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エリアマネジメントの活動内容

エリアマネジメントの活動内容は、エリアの特性に応じて様々ですが、実施している団体の多い順に並べると以下のと
おりです※ 。多様なエリアマネジメント活動が地域や団体に応じて行われていることがうかがえます。

! まちの賑わいづくり
（イベント・アクティビティ）

季節に応じたイベントの開催等により、
多くのひとを呼び込み、まちの賑わいを
創出するための取組です。企業、学校、
地域団体等、様々な組織の連携が進めら
れています。

""#!$

▲福岡ストリートパーティ
!福岡県福岡市"※1

#車道を封鎖し出店すること等によりわくわく感
を演出$

▲サッポロフラワーカーペット
!北海道札幌市"※2

#北%条広場の夏のイベント。ボランティアが花
びらを敷き詰め制作に参加$

▲六本木ヒルズ備蓄倉庫（⾷糧用）
!東京都港区"&※5 

#帰宅困難者を受入れるにあたり⾷糧等を備蓄$

▲震災訓練 !東京都港区" ※5

#六本木ヒルズ自治会と森ビル株式会社の共催に
よる震災訓練$

▲枚方宿での五六市 !大阪府枚方市"※6

#東海道に大阪までの'宿を加え、五十七次とも
呼ばれるが、その()番目の宿場町として栄えた
枚方宿で、枚方宿地区まちづくり協議会
が毎月第２日曜日に開催し、毎月約*++店舗が
出店$

▲ライトアップされた高野街道の街並み
!大阪府河内長野市"&※6

#高野街道では、ライトアップのほかにも、川床
でホタルを見ながら⾷事を楽しむ「蛍の宴」や
周辺住民の⽞関先に杉⽟を吊るす「杉⽟のある
町並み」といった取組を実施$

こうやかいどうひらかたしゅく ごろくいち

実
施
し
て
い
る

団
体
の
割
合

%

▲はかた駅前通りの清掃活動
!福岡県福岡市" ※3

#博多まちづくり推進協議会のクリーンデ
イ・緑化活動$&

▲名古屋駅前のおもてなし花壇
!愛知県名古屋市" ※4

（愛知県が花きの産出額日本一を誇ることを,-する
取組の一環として、名古屋駅まちづくり協議会が%+
か所約.'(㎡の花壇に愛知県産花きを提供し、花によ
るおもてなしを実践）

※「エリアマネジメントの実施状況と効果に関するアンケート調査」（*+.'年度。京都大学、国土交通省、和歌山大学の共同調査。対象は都市再生整備計画策定済の/*)市町村
であり、回答数は0')市町村。）より。

% 地域ルールづくり・
コミュニティづくり

%&#"$

%'!( 地域ルールによる良好な
景観の形成等

まちづくりの方針やガイドライン等に基
づいて、統一感のある景観を形成するた
めの取組です。街並み、緑化空間、公開
空地等を適切に維持・管理することによ
り、快適で質の高い景観づくりが行われ
ています。
※ 大阪府は平成*0年度補正予算「地方創生加速化交付
金」#第%次$を活用し、「日本版123制度実現に向けた普
及活動・支援業務」として右図の枚方宿や高野街道を含
む淀川⾈運や街道などに着目したフォーラム等を実施。

) 防災・防犯、環境維持%*#)$

)'!(まちの清掃・防犯
まちの快適性を高めることを目的として、
ゴミ拾い等の清掃活動のほか、防犯講習
会を実施するなど就業者等が共同してエ
リアの清掃・防犯に取り組んでいます。

)')(まちの防災
企業やテナント間の連携を強化すること
や帰宅困難者を受け入れるための備蓄倉
庫を整備するなどにより、地域の防災能
力向上を目指しています。合同避難訓練
の実施や、行政との連携によって様々な
活動が行われています。

エリアマネジメントの活動内容

エリアマネジメントの活動内容は、エリアの特性に応じて様々ですが、実施している団体の多い順に並べると以下のと
おりです※ 。多様なエリアマネジメント活動が地域や団体に応じて行われていることがうかがえます。

