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第 3 章　縮退する社会に対応する街づくりの考え方

1. 市街地のコンパクト化
2. 環境に配慮した公共交通の再整備と利用促進
3. 戦略的な維持管理・更新
4. 「官民協働」による地域づくり
5. コミュニティビジネス

　第２章の人口推移から、佐賀市でも少子高齢化が進行しており、また、店舗調査の結
果から、中心市街地の空洞化が進んでいることがわかる。
　近年、このように縮退する社会に対応して、都市の郊外化、スプロール化を抑制し、
市街地のスケールを小さく保つことで、歩いて暮らせる範囲を生活圏と捉え、コミュニ
ティの再生や、住みやすい街づくりを目指そうとする取り組みが進められている。
　この章では、こうしたヒューマンスケールな職住近接型の街づくりの考え方について、
事例をあげながら整理する。



1. 市街地のコンパクト化
第3章　縮退する社会に対応する街づくりの考え方

コンパクトな街のイメージ
（出典：『失敗に学ぶ中心市街地活性化』）

(1) 市街地のコンパクト化のイメージ

　市街地のコンパクト化とは、少子高齢化が進展しつつ人口が減少する局面を迎え、社会保障関係費
の負担の増大等により社会資本整備に対する財政的制約も一層強まると考えられる中で、社会経済の
環境変化や地域の実情に適確に対応した「選択と集中」を大胆に行いつつ、重点的・効率的な社会資
本整備を進めていくことであり、「適正規模の市街地」「利便施設（公共施設等）の適正配置」「市民生活、
活動を支える交通機能」を基本方針としている。

(2) 市街地のコンパクト化の実践事例

　ここでは、今後の佐賀市の、街なかの賑わい再生の参考となる、市街地のコンパクト化を推進する
事例を整理する。

■ 事例ー 1【青森市】市街地の拡大抑制と街なか再生

　青森市では、1970 年～ 2000 年までの 30 年間で、市街地の郊外化（スプロール化）が進み、中心

市街地の住民の約 1/3 が郊外に移転したほか、県立図書館や卸売市場、県立総合病院等の公共施設も
郊外への移転がなされた。これに伴い同市が支出したインフラ整備費用は同期間で累計約 350 億円に
のぼるとともに、除排雪費用をはじめ必要なインフラ維持費用が増大し、また、中心市街地において
は商店街の通行量が最大約 5割減少する等、空洞化が進んだ。
　このため、同市では 1998 年以降、「ウォーカブルタウンの創造」を掲げ、中心市街地再活性化基本
計画を策定し、「コンパクトシティ」化による都市再生に取り組んだ。市街地再開発事業により駅前
に大型複合総合施設「アウガ」を建設するとともに、その中に市立図書館や保育交流施設等を設けた
ほか、中心市街地における冬季の歩行者空間確保のために融雪装置の整備を行った。こうした取り組
みの結果、若い女性を中心に秋田・函館からも「アウガ」等の商業施設への来客が見られる等、駅前
通行量も 4 割増加し、街に賑わいが見られるようになっている。また、こうした動きに連動して、
2001 年以降、民間不動産会社により多数のマンションが建設されるなど、中心市街地の人口が約
2000 人増える等の成果も見られた。
　同市の成功の要因については、第一に市長自らがコンパクトシティ構想を打ち出す等、一貫して強
いリーダーシップを発揮し続けていること、第二に行政だけでなく商業者をはじめ様々な関係者がコ
ンパクトシティという基本理念のもとそれぞれの役割を認識し、継続して取り組み続けてきたことが
挙げられるだろう。中でも、「実行部隊」としての商業者は、「福祉対応型商店街」というビジョンを掲げ、
各種事業への取り組みにあたっても、意欲のある参加者のみを構成員とする委員会を事業ごとに立ち
上げて運営・実行を行ったことが成果につながったと考えられる。　
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■ 事例ー 2【長野県長野市】新たな商業施設・都市機能の導入

