるイオンが 2014 年岡山市の駅前に開
店した。また中心市街地で一日を過ごせるような機能の計画への盛り込みや地域誘導する開発が
見られるようになった。いずれも中心市街地に色々なものが回帰してきていると思われる。 
委員 
久留米市はどれほどの年月をかけて今の状態になったのか。 
アドバイザー 
平成１３年頃から中心市街地活性化に取り組んでいたが、現在の形になったのは１０年ほど前か
らである。久留米市の優れているところは、行政と商工会議所、商業者がほぼ対等な形で話し合
うテーブルがたくさんあるということ。その中で意見交換をしながら、ゾーニングをどうするか、
イベント毎に変わるメインターゲットをどうするかといったことをすり合わせている。今一番議
題となっているのは、コロナ禍で中止となった土曜夜一に代わるイベントについてで、久留米市
には高齢者の昼飲み文化があるので、その方々に対する考え方を示した催事に組むことが必要で
はないかなど、そういったことを一つのテーブルの中で話合っている。 
繰り返すが商工会議所や市役所がするということではなく、計画ができれば、ハードができれば
終わりではなく、全てのことについて少しずつ修正を加えながら進めるものであって、計画が認
定されてからの方が重要性が高いことを認識してもらいたい。 

 

 女性活躍について 
委員 
久留米商店街で女性の活躍についての話が出てきた。徳島も女性社⻑⽐率が全国で１・２を争っ
ており、女性活躍の土壌があるが、どのような視点をもって女性活躍に焦点を当てたのか、久留
米市で行われている取組について、女性の起業家や社⻑にどのような周知を行ったのかお聞きし
たい。 

  



アドバイザー 
基本計画が進展していくと、中心市街地への誘導などを図る中で、キーパーソンとなる方々が明
確化されていったことが大きかった。その中で、商店街のみを考えてみると、商店街の客層の７
〜８割程度が女性であるのに、商店街の会議には女性の意見がないということがあった。そこで
女性が集まる会やキーパーソンとなる女性と何度も話をする中でその視点が取り入れられていっ
たという感覚がある。 
市⺠活動をされている方々と協力するケースもあるが、商店街の活動と市⺠活動はどうしても相
容れない部分も出る場合があるため、キーパーソンとなる人がその調整を図る役割を果たしたこ
ともある。 
もう一点、どのように広報をしたのかということに答えはないかもしれない。中心市街地活性化
基本計画はプラットフォームなので、計画が進むといろいろな意見が入ってくる。今日も子育て
支援、観光、女性の企業家の方もいる。女性の力をもう少しエンパワーメントしてもらうために
も、非常にクリエイティブな、複数の企業をされているような女性の方の話を聞いてみてもよい。
質問からは少し外れているかもしれないが、こんなところである。 

 

基本計画の概要についての意見交換 
 
徳島市 
(資料説明) 
 
将来ビジョンの必要性 

 どんなまちを目指したいのか 
委員 
昔、子どもの頃、新町近辺へ食事に連れていってもらうのを楽しみにしていた。そういった思い
出を作れるようなまちに、気楽にまちづくりをしていければ一番いいのではないかと思う。ブラ
ンコなど、小さい子供が遊べるような場所があればより良い。 
委員 
３年前の徳島駅周辺まちづくり計画では、地域を飲食、物販など区分けをしていたが、それでは
目的の場所に行くだけで周遊が行われないように思う。集客のためには様々な仕掛けを適切な箇
所に重ねていくことが重要だと考えているが、徳島市はどのように考えているのか。 

A) アドバイザー 
ゾーニングという考え方について、徳島市は立地適正化計画や都市計画マスタープランを持って
いるので、そういった上位計画との整合性を保ちながら計画を策定しなければいけない。商店街
とショッピングセンターの違いとして、ショッピングセンターは１階が食料、２階がファッショ
ンとゾーン分けをすることが多いが、商店街は何となく駅前にできることが多く、必要に応じて
必要な業種が入っていった。実際の商店街の面白みが、洋服屋の隣に総菜屋が入るという部分に
ある可能性は大きい。そのような面白みが複合的に重なることで、一度は人が来るかもしれない。
恒常的な人が流れる仕組みの中では、このような点も考慮していく必要性もあるのかと思う。 



