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人口減少・高齢時代

①新たな住民を対象とするのでなく、住んで
いる人のために

⇒まちの拡大でなく維持・更新へ

②困難化する先行投資
⇒身の丈にあったまちづくりへ

※高度成長期は経済の成長と人口の増加で先行
投資を回収できたが．．‥



地区まちづくり構想とは？ 地域住民が主体 

地域の資源（自然、歴史、文化等）整理‾ � 

］誓…≡ルタ；ト派遣等） 

将来のまちづくりの目榛や方向性を策定 

5 

住民主体のまちづくりの大切さ

・住んでいる人が一番良く知っている

⇒身近な地区の情報が得られる

・住民主体で計画を策定する

⇒計画実現の可能性が高くなる

・まちに関心を持つ人が増える

⇒地域の機能が強化される



地区まちづくり構想策定の流れ

地区まちづくり構想策定重点会の認定要件
・設立の目的が条例の目的に則していること
・地区まちづくり構想に係る地区の区域が定まっていること
・委員が地区の住民等で構成され、概ね当該地区の区域全体から参加していること
・運営に必要な事項が、会則、規約等で定まっていること　等

二二一十※四日市市都市計画まちづくり条例19粂

自治会

各種団体　→． まちづくり構想策定委員会芸

ノノて駁∴．・・・・・・・・▼

事務局

役割
・必要な情報の提供
・専門家の派遣　等　　粟条例20粂2項

地区住民の皆さん

○まちについて考える（まちを知る）
・まちの良い所

（残したい場所や資源‥里山、
魅力的な街並みetc）

・まちの患い所

（地域の問題や課題・・索急車輌の入れ
ない狭い道etc）

二二］
○地図を作ってみる

地域の大切にしたい場所や問額のある
場所などを落とした図面を作成する。

○まちを歩いてみる
・必用なエリアのまち歩きを行ない、

→　地域の資源や課題の確認などイメージ
の共有を行なう。



○重視すべき課題を整理する

○まちの将来像を考える（将来ビジョン
をつくる）
・現状を放置しておけば、将来まちが

どうなるのか。
・将来どのようなまちにしていきたい

のか。
・住み続けたくなるまちとはどんなまち＿＿

なのか。

そのために何を
㌧すればいいのか
＼＼－1－－－～＿〆－一一一一一一一／一

／■－‾■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼　　　　　　　▼　　　　■■

○構想実現のための計画づくり
具体的な実行内容と手順、手段などを
明確にしていく。
住民が主体で取組むこと、住民と行政が
一緒に取組むことなどを整理していく。

まちづくりニュースの発
行
・地域住民に現状を報告する

とともに、地区まちづくり
拷憩への関缶を高めていく

〉

○地区まちづくり構想案
としてまとめ鼻・．
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地区まちづくり構想の提案 ���に基づいた 
地域・地区別構想の策定例 

地区まちづくり構想の提案内容 ��地域・地区別構想の 　策定内容 � 

子育てにやさ �あいさつ運動／通学路の防犯パトロール活 �・通学路（市道）の交通安全対策 
しいまち �動／通学路の安全確保 

高齢者が暮ら しやすいまち �高齢者の見守り活動などシニアボランティ ア／歩道のバリアフリー化／独居老人が買い 

物に行けるコミュニティバスの導入 �・歩道（市道）のバリアフリー化 ・市道の整備、県道・国道の整備 要請 ・コミュニティバスなどの導入・運 営支援 ・地区計画（地域提案）による土 