　長野市の中心市街地では、人口減少に伴い通行量が長期低落傾向にあることから街の活性化に取り
組んでいたが、そうした中で 2000 年にメインストリートの中核に位置していたダイエー、そごうが
相次いで退店するという事態に陥った。
　こうした事態に対応するため、長野市では、中心市街地の活性化に向けた戦略を立て直し、市の主
導のもとに TMO を中心として関係者の連携を強化、第 3 セクター方式による街づくり会社を設立す
ることで、中心市街地再生に向けた拠点形成事業を推進することとした。
　具体的には、中心市街地居住者の利便性を確保するとともに賑わいを取り戻すために、旧ダイエー
の店舗を市が買い取り、そこに食品スーパーと公共施設を入居させた。食品スーパーについては、当面、
営業赤字が見込まれたものの、中心市街地における生活者並びに周辺オフィスワーカーへの利便提供
確保を重視して、3 年間は国、市等が補助を行うこととした。こうした取り組みが奏功し、その後、
中心市街地には相次いでマンションが立地するとともに、食品スーパーの足下商圏も拡大している。
また、旧そごうの店舗跡地についても地元放送局本社と専門店からなる再開発事業が進められた。
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長野市の中心市街地における主要プロジェクト ぱてぃお大門 整備概要

既存建物を再生した外観 中庭（ぱてぃお） カフェ併設の街の案内所（えんがわ）

（出典：株式会社まちづくり長野HP）

　現在は、中心市街地の居住人口が増加してきていることに伴い、中心市街地においてもコミュニティ
としての魅力を向上させ、商業機能を強化することが一層重要な課題となってきている。このため、
同じメインストリートにある善光寺門前の土蔵、空き家屋等、既存建物を街づくり会社が取得・再生し、
増加した地元居住者と観光客双方を対象とした商業集積「ぱてぃお大門」を開業し、「小さな旅気分
を味わえる街」、「市民の晴れの日を演出できる場所」をコンセプトとした取り組みを進めている。「ぱ
てぃお大門」は、来街者や観光客とともに、今後の街なか施設の主な利用者となる高齢者に対し、郊
外大型店では味わえない “ ハレ舞台 ” を提供することも狙いの 1 つとしており、特に古い和風の建物
の中に、欧米インテリア雑貨、ベーカリーカフェなどあえて洋風のお洒落な物販、飲食を持ち込む等
により、これからの高齢者の生き方を提案することをも目指した施設である。こうした「ぱてぃお大門」
のコンセプトに賛同し、市内はもとより県内に本店を置く老舗の和菓子店やブライダルレストラン等
が周辺に立地する等の波及効果も見られるようになっている。
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(1) 今後の街づくりにおける公共交通機関への転換の意義

　モータリゼーションの進展に伴い自家用乗用車の利用割合が増加しているとともに、近年、大規模
商業施設の立地を始めとする都市機能の拡散によって、従来人々が集まっていた中心市街地からの人
口分散が進み、人口密度の低下が懸念されている。見方を変えると、街の中心部が賑わっているか否
かも、人々の移動や交通手段に大きく影響していると言える。
　また、このような市街地の拡散は、地球温暖化の一因である自動車から排出される二酸化炭素の排
出量とも密接に関係しており、単に中心市街地に人々を集めるだけではなく、歩いて暮らせる街づく
りや、公共交通機関の整備により、自家用車に過度に依存しない環境を整備することも重要である。
　さらに、高齢化が進む社会環境下では、今後の車離れが予想されるため、高齢者を始め、障がい者
など、誰もが安全で快適に移動できる利便性の高い交通システムの導入、利用促進対策が必要であり、
それを軸として郊外から中心市街地へ誘導できるような戦略が必要である。
　このように、市街地の拡散は、地球環境、社会経済の両面においての課題であり、これらの課題を
認識した上で、地域の公共交通機関の利便性等を高め、その活性化、再生を実現することは環境負荷
の低減につながるだけではなく、住民の移動手段の確保による自立した生活と、暮らしの質を確保、
充実させるとともに、地域経済の発展にも寄与するものであり、高齢者等の生活や、利便性の確保、
また都市経営コストの低減等の観点からも政策効果が期待できるため、今後も人口減少と高齢化が進
む多くの都市、地域にとって、持続可能な街づくりのための有力な選択肢となり得るものである。

　　

DID人口密度と自家用車・公共交通機関利用率（通勤・通学時）の関係
（出典：『平成 19年度 国土交通白書』）

DID 人口密度が高い都市ほど、自家用車の利用率は低く、公共交通機関の利用率は高い傾向
にあることがわかる。

DID（Densely Inhabitant District）：1km2 に 4,000 人以上居住する国勢調査の基本単位区等が隣接して、総計で 5,000 人
以上の人口を有する地区を指し、人々が集まる「都市的地域」として捉えられる。
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通勤・通学、買い物（休日）における交通手段（地球温暖化に関する意識調査
（平成 19年 12 月　国土交通省実施｜出典：『平成 19年度 国土交通白書』）

