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第三期高知市中心市街地活性化基本計画の検討

［目標，基本方針，計画区域の設定について］



１

中心市街地活性化基本計画の構成 ※赤字：本日の検討事項

１.中心市街地の活性化に関する基本的な方針
[１]高知市の概況
[２]中心市街地の現状分析
[３]地域住民のニーズ等の把握・分析
[４]前計画の実施状況と取組の評価
[５]中心市街地活性化の課題
[６]中心市街地活性化の基本的な方針

２.中心市街地の位置及び区域
[１]位置
[２]区域
[３]中心市街地の要件に適合していることの説明

３.中心市街地の活性化の目標
[１]中心市街地の活性化の目標
[２]計画期間
[３]目標指標の設定
[４]数値目標の設定

４.土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の
公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための
事業に関する事項
[１]市街地の整備改善の必要性
[２]具体的事業の内容

５.都市福利施設を整備する事業に関する事項
[１]都市福利施設の整備の必要性
[２]具体的事業の内容

６.公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他
住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の
向上のための事業等に関する事項
[１] 街なか居住の推進の必要性
[２] 具体的事業の内容

７.中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心
市街地商業活性化事業その他の経済活力の向上のための事業及
び措置に関する事項
[１] 経済活力の向上の必要性
[２] 具体的事業の内容

８.４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に
関する事項
[１] 公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性
[２] 具体的事業の内容

９.４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に
関する事項
[１] 市町村の推進体制の整備等
[２] 中心市街地活性化協議会に関する事項
[３] 基本計画に基づく事業及び措置の一体的推進

10. 中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置
に関する事項
[１] 都市機能の集積の促進の考え方
[２] 都市計画手法の活用
[３] 都市機能の適正立地、既存ストックの有効活用等
[４] 都市機能の集積のための事業等5

11. その他中心市街地の活性化に資する事項
[１] 基本計画に掲げる事業等の推進上の留意事項
[２] 都市計画との調和等

12. 認定基準に適合していることの説明



― 中心市街地の課題・活性化に向けた基本方針 ―

現状から見える中心市街地の課題等

 多様な人を惹きつける施設が集積しており，集客力が高い中心市街地である。

 中心市街地の来訪頻度や平均駐車時間が短時間である現状から,強い集客力を生かして，中心市街地の各地に「立ち寄りた
い」「滞在したい」と思うきっかけづくり,仕組みづくりが重要である。

 中心市街地の人口が増加している一方で,営業店舗数は減少傾向である。中心市街地を日常的に利用する層が居住者や通
勤・通学者であることを踏まえると, 快適性や利便性など，より「質を高める」ことが重要である。

 商業・観光・文化など,あらゆる機能を強化・充実させることで，新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中心市街地の
求心力と回遊性を回復させていく。

２

基本方針①

訪れたくなるきっかけづくり・滞在したくなる

仕組みづくり

基本方針②

暮らしたいまち・働きたいまちの実現

前回（第２回委員会）での整理事項

内閣府の定める記載要領にあわせて,
・現状整理→課題
・課題→基本方針 に整理しました。



― 中心市街地の活性化の定義―

３

■「中心市街地の活性化」とは？ ー委員アンケートまとめー

Q.「中心市街地が活性化している」とはどのような状態であるか。 （回答数：延べ26件）

日常利用・利便性

・生活の場，交流の場，文化的活動の場がバランス良く
コンパクトに集積している。

・地元民に愛される独自コンテンツがあり，頻度高く利用さ
れている。

・行政機関，医療機関が集積している。
・住民が地域にお金が残る買い物の仕方をしている。
・利用しやすいトイレや休憩場所がある。
・案内看板が分かりやすく，多言語表記がある。 など