 

 徳島市中心市街地活性化基本計画のターゲットの設定について 
委員 
この計画の核となるのは中心部に人を集める、にぎわいを取り戻すということだと認識している
が、中心部の人か、郊外の人を呼び戻すのか、県外や海外といった観光の集客を行うのか等につ
いて、ターゲットを設定して戦略を練っているのか。 
徳島市 
子育て世帯や高齢者、観光客といった計画自体のターゲットについては特に絞っていくことは考
えていない 
会⻑ 
計画の範囲も大きく、検討されていないということもある。全体として、活性化の方向へ考えて
いけばよいのではないか。過去にも活性化を目指す会議は何度も行われたと思うが、実行されて
いない。とりあえず、計画に沿ってタイムリーに動いてみるというのが一番ではないか。また、
延び延びになっては何にもならない。一度テーブルに載せてしまった方が良い。 
アドバイザー 
ターゲットについて、ＳＤＧｓやダイバーシティの話もあるので、実態を見ながら修正を加えつ
つ進めるということになる。久留米市も３０万都市ではあるものの高齢化率もかなり高くなって
いて、車に乗れる、乗れないというケースが出てくる。その場合ウォーカブル推進都市という考
え方もあるが、中心市街地に居住してもらうことも大事になってくる。これ以上インフラを郊外
に逃がして、子どもの代に負担を大きくしたまま残していくというのは、持続可能性が低いので
はないかと思っている。中心市街地の中でできることをまず考えていただきながら計画が立案さ
れればよい。 

 
主要・掲載予定事業について 

 ⻄新町（新町⻄地区）について 
委員 

資料で主要事業として９つ挙げられているが、この中に新町⻄地区を含めた、新町地区を支援す
るという項目を計画に入れてもらいたい。 
徳島市 
新町⻄地区を含む新町部分は今回の中心市街地活性化基本計画においても、シンボルゾーンの途
中でもあり、重要なエリアであることは認識している。今後、新町⻄地区の新たなまちづくりに
関しては、地元の動向を注視しながら、今回の計画に位置付けられるかどうかを検討していきた
いと考えている。 

 

 アミコビル再生について 
委員 
事前意見にも書かれていたため、私たち徳島都市開発(株)の現状について話しておきたいと思う。
徳島都市開発(株)は徳島市の第３セクターとして主にアミコビルの管理業務を行ってきている。



現在、２０２２年秋のグランドオープンに向けテナント誘致を行っており、高松三越さんが出店
することとなった。これを契機にテナントリーシングが弾んでいくと考えている。アミコビルは
コンセプトである「ｄａｉｌｙ＆ｆｕｎ」のもと、体感・体験を通してライフスタイルの質の向
上に貢献する施設を目指しており、コミュニティ、出会いの場所として生まれ変わり、徳島の代
表的な「集いの場所」となっていきたいと考えている。また、まちづくり会社としても、アミコ
ビルに留まらず、より広い範囲で中心市街地活性化に向けて活動していきたいと考えている。そ
れにはまちづくりの関係の方々のご協力は不可欠である。皆様にもご協力をお願いしたい。 
委員 
最近はスーパーマーケットがなくなり、日常的な買い物に困るようになっている。中心市街地の
中では買い物ができないので、郊外のスーパーへ行くしかない。徳島都市開発にも頑張ってもら
い、１００円均一ショップや身近なスーパーマーケットなど、若年層でも行けるような店舗を誘
致する以外に再生の道はないと思う。アミコビルが気楽に遊びに行ける、行こうと思える施設に
なれば、駐車場が有料であっても活性化につながっていくと思う。 

 