DID 人口密度と一人当たり自動車 CO2 排出量
（出典：『平成 19年度 国土交通白書』）

DID 人口密度が高い都市ほど、CO2 排出量が少ない傾向が見られる。

(2) 公共交通機関を活用した街づくりの事例

　ここでは、今後の佐賀市の街づくりの参考として、公共交通機関の再整備を行った街づくりの事例
を整理する。

■事例ー 1【山形県山形市】中心街 100 円循環バス『赤と緑のレトロバス』

　山形市の「中心街 100 円循環バス」は、
山形市内の中心商店街の活性化及び中心街
の交通渋滞緩和や高齢者の移動手段を確保
するために実施している事業である。午前 9
時 30 分から午後 6 時 30 分まで、ＪＲ山形駅
と香澄町から七日町にかけての中心街を運
賃 100 円（小学生以下は無料）で、10 分間
隔で運行しており、市民及び観光客の駅か
ら中心商店街へのアクセス向上を図ってい
る。

中心部の賑わいと人々の移動や交通手段との間には、一定の関係があることがうかがえる。
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■ 事例ー 2【富山県富山市】次世代型路面電車（LRT）

　富山市では、郊外への人口移動に伴って中心部の人口が減少するとともに、市街地の拡散が進んで
きた。これに対し、市街地の拡散は中心部の賑わいの低下を招くだけでなく、行政コストも増大させ
るとの試算のもと、次世代型路面電車（LRT）に代表される公共交通の整備とともに、街なか居住を
推進した。これによって、減少してきた中心部の人口は、下げ止まりが見られるようになっている。
　公共交通については、旧 JR 富山港線の廃止を受けて誕生した LRT のようなハード面の整備と併せ、
運行車数の増発や、65 歳以上の高齢者に割安の路線バス定期券を販売する「お出かけ定期券」、運転
免許証を自主的に返納した 65 歳以上の高齢者に公共交通利用券を支給する制度など、ソフト面の施
策による高齢者の足の確保を進めたことで、LRT の乗降客数が平成 18 年の開業後 1年目で、平日で
は JR 時代の 2.2 倍、休日には 5.3 倍となった（注）。

　

（注）富山市と国土交通省の共同調査。LRT 開業前の平成 17年 11 月と開業後の 18年 10 月に調査を実施
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3. 戦略的な維持管理・更新
第3章　縮退する社会に対応する街づくりの考え方

　これまで私たちの日々の生活を支えるとともに、産業活動の基盤となって蓄積されてきた社会資本
ストックは、高度経済成長期に集中して整備されており、今後、その更新時期が集中することが予想
されている。今後、人口が減少していく社会においても、厳しい財政状況の中で市街地が拡大する傾
向が続くと、これらの維持管理・更新の課題はより深刻化すると思われる。したがってライフサイク
ルコストの縮減を図る “ 予防保全 ” の考え方に立った戦略的な社会資本の維持管理・更新を推進して
いくことが不可欠である。　また、今後の新規投資については、選択と集中の下、今まで以上に真に
必要なものを見極めていく必要があり、このような取組みを効果的・効率的に進めるためには、既存
ストックの再生・活用、民間の資金・経営能力・技術的能力を活用した仕組みである PPP（パブリック・
プライベート・パートナーシップ）等の手法や、地域住民との連携・協力による維持管理・運営の仕
組みを積極的に取り入れていくことが必要である。

維持管理・更新の推計
（出典：『平成 21年度 国土交通白書』）

　今後の投資可能総額の伸びは 2010 年度以降、対前年度比 ±0％であり、維持管理・更新に
関して 2010 年の水準で推移すると仮定した場合は、2037 年度時点で投資可能総額を上回る。
　したがって新規投資による整備事業は早期の計画・実行が必須であると同時に、既存ストッ
クの再生や活用を推進していく必要がある。
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4. 「官民協働」による地域づくり
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（１)「官民協働」による地域づくりの必要性