回答数：9

事業者・店舗

・空き店舗率が下がる。空き店舗に新規出店しやすくなる。
・県外にしかない店や施設が出店する。若い世代が遊べる
施設や店がある。

・ナショナルブランドと県内資本の企業や店舗がバランス
良く配置されている。

・商店街組合加盟店舗数の増加やイベント実施・インフラ
整備など組合活動が活発に行われている。

回答数：７

来街者・観光客等

・来街者及び交流者が少しずつ増加している。
・歩行者通行量を定点測定し，増加していれば活性化して
いるとみなす。

・地元民に愛される独自コンテンツがあることで観光客増加
につながる。

・中心市街地外からの集客力がある（市郊外，県内外，海外
から）。 など

回答数：５

売上・消費

・各店舗の売上が採算の水準に達している。
・中心市街地での滞在時間の長さ，消費金額と消費頻度の
維持，増加

・事業継続，雇用維持，顧客満足度などを総合的に判断
するため「中心市街地版のGDP」が算出できれば分かり
やすい。 など

回答数：４

その他

・中心市街地の住民が増えている。
・商，職，住，学，遊，多様な目的での人口集約がされて
いる。

・中活計画登載事業や指標の達成率，市民満足度等での比較

回答数：３

※一部再掲あり



― 中心市街地の目指すべき姿・活性化の目標―

４

基本方針②

訪れたくなるきっかけづくり・滞在したくなる
仕組みづくり

基本方針①

暮らしたいまち・働きたいまちの実現

■中心市街地活性化の基本方針・目標

■中心市街地の目指すべき姿

事業者・店舗

 店舗が増える
 空き店舗が少ない
 出店しやすい

中心市街地来訪者
（観光客等）

 ここにしかない店，利
用したい店に行ける

 魅力あるコンテンツ・
サービスがある

 交流できる
 満足度が高い，リピー

トしたくなる

「立ち寄りたい」
「滞在したい」と
思い，日頃よく利
用するようになる

魅力ある店舗やコン
テンツの体験・交流
で行きたくなる

賑わいある空間

高い満足度

便利な暮らし

売上・消費

 店舗の売上が上がる
 地元で消費する
 滞在時間が長くなる

日常利用する市民・住民
（子ども・若者・高齢者）

中心市街地で働く人

 地元に愛着がある
 買い物をする
 子どもの遊び場
 学びがある
 交流できる
 暮らしやすい

目標１

暮らすにも働くにも「ぼっちり」なまち

目標２

おまちのさらなる魅力向上と賑わいの回復

高い満足度



５

― 中心市街地の活性化の目標案・指標案―

目標１

「すべての世代が永く住み続けられる」

の実現

指標：中心市街地の居住人口の割合

目標２

「多くの人が回遊するまち」の実現

指標：歩行者通行量

目標３

「また訪れたいと思うまち」の実現

指標：拠点施設入館者数

■現行計画の目標

■第三期計画の目標（案）

【想定される対応策】
• 来街目的の創出（拠点づくり，イベント）
• 来街しやすい環境づくり
• 店舗の魅力向上,情報発信
• 利用しやすい交通の仕組みづくり（公共交通の利用促進）
• 観光資源の磨き上げ

目標２

おまちのさらなる魅力向上と賑わいの回復

指標設定の考え方

また訪れたい，長く滞在したいと思う中心市街地であるために
は，施設やコンテンツの魅力を高め，来街者の満足度の向上を
図っていく。
指標の設定に当たっては，歩行者通行量や入込客数に加え，来

街者がまた来たいと思う中心市街地であるか，利用サービスが満
足の高いものであるかなどを測る指標についての検討が必要。

指標（案）
• 歩行者通行量
• 拠点施設入館者数
• 市民意識調査における中心市街地への来訪頻度
• 空き店舗率，営業店舗数
• 商店街店舗の売上額
• 中心市街地での滞在時間
• 観光入込客数，宿泊者数

目標１

暮らすにも働くにも「ぼっちり」なまち

【想定される対応策】
• 高質な居住環境の形成
• 未利用地,空き店舗の活用
• 居心地の良い空間づくり（ユニバーサルデザイン，環境への

配慮）
• 多世代が集い交流できる場の形成

指標設定の考え方

住み続けられるための居住環境等の整備が現行計画で進められ
てきた。中心市街地に住む人は「住み続けたい」と思うこと，
また中心市街地外に住む人が「中心市街地に住みたい」「働きた
い」と思うような居心地の良い空間や魅力を作っていく必要があ
るため，居住人口の割合だけでなく，社会増減や移住・定住の視
点の検討が必要。