 ひょうたん島川の駅ネットワーク構想について 
委員 
新町⻄地区再開発の際、川の駅構想というものがあったと思う。水上バスを用いて、中州市場で
買い物をして、⻄新町で調理して食べるという、いかにも水都という形で売り出していこうとい
う動きが初めあったが、予算が都合できないということで途中でなくなった。この事業には重要
なことが含まれていると思う。水都という点もそうだが、地区と地区を結ぶ周遊船というのが非
常に重要でないかと思う。 
徳島市 
新町⻄地区再開発の際、新町⻄地区に桟橋を造り、再開発ビルの１階に川の駅舎を造るという計
画があった。ホールが別の場所になったため、当時とは異なるが、川の駅ネットワーク構想は無
くなっていない。構想には当初、ひょうたん島の周辺に候補地を７か所定めているが、時代とと
もに整備すべき施設は変わってきているため、見極めながら構想も考えていかなければならない
と考えている。 
委員 
ひょうたん島川の駅の構想は進んでおり、マリンピアやアスティとくしまにも桟橋を作る。こう
いったまちづくりを行う際、住⺠がやらなければ、行政に頼っていては進まない。新町川を３０
年間月３回は掃除しているが、川が本当に良くなってきた。クルーズ船等の乗客もコロナ禍が終
わればまた増えると思う。また、ひょうたん島ウォータータクシーという事業を８月１日から始
め、１０月１７日まで続ける予定である。 

 

 その他事業 
委員 
住⺠の目線から言うと、中心市街地の活性化は非常に難しいように思う。昔は車が少なかったの
で、必然的に駅前に人が集まったが、今はほとんどの人が自動車を持っており、その状況はまだ
続く。にぎわいを取り戻すには、徳島といえば阿波おどりだと思うが、４日間しかないため、効



果が波及していない。そこで⻄新町に恒久的な阿波おどり会場を作り、日常的に阿波おどりがあ
る状態を作るなどすればにぎわうのではないかと思う。また眉山に展望台やテラスをつくり、夜
景を見られるようにすることで、徳島駅から眉山山頂へつながる動線を作ることもできる。鉄道
高架をすれば花畑踏切の渋滞やアンダーパスが解消されるだけでなく、中央公園にも踏み切りな
しで行けるようになる。徳島市には城跡もあり、川もあり、他県と⽐べても観光資源が乏しいと
は思わない。ひょうたん島の遊歩道をきちんと１周つなげ、ＳＵＰなど川の中で遊べるようなこ
とをどんどん推進して、郊外の人にまちなかに遊びに行きたいという感覚を取り戻してもらえれ
ば、活性化につながる。 

 
公⺠の役割分担について 

 公⺠の役割分担について 
委員 
まちづくりというのは住⺠が主体であり、行政では中心市街地の活性化はできない。川や道路を
きれいにすることを住⺠がやっていくというのが大事で、きれいなまちや川であれば人は来る。
またそこは多様性ではないが、若い人が来られるまちにしなければいけない。若い人が来るまち
であれば高齢者も来る。商店街の人には商店街を自分のものだと考えている人が多いが、商店街
は市⺠のものでなければならない。例えば商店街でも夜になれば若い人が踊っている。ならばそ
こへスポットライトと鏡を用意してあげれば、若い人は自然と集まってくる。若い人が集まれば
閉まっている店も開いていく。 
行政が取れる取組としては、空き店舗の固定資産税を上げ、開いている店舗の固定資産税を下げ
るなどすれば一度に変わっていく。簡単なところではアミコビルや元町の隣、中央分離帯の緑地
でオープンカフェやビアガーデンなど、歩道の広いところはみんなが寄って来られるところにす
る。私たちは国の道路協力団体になっていて、道路を無料で使える代わりに収益をすべて道路づ
くりに出さなければいけないようになっている。そういった公的なものへ貸していけばまちは活
性化していく。 
こういったことが行われてくると自然とまちの価値は向上していく。今の徳島市は１０年、２０
年かけて自分たちでまちを良くしていくという意識が欠けている。道路の花植えには一般の人が
３００人ほど来てくれるが、そこへどれだけ中心市街地の人が入ってくるか。 
また、大規模な活動はしづらい状況だが、若者が活躍できる場所を造らなければいけない。一週
間に一回程度の使用率だが、ひょうたん島遊覧船のボートハウスを開放して、誰にでも使っても
らっている。英語の発表会やライブで使われている。 
地域を変えていくのは住⺠で、行政は住⺠が動けば応援してくれる。住⺠が動かない状態で行政
が動けば必ず失敗する。まちづくりの計画などはいいものが書けている。問題は実際にどれだけ
動くかで、動けば必ず成功する。 