! まちの賑わいづくり
（イベント・アクティビティ）

季節に応じたイベントの開催等により、
多くのひとを呼び込み、まちの賑わいを
創出するための取組です。企業、学校、
地域団体等、様々な組織の連携が進めら
れています。

""#!$

▲福岡ストリートパーティ
!福岡県福岡市"※1

#車道を封鎖し出店すること等によりわくわく感
を演出$

▲サッポロフラワーカーペット
!北海道札幌市"※2

#北%条広場の夏のイベント。ボランティアが花
びらを敷き詰め制作に参加$

▲六本木ヒルズ備蓄倉庫（⾷糧用）
!東京都港区"&※5 

#帰宅困難者を受入れるにあたり⾷糧等を備蓄$

▲震災訓練 !東京都港区" ※5

#六本木ヒルズ自治会と森ビル株式会社の共催に
よる震災訓練$

▲枚方宿での五六市 !大阪府枚方市"※6

#東海道に大阪までの'宿を加え、五十七次とも
呼ばれるが、その()番目の宿場町として栄えた
枚方宿で、枚方宿地区まちづくり協議会
が毎月第２日曜日に開催し、毎月約*++店舗が
出店$

▲ライトアップされた高野街道の街並み
!大阪府河内長野市"&※6

#高野街道では、ライトアップのほかにも、川床
でホタルを見ながら⾷事を楽しむ「蛍の宴」や
周辺住民の⽞関先に杉⽟を吊るす「杉⽟のある
町並み」といった取組を実施$

こうやかいどうひらかたしゅく ごろくいち

実
施
し
て
い
る

団
体
の
割
合

%

▲はかた駅前通りの清掃活動
!福岡県福岡市" ※3

#博多まちづくり推進協議会のクリーンデ
イ・緑化活動$&

▲名古屋駅前のおもてなし花壇
!愛知県名古屋市" ※4

（愛知県が花きの産出額日本一を誇ることを,-する
取組の一環として、名古屋駅まちづくり協議会が%+
か所約.'(㎡の花壇に愛知県産花きを提供し、花によ
るおもてなしを実践）

※「エリアマネジメントの実施状況と効果に関するアンケート調査」（*+.'年度。京都大学、国土交通省、和歌山大学の共同調査。対象は都市再生整備計画策定済の/*)市町村
であり、回答数は0')市町村。）より。

% 地域ルールづくり・
コミュニティづくり

%&#"$

%'!( 地域ルールによる良好な
景観の形成等

まちづくりの方針やガイドライン等に基
づいて、統一感のある景観を形成するた
めの取組です。街並み、緑化空間、公開
空地等を適切に維持・管理することによ
り、快適で質の高い景観づくりが行われ
ています。
※ 大阪府は平成*0年度補正予算「地方創生加速化交付
金」#第%次$を活用し、「日本版123制度実現に向けた普
及活動・支援業務」として右図の枚方宿や高野街道を含
む淀川⾈運や街道などに着目したフォーラム等を実施。

) 防災・防犯、環境維持%*#)$

)'!(まちの清掃・防犯
まちの快適性を高めることを目的として、
ゴミ拾い等の清掃活動のほか、防犯講習
会を実施するなど就業者等が共同してエ
リアの清掃・防犯に取り組んでいます。

)')(まちの防災
企業やテナント間の連携を強化すること
や帰宅困難者を受け入れるための備蓄倉
庫を整備するなどにより、地域の防災能
力向上を目指しています。合同避難訓練
の実施や、行政との連携によって様々な
活動が行われています。

øåescs¿r
¡¬ë√ƒ≈∆.ò2«~o»%…Ñô�¡

KLMNOPQR
STUV

!! WXWXYZ[)\$=+]^_Z`ab
!! cdefUg$%$`hijcdefUg$%$`hijcdefUg$%$`hijkl]=mnNokl]=mnNo756)\5'!g$p)\5'!klqr?@`st
!! uvjwxyz{|}j~d�ÄÅÇUÉÑ