指標（案）
• 中心市街地の居住人口の割合
• 中心市街地の社会増減
• 市民意識調査における定住意向
• 中心市街地の事業所数，就業者数



第３期計画コンセプト（素案）＜めざす中心市街地像＞

案① 高知の城下で市民も観光客も事業者もずっと元気で居心地よいまち

※これまで築いてきた高知の風土慣習や地域資源を活かして各ターゲットが中心市街地を満足度高く利用し，生活し，訪れ，

回遊し，元気に過ごしているイメージ

案② 暮らす・訪れる・魅力共創のまち

※市民，観光客，事業者の誰もが中心市街地に魅力を感じ互いに支えながら持続可能なまちにしていくイメージ

案③ 高知の城下でおもてなし，歴史をつむぎ，新しい暮らしを共に創るまち

※これまでの計画事業及び歴史や地域資源を活かして来街者を迎えるとともに，新しいまちなかでの暮らしを共につくっていく。
６

― コンセプト（案）＜めざす中心市街地像＞・計画期間―

第１期計画コンセプト

「“土佐の風土と文化”を継承・創造・発信するまち」
－南国ならではのエネルギーをもって，新たな暮らし方を切り拓く（暮らし維新をおこす）まち・高知－

第２期計画コンセプト

「地域資源の魅力が織り成す，「暮らし」と「交流」の調和したまち」

【第３期計画コンセプトの視点】
第１期では，新しいものも含め積極的に創り，発信すること，人を呼び込むことを主軸に置いていた。
第２期では，第１期計画で整備された地域資源を活用することに加え，中心市街地における居住者や来街者の

「暮らし」と「交流」に視点を置いた。
以上の取組で中心市街地のハード整備等が一定完了し，中心市街地の人口や交流は増加しつつある状況である。

一方で，成熟社会やコロナ等の社会変動にどう対応していくかが求められている。
第3期では，そのような中でサービスや利便性の質を高めて，市民も事業者も幸せに暮らし続け，観光客も居心地

よく居続けられる場にしていくことが持続可能なまちづくり，中心市街地活性化につながると考える。
＜中心市街地活性化の状態＞

 サービスや利便性の質を高めることで利用者の満足度が高まること。
 居住者や通勤者が増え，中心市街地外からも多くの人が何度も訪れ，賑わい続けること。
 事業者・店舗が元気であること。

■計画期間 令和５年４月～令和１０年３月（５年間）



７

― 中心市街地の区域 ―

■第二期計画（現行）の区域設定の考え方

中心市街地の区域は、より効果的な整備を行い、早期に活性化効果を

発現させることが求められることから、以下の３点に留意して設定し、

143haとする。

（高知市の面積 30,900ha、中心市街地区域 143ha 、高知市全体の面積

に対する計画区域の割合約0.46％）

① 交通結節点であり、日常的に多くの人々が集散するとともに、多くの

観光客を迎えるおもてなしの場、本市の玄関口である「JR高知駅」を

含む。

② 賑わいの核である「中心商店街」と300年以上の歴史を誇る、日本一

の路上マーケット「日曜市」のエリアを含む。

③ 「県庁・市役所等の行政機関の集積地」、高知県立大学等の教育機関、

オーテピア、高知城歴史博物館、高知市文化プラザかるぽーと、県民

文化ホール等、主要な都市機能が集積するエリアを含む。

④ 商業地域（用途地域）で容積率が600％または500％の区域

基本計画区域
約１４３ha

■第三期計画において区域に追加する候補のエリア

菜園場商店街北側エリア 高知警察署エリア
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高知警察署エリア
（北本町１丁目）を追加
【＋2.03ha】

菜園場商店街北側エリア
（桜井町１丁目）を追加
【＋2.57ha】

第二期の計画区域 【143ha】
第三期の計画区域（案） 【約148ha】

― 第三期高知市中心市街地活性化基本計画の計画区域（案）―

高知駅

中心商店街

升形商店街

かるぽーと

はりまや橋
高知県庁

高知市役所

追手筋（日曜市）

高知県立大学

菜園場商店街

８

県民文化ホール

オーテピア高知城

高知城歴史
博物館