 
 
 
 



その他 

 駐車場施策について 
委員 
徳島では車での移動がほとんどだが、久留米市ではどのような手段が取られるのか。 
アドバイザー 
交通機関もそろっているが、車で来る人が多い。ただ過去に駐車場の無料化実験が行われたが、
台数がむしろ減ってしまったため、春秋の 2 回行われる予定であったのが 1 回で終了することと
なった。人が来ないのは駐車場が原因ではないことがわかった。どんな交通手段でも訪れる価値
のあるまちを目指すことが重要である。 
委員 
アミコビル地下駐車場、アミコラインパーク、クレメント駐車場について、周辺商店との連携は
できないか。松山市では(株)まちづくり松山が三越の駐車場の運営権を持ち、活性化のために損
益分岐点ぎりぎりで運営している。徳島の場合はＪＲやバスの運行が行き届いておらず、車の移
動が必然になっている。周辺のコインパーキングも含め、連携することは可能ではないか。徳島
都市開発(株)はどう思うか。 
委員 
駐車場については昔から言われていることで、課題として認識している。自社の駐車場と徳島市
の指定管理者として管理している駐車場があり、またテナントや専門店街さんも関係してくるの
で、すぐには難しいが、今後、連携を取りながら前向きに検討していきたいと考えている。 

 

 徳島東部地域の都市計画について 
委員 
⺠間でできるところをどれだけやっていくかという議論が出てきた。資料の１２ページ、１３ペ
ージに公⺠の役割分担や事業が書かれているが、誰かがやる、資⾦は国の補助⾦でやるという形
になってしまうと、１回目は成功するかもしれないが、その後が続かない。その意味で自分たち
ができるところを入れていくということは計画が成功するカギになるのではないかと思う。 
もう一点、徳島市の都市計画マスタープランの改定や徳島市全体の市街化調整区域の開発をどう
するかという議論が来週から始まる。今回の中心市街地活性化基本計画による郊外の大規模商業
施設の開発規制だけでなく、立地適正化計画の中で郊外の住宅立地を抑えるといったことを都市
計画マスタープランの中で一致させ、整合性をとるといったことで、徳島市内でどのように規制
をかけていくかが重要になってくる。一方で、北島町藍住町のように近隣に大型商業施設がある
状態で徳島市だけが規制をかけていけば、人口が周辺に出ていってしまう。県と連携しながら徳
島東部の都市計画全体の調整を図っていかなければいけない。 

 

 その他発言 
委員 
子育て支援施設の「すきっぷ」が１８年目を迎え、今は近隣の木育施設の「もっく」の運営も委
託されている。運営当初は商店街の店舗を目的に来る人が多かった。年々減少していたが、コロ



ナ禍前まで１か月で１，１００〜１，３００人程、阿波踊り期間中などは授乳室等夜間の利用者
のみで４００〜５００人程度の利用者がいた。「すきっぷ」では妊婦〜1 歳児の孤立しがちな年代
を中心に利用してもらっているが、駐車場代を払ってでも来てくれている。しかし、コロナ禍で
昼食をとる場所が周辺から少なくなり、利用者が激減した。 
「すきっぷ」の役割として、商店街の活性化があり、子育て支援だけでなく、ひょうたん島クル
ーズや阿波おどり会館等の観光や商店街のお店の情報などをスタッフが把握して伝えることで、
商店街と地域の活性化につながるよう取り組んでいる。コロナ禍の利用者減に対しても、小さく
てもよいので、商店街に来てくれるような特徴ある仕掛けができないかと考えているところであ
る。感想になるが、「すきっぷ」や「もっく」を求めてくる人にありがたいと思われる施設を目指
している。 