ÔVÔVÂ‰Â‰Â‰„è„è‚‰Ò‚‰Ò„î„îÊ
1234567)

.,89:,;<=>?@

ÔVÔVÂ‰Â‰Â‰„è„è‚‰Ò‚‰Ò„î„îÚÚÊ
ABCDEFGHIJK

 ü≤√Ààô1i
ëünÃÕ_ŒÃœA;<.–—

“)∏”‘%’÷iæ◊b_i
67åÿsørŸ.π2∫⁄

 €ë2π2‹›∏~i
fifl‡·∏‚„‰ÂÊÁ[j8Ëëô�.È]

,ÍìÎÏÌëÓÔô)ìÓÔiŒ’.π2∫⁄

!! ÖÜUÅ`áàoj! ÖÜUÅ`áàojÖÜUÅ`áàoj
ÅâmäãmåçéÅâmäãmåçéÅâmäãmåçéÅâmäãmåçé
GèêéëyíìNGèêéëyíìN
îomFjïñîñîomFjïñîñîomFjïñîñ
Ä01`óÄòFGÄ01`óÄòFGÄ01`óÄòFG
HIôUöt

ÖÜUÅ`áàojÖÜUÅ`áàoj
ÅâmäãmåçéÅâmäãmåçéÅâmäãmåçé
GèêéëyíìN

õúõúùûùûùûü†ü†°¢û£°¢û£ü§ü§••¶
L12HMNO>P
QRSTUVWXY

ZK

!! ß®`©™´é¨Üm≠ÆN! ß®`©™´é¨Üm≠ÆNß®`©™´é¨Üm≠ÆN
yØ∞j�ÄO±U≤$≥)yØ∞j�ÄO±U≤$≥)yØ∞j�ÄO±U≤$≥)yØ∞j�ÄO±U≤$≥)
[¥Uyµ∂∑NO∏mπ∏∫[¥Uyµ∂∑NO∏mπ∏∫[¥Uyµ∂∑NO∏mπ∏∫
o¥UjNÜoªºΩUæø

“ÒÚ.Û)àÕ9%æ◊b_i
67Ùıˆe˜krc¿¯˘cä˙˚A.æ¸

K¿ß¡¬9)\$^74π∏

¿ß¡¬9)\$^74¿ß¡¬9)\$^74†õú†õú°√°√°√ü†ü†°¢ûƒ°¢ûƒü§§

[\]^S
12_`a)bc_`aIde
HfghPGHijk

ÔVÔVÂ‰Â‰Â‰„è„è‚‰Ò‚‰Ò„î„îÂÂÊ

[\]^lmnop]kP
HqrstuvwxyzK

12H{|P}~ijI

Å˝˛iˇSÅUó%G(_ST!"ëô�.#$

õúõúù¢ù¢ù¢ü†ü†°¢û≈°¢û≈ü§ü§ùù¶
�;9ÄÅ)ÇÉ68Ñ/3ÖÅ

Üáà./
KLMNOPQLRST.UVW
KXY.Z[W\]^._`a8b1

cd

!"#$%&'(')*+,-./0123456!"#$%&'(')*+,-./0123456!"#$%&'(')*+,-./0123456
!"#$%&#'()*+,-./)0123456-7)+89:3;!"#$%&#'()*+,-./)0123456-7)+89:3;!"#$%&#'()*+,-./)0123456-7)+89:3;

789:;<=>?56789:;<=>?56789:;<=>?56
<=>#$?@#$AB#3;'

789:;<=>?56789:;<=>?56789:;<=>?56789:;<=>?56
<=>#$?@#$AB#3;'<=>#$?@#$AB#3;'<=>#$?@#$AB#3;'CDED

789:;<=>?56789:;<=>?56789:;<=>?56
CDEDCDEDCDED1

789:;<=>?56789:;<=>?56789:;<=>?56789:;<=>?56789:;<=>?56789:;<=>?56789:;<=>?56
CDED1FGHIJKIL)M93;