　これまで、社会生活における公共的な役割は、主として国や地方公共団体等の行政が主体となって
担ってきたが、縮退する社会情勢において、従来どおり行政だけでそれを担っていくことには限界が
予想される。
　一方で、人々の社会貢献への意向、私的な利益にとどまらない公共的な機能を担っていく気運が近
年高まりを見せており、地域住民、NPO、企業等の多様な民間主体が相互に連携協働し、従来の行政
が担っていた公共的価値を含む私の領域、公と私の中間的な領域、公共的な領域にまで活動を拡げて
いくことが期待される。
　このような多様な主体による地域経営や地域課題解決のシステム構築に向けた活動環境整備をする
ことが、「官民協働」による地域づくりであり、地域住民全体に街全体を「シェア（共有）」するとい
う意識が波及していくことが、今後の街づくりには必要である。

（２) 官民協働による活動事例

　■ 事例ー 1　従来の私の領域で公共的価値を含む活動
　【高知県高知市】商店街の空き店舗を託児施設の運営で活用

　　空洞化が進行し、空き店舗が散見される状況のもと、街を訪れ
　た人にゆっくり買い物を楽しんでもらい、消費者の商店街離れに
　歯止めをかけることを目的として実施

　　・運営主体｜おびさんロード商店街振興組合
　　・運　　営｜ムッターキント（託児・ベビーシッター派遣業）

　　広さ約 20 坪で保育士は 3名体制。開設にあたっては、おびさんロード商店街振興組合、ムッター
　キントの他、高知県、高知県中小企業団体中央会、高知市、高知広告センター有志からなる「託児
　所運営委員会」を組織し、連携・協力を行った。
　　子ども連れに配慮した、優しく、買い物しやすい商店街として、消費者、特に子育て中の母親か
　ら高い評価を受けている。

住民

企業

ＮＰＯ 大学

団体

行政

「従来の公共」
の活動領域

「官民協働」
による
活動領域

住民

企業

ＮＰＯ 大学

団体

行政

これから
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■ 事例ー 2　公と私の中間的な領域を新たに担う活動
【長野県中川村】ＮＰＯ 自家用車有償運送事業（過疎地有償）

　国の規制緩和により可能となった『自家用車による有償運送サ
ービス』を導入し、村のバス運行事業では対応できない戸口から
戸口への移動を確保するとともに、バス運行の空白となる地域・

時間帯をカバーする取り組みである。

　・実施主体｜NPO法人ふるさとづくり・やらまいか
　村内の移動を主な目的とし、近隣タクシー事業者への影響を考慮したうえで、運行範囲、利用方法、
利用対象者等に制限を設け、有償運送協議会の合意内容に沿って運営を行っている。導入にあたって
は住民と行政との協働を推進し、地元のNPO法人が協力して実施・運営している。

■ 事例ー 3　従来の公の領域で民間が主体的に担う活動
【岡山県旭川・熊本県白川・徳島県吉野川】市民団体等との連携
による河川清掃

　河川は、洪水等による災害の発生を防止し、かつ、適正な利用
及び河川環境の保全がされるよう総合的に管理されることが必要
であるため、国、都道府県及び市町村が河川管理者として責任をもって整備し、管理している領域で
あるが、地域社会の意向の反映、地域の個性を十分に発揮させる観点から、災害対応（危機管理を含む）、
行政判断を伴う業務（計画の策定や建設・維持修繕工事の発注等）及び行政権の行使を伴う業務以外
の業務（河川工事の調査、設計、工事の施工から維持、修繕に至るまで）について、市民団体、ＮＰ
Ｏ等が行政と協定を結び、一定区間の河川敷等において、清掃や草刈り、美化活動等の活動を行って

いる。

【ＮＰＯ等の河川管理への参画】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・一定区域における自然環境の計画、整備、管理（ビオトープ）
　・地域の共有財産としての川の草刈り・清掃等維持活動（アドプト・プログラム制度：注）

注）アドプト・プログラム
１９８５年アメリカ・テキサス州における散乱ゴミ対策の新しい取り組みとして「アドプト・ハイウエイ・プログラム」
がスタートした。このユニークな取り組みは、生活空間を快適にしたいという住民たちの間で広く普及し、瞬く間に
全米４８州に広がった。
アドプト（adopt）とは、英語で「養子にする」という意味。つまり、「道」と「住民」を養子縁組し、その里親（住民）
として一定区間の道路（里子）を大切に守り育てる（清掃）ということであり、その河川版が河川アドプト・プログ
ラムである。