安全なまち �地域の防災活動／耐震対策 

定住対策 �集落の維持に資する遊休地対応／狭陰道 
路の解消／道路整備の促進 �地利用の誘導 ・市民緑地制度の活用 

地域の活性化 �日常の買い物施設など地域のまちづくりに 寄与する施設誘致／地産地消などの促進 

自然環境保全 �自然観察会の実施／不法投棄防止／自然 の維持や里山保全 

1 



手ちつく伸隋憩の実現に向けた活動⑧ 

東坂部地区　地区計画の様子 

㈱三重富士レンガ倉庫 
まちづくり構想から発意して、地区計画制度を用いて 
田園居住区として再生された 

！㌣■‾圭ノ　　叫▼¶「 

F　　　　・ ��一・肇や戸軍票二一叫　｛≡≡二や二で㌧二二三‾‾一‾∵ヰ竺慧逼 
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’‾蝦表噂蛮表す 一会拷釈絶滅感 � 
山鹿崗　　　　　　　　　　　　　　　嶺 
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手ちづくり構想の実現に向けた活動⑧

歩行者、自転車の安全対策

JR富田駅と大型ショッピングセンターを結ぶ道路であり

さらに通学路にも指定されているが、車の通行量が非常
に多い。
＝



手ちづくり構想の案現に向けた活動⑨ 

古くからのまち富田地区では 

伝統の行事が復活 
四日市一書田地区の田園地帯　　『 

一二主．．二 ＿蛸誉ナ十一ナし 

■繁 ��Y　‾Yシ′・　　　　　　お哲也 

廷惑呂【」．． 

・ヨ臨む ��＿－こ　こ芦品11 ・■1．▲顔料 ‾しこ芸諜 ■こ．．チ喜 �‾事と �．要義轟‾11＿一㌢＿㌢ 差墓謹彗壷ヨ 

ノブニー∴1■仁王章 子どもも参力打地域連携 

藁葺宣誓警章票茜毒毒等萎慧重責紆闇奉還毒雲霞違憲雷喜書芸要望至芸雲 
19 

目警 昏■・ � �クト　l 

巨王室：：コ �■巾■●I∴ ◆1クトl 

匹室二二コ→賀宴窒 

画商i 
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地区まちづくり構想の位置づけ

三重県都市マスタープラン 四日市市総合計画

四日市市都市計画マスタープラン＿＿

全体構想　　　　　　′
／

○概ね20年後の市の将来像　　　　　　　　／
○土地利用や都市整備などまちづくりの方針
○土地利用の基準

地域・地区別構想

○概ね10年間の地域づくりの計画

※全体構想の方針に合っている範囲内で、　　　ヽ
地域の土地利用や整備の計園を盛り込みます　　ヽ、

部門別計画

○緑の基本計画
○道路整備計画
○住生活基本計画　など

都市計画の提案

都市計画の決定・変更

i空空■空竺讐三聖竺聖誓警聖聖聖讐雪空聖二l

・【都市計画まちづくり条例】　一一一、

l■■■一一一■一一一一一一一一一一一一　ヽ‾l覿市計画マスタープランが　　　　　　　　　l

土地利用の基準であることを規定しています　t l
l＿＿＿＿＿＿＿▼＿＿＿＿＿●＿●＿＿＿

■一一一一一一一一一一一一一一一一一一一l

Tl霊芝惣慧禦碧雲と二三禦望三二蕊慧雲監禁三を！l

地区まちづくり構想

0地域住民が都市計画マスタープランの
地域・地区別構想を提秦するものです

l　‾　‾　‾　‾‘‾　■‾日■‾　■■‾　‾　‾　‾　一‾　‾　‾‾‾　‾　●‾　■

l地区から提案されたr地区まちづくり構軌を基礎に　　l l
地域・地区別構想を策定することになっていますl

l一一一一一一一一一一一一一一一一一一一　l

J忘品品；蒜ユ；ニ；完蒜品品目‖11
住民などが節市計画を提案できますl

l＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　l

l一一一一一一一一一一一一一一一一一一一　l

市民が初市計画に紬する胎を糾てい打：／
l＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　＿●－‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾′

－　－　■■■　－　－　l－　■－　■■llll■　－　■－、．＿．・．－　－　－　－

く吾＞
土地利用の規制・誘導　都市の整備　　市民主体のまちづくり