!"#$%!"#$

efQghijkMlSTmefQghijkMlSTmefQghijkMlSTmnQefQghijkMlSTmefQghijkMlSTm
opqrs
efQghijkMlSTmefQghijkMlSTmefQghijkMlSTmnQnQefQghijkMlSTm
opqrsopqrs?B7tu.vwFrs

sxy.z{|}.~�
! ÄÅ_5Ç8ÉÑ8`;ÖÜ
á|}.àâä

! XYãåçéèê;ë89_
íKÄÅìîWqz{|}
ïñyó~

®©%Ióë.ÓÔnò_iÁ&.í' i(ä¯)çk*+e¿,sÙ-ç .≠;/0.–—

!! 23$45467´Rm∆«! 23$45467´Rm∆«23$45467´Rm∆«
01`»�Äåçé… 01`»�Äåçé… 01`»�Äåçé… 01`»�Äåçé… 
yºÀNmÃÕŒ œwyºÀNmÃÕŒ œw
xóÄ–—“ª∏[hi“xóÄ–—“ª∏[hi“
ª∏y”±Ä¥U

123Î.4ØmkKÏLn56)π∫
¡78,≤«19Õ)1∏_12012¡

!! 83+9:;<4=´Rm‘’U83+y÷◊jm®! 83+9:;<4=´Rm‘’U83+y÷◊jm®83+9:;<4=´Rm‘’U83+y÷◊jm®
ÿ`©™´é¨ÜmŸ⁄“ª∏[hi€‹†9:ÿ`©™´é¨ÜmŸ⁄“ª∏[hi€‹†9:ÿ`©™´é¨ÜmŸ⁄“ª∏[hi€‹†9:ÿ`©™´é¨ÜmŸ⁄“ª∏[hi€‹†9:
;<4=§yb›fijfláµ´oµSTœm®©;<4=§yb›fijfláµ´oµSTœm®©;<4=§yb›fijfláµ´oµSTœm®©
‡UŸ⁄“ª∏m·®‚„‰UŸ⁄“ª∏ÂUÊÁ‡UŸ⁄“ª∏m·®‚„‰UŸ⁄“ª∏ÂUÊÁ‡UŸ⁄“ª∏m·®‚„‰UŸ⁄“ª∏ÂUÊÁ
∞ÆmÖ–ËhœöÈÍvÜoÄ

!"#$%&'()*+,-./0.123.456
99:;:;< "#$%&'()*+,-.,/=>?01@A"#$%&'()*+,-.,/=>?01@ABBBCDEF

Aâäãåçéèêëí
WÎXmÏÌ]=mÅÓÔ †WÒm

≥]2Ú$\y
óÆÛÄYZ[HIGºjS∏Ùvm
€ıˆæ´HIfi˜¯U˘˙y

˚¸�Ä

K˝˛ˇ!"π∏

Á[:5.'/012nò_i „;<=>?@xAz¨i¯éeêBÙ-;<0.–—

CED∏'/012k“¶FGë.ÓÔE$

õúõúù¢ù¢ù¢ü†ü†°¢û≈°¢û≈ü§ü§û°û°û°¶
ìî)[\Pïñóòôöõ_PQRIúùûü†
ÛÙÜıˆcÜ˜¯c≠Üƒ¿`M˘˙’*`˚Û

¸˝

ıˆ
˛ˇ
!ˆ

!ˆ0S

õ_

#$%ü†ü†°¢û£°¢û£ü§
°¢6£§;ÜáGH

ãåçéèfdsê.FG

! "#

$

%

"

K–—&'(!"π∏

96•6¶3Öß®
–)*+‘,-.yºÀN//
d®´01xUóÄ2Z3`‚xNm
45678U9:‰)$;$>?@

y<=

K>?·@!"π∏

KhêAGŸ⁄“ª∏ B83+9:;<4=B†;46C]=§†Ÿ⁄!D´!NE´!AG:F!"§π∏