　行政だけでなく民間主体が地域づくりの担い手となり、その協働によって地域のニーズに応じた
社会サービスの提供等を行うことは、人口が減少する社会において欠かせない視点であり、このよ
うな取り組みによって社会的コストが軽減されたり、地域経済が活性化されたりするなど、多面的
な効果が期待される。
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（１) コミュニティビジネスとは
　「コンパクトな街づくり」に向けた取り組みや、少子化、高齢化社会に対応する新たな商業、サービスの確
保が求められている中で、「街の賑わい」の確保のためには、都市機能の集約や、中心市街地へ商業を集積す
る取り組みを強化するだけではなく、街の魅力を高め、居住環境を向上させる必要がある。
　特に今後の高齢化社会においては、歩いて快適に生活できる環境も重要となりつつあり、身近な地域コミュ
ニティの中における生活支援のための商品、サービスの確保が求められている。
　近年、各地で地域に不足するこのようなサービス等を「コミュニティビジネス」として提供する取組みが展
開されている。特に「街なかの賑わいをつくり、又は支えるビジネス」は「賑わいビジネス」として位置づけられ、
期待が高まっているところである。

（２） 賑わいビジネスの 4つの分野
　コミュニティビジネスの内、「賑わいビジネス」は、以下の４つの分野に区分される。以下、事例
を交えて、その内容について整理する。

　① 街の魅力を高めるビジネス：地域の資源を活用しつつ、街の魅力を高め、来街者をもてなし、　
　　　　　　　　　　　　　　　 楽しませるビジネス

　　A．観光・交流：地域の既存資源を活かした情報発信等や観光客への案内、もてなし
　　B．祭事・イベント・文化活動：季節の祭、イベント、日常の文化活動の実施や支援
　　C．景観整備・装飾：景観整備、イルミネーション等の飾りつけ
　　D．清掃・安全・安心：日常的な清掃活動、安全確保のための警備
　　E．街おこし：上記の活動や、地域の資源開発にも取り組む総合的な街の魅力づくり

　　この分野は、収益を目的とする「ビジネス」と収益を目的としない「サービス」の比率を比べたとき、
　「サービス」の比重が高いことが特徴である。
　　「街の魅力」の創出は、事業の性質上、公益的な取組であり、官民の親和性がもともと高い事業
　分野であると言える。

　　■ 事例｜NPO法人 新町川を守る会
　　　徳島市では、「水の都」を PR するため、1992 年に町の中心部に位置する「ひょうたん」の形
　　をした街区を島に見立て、その周りを無料で運航する周遊船を導入した。1995 年に、川の浄化
　　のため清掃などの活動を行っていた「新町川を守る会」に、ひょうたん島を PR するため運航を
　　委託し、船舶運航免許を持つメンバー（近隣商店街等）がボランティアとして運航に当たるよう
　　になった。現在では、ボランティアも 20 名ほどにのぼり、同会も NPO 法人化、原則 1 日 5 回年
　　中無休で周遊船を運航している。周遊船導入の効果もあり、中心市街地を訪れる人も増え、現在
　　では年間 3万人を超える等、賑わいづくりに大きく貢献している。
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5. コミュニティビジネス

　② 街の居心地を高めるビジネス：高齢者や育児の支援など、街なか居住者の利便性を高めるビジ　
　　　　　　　　　　　　　　　　ネス

　　F．高齢者の生活支援：主に街なかに居住する高齢者を支援するビジネス（介護・福祉系サー  ビス）
　　G．給食・配食：街なかの居住者等を対象にしたサービス
　　H．託児・子育て支援：街なかに住む女性が働きやすい環境づくり

　　　この分野のサービスは、他都市との差別化よりも、街なかに居住する個々の住民に対し、一定
　　水準の生活利便の確保に取り組もうとするものであるが、「街の魅力」分野の取組の多くが「サー
　　ビス」として行われているのに比べ、「生活支援分野」では多くの取組が「ビジネス」として行
　　われているところが特徴である。

　　■ 事例｜つどいの広場もこもこ
　　　神奈川県平塚市では、中心市街地にファミリー層向け集合住宅が増加し、以前から子育て支援
　　ニーズが高かったこともあり、商店街の空き店舗を活用した子育て支援施設「つどいの広場もこ
　　もこ」を 2005 年 9 月にオープンした。「もこもこ」では、主に 0～ 2歳児に対して遊び場を提供
　　するほか、母親に対しても子育て関連イベントや、近隣の TMO（食工房）と連携した料理教室
　　の開催等も行っており、利用者は開設後の 4 か月で延べ約 3,400 人に達している。運営は、平塚
　　市内で保育園を経営している湘南社会福祉法人に委託しているが、実際の受け入れに当たっては、
　　民生委員をはじめボランティア中心の体制となっている。「もこもこ」の利用に当たってはあら
　　かじめ登録が必要であるが、料金は無料とし、託児ではなく親子での利用を原則としている点に
　　特徴がある。同市では、「もこもこ」の開設以降、それまで高齢者層が多かった中心市街地商店
　　街に乳幼児を持つ母親など若い年齢層も集まるようになったことで、街に賑わいが生まれつつあ
　　ると見ており、今後も、市民ニーズに対応するサービス提供を目指し、様々な事業にチャレンジ
　　をしていく予定である。

　③ 街の活力を高めるビジネス：街の経済活力を高め、街なかの就業者を増やすためのビジネス

　　J．起業・就労支援：就業支援のための IT 教室等
　　K．商業インキュベータ：街なか商業の担い手を育てるチャレンジショップなど
　　L．主婦・高齢者が主体となったビジネス：街なか居住者を含む主婦、高齢者が働く場所

　　　これらは、街なか居住者や来街者の現時点におけるニーズを満たすという観点ではなく、街の
　　持続的な発展に向けた将来の活力を創出しようとするものである。

　　■ 事例｜五所川原市シルバー人材センター
　　　社団法人青森県五所川原市シルバー人材センターでは、働く希望を有する 60 才以上の高齢者
　　約 700 名を登録しているが、2005 年 7 月以降、中心市街地商店街の空き店舗を活用し、街なか
　　で会員の手作り品と野菜等を販売し好評を得ている。店番は出品者 20 ～ 30 人の中で持ち回りに
　　より行い、売上げは出品者の収入になるなど、高齢者自身の働きがいに繋がるとして出品者には
　　好評であるほか、商店街にとっても、賑わいに貢献してもらえるとして歓迎するムードがある。
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5. コミュニティビジネス

　④ 街の交通利便性を高めるビジネス：街なかへのアクセスや回遊性を改善し、街の交通利便を高　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  めるビジネス

　　N．街なかへのアクセス　：コミュニティバス、高齢者送迎サービスなど （通常のタクシーは含
　　　　　　　　　　　　　　　まない）　
　　O．街なかでの回遊　：街なかバス、電動車いす貸出、観光系（人力車、ベロタクシー等） 自転
　　　　　　　　　　　　　車貸出

　　　これらは基本的には、街なか居住者の一定水準の生活利便の確保に取り組もうとするものであ
　　るが、回遊については「街の魅力」と同種の、観光・集客的な要素も含まれる。

　　■ 事例｜五所川原循環バス運営委員会
　　　青森県五戸町では、2004 年 9 月から中心市街地とその周辺の住宅地の半径約 1km の範囲を毎
　　日 9～ 12 時に回遊する無料バスを運行しており、「五戸ちんちんバス」として住民に親しまれて
　　いる。このバスは、地元の南部バス五戸営業所が別途貸し切り契約をしているスクールバスの空
　　き時間を活用し、地元医療機関（会員：開業医 3、歯科医 2、調剤薬局 6、準会員：商店街連合会、
　　文具店等）を構成員とする五戸町循環バス運営委員会からの受託により運営している。もともと
　　は、医療機関が患者の利便性向上のために考えたサービスであり、委員会メンバーの事業所を停
　　留所としているが、利用は事業所利用者に限らず誰でも可能であり、また、走行中でも、利用者
　　が手を挙げればどこでも停車し、降車も随時であるなどきめ細かい対応がなされている。同地域
　　には坂が多いことから、五戸ちんちんバスは高齢者を中心に人気が高く、毎回 25 人乗りの車両
　　に 18 人前後が乗車する利用状況となっている。

（３）これからの街づくりにおけるコミュニティビジネスの意義

　一般的にコミュニティビジネス（または上記の「賑わいビジネス」）は、地域密着型の事業を
行うという点で中小企業性が高く、また、利益の最大化を目指さないという観点で、「行政」と「民
間」の重なり合う領域に存在していると言えるが、中心市街地の魅力向上や、街なか居住の促進
を図る上で、必要な取り組みである。
　また主婦や高齢者が働くことのできる環境も多く存在することで、高齢者の雇用促進において
果たす役割にも期待が持てる。
　今後の人口減少社会で増大していく街づくりや福祉に関するニーズを、すべて行政で受け止め
ることは困難である。よって行政と、「賑わいビジネス」との連携・パートナーシップがますま
す重要となる。
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