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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

［コンセプト，目標指標・参考指標，登載事業］





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
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― 第三期高知市中心市街地活性化基本計画のコンセプト―

■委員アンケートまとめ

コンセプト案 委員票数

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 2

案② 暮らす・訪れる・魅力共創のまち 7

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 0

その他委員から提案のあったコンセプト
• 暮らす・働く・訪れる「城下の魅力を高め楽しむまち」
• 暮らす・訪れる・魅力共創の「おまち」へ ～マナビとアソビで地域融合～
• 暮らす・訪れる 水と歴史 魅力共創のまち
• 暮らす・訪れる・働く，魅力ある共創のまち高知
• 住み・来る・遊ぶ～魅力共創のまち
• 高知に生きる，高知に暮らす，あなたが作る この街を！！

その他意見
• 「城下」は，城が中心である時代の表現（城のもと，城の管轄下）であるため，現代において行政がかかわる計画であることを考えると違

和感を感じる人はいるかもしれません。ただ姫路市でも「城下」に「まち」とルビを振っているくらいであるので，城下町を前面に打ち出
す，もしくは，姫路市のように城がただ存在しているだけではなく，中心市街地活性化の内容と不可分であることを計画内に明記すれば，
可能であるかと思います。

【コンセプト案】

暮らす・働く・訪れ遊ぶ 魅力共創の『おまち』へ
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※第三期計画登載事業を活用して出店した店舗数

その他意見
• 就業者数は全産業が必要
• 「暮らす」と「働く」は全く異なる内容のため，この目標の表現にす

る場合は，少なくとも２種類は必要になると思います。
• 市全体の人口が減少傾向のため，中心市街地の居住人口割合は施策を

講じなくとも上昇していく可能性がある。目標指標としては居住人口
の実数が適切ではないか（内閣府意見）。

目標指標１ 委員票数

中心市街地の居住人口の割合 7

中心市街地の社会増減 2

市民意識調査における定住意向 0

中心市街地の事業所数，就業者数 6

その他委員から提案のあった指標
• 市全体の中心市街地の事業所数，就業者数
• 生産年齢人口の割合と推移
• 中活で増えた分譲マンションの居住年齢層，居住実態，区域

内の賃貸住宅の入居率の推移
• 学生数の推移
• 常住人口
• 昼間人口及び昼夜間人口比率
• 中心市街地のバリアフリー整備状況
• 新規起業数，新規出店数，新規雇用者数

目標指標２ 委員票数

歩行者通行量 7

拠点施設入館者数 2

市民意識調査における中心市街地への来訪頻度 1

空き店舗率，営業店舗数 3

商店街店舗の売上額 5

中心市街地での滞在時間 2

観光入込客数，宿泊者数 4

その他委員から提案のあった指標
• 公共交通の乗車数，乗車率
• 商店街振興組合の加盟店舗数の推移
• 高知商工会議所の会員数の推移
• コインパーキングの稼働率の推移

その他意見
• 商店街の売上額，中心市街地の滞在時間は調査が難しいのではないか。
• 「魅力向上」と「賑わい」の２つの回復を掲げているので，２つ以上

の指標が必要になるかと思います。

― 中心市街地の活性化の目標指標案―

目標指標：中心市街地の居住人口
参考指標：中心市街地商店街の営業店舗数，中心市街地の社会増減数

中心市街地の新規出店数（※）

目標指標：中心市街地の歩行者通行量
参考指標：拠点施設入館者数，中心市街地商店街の空き店舗率

宿泊者数

目標２

おまちのさらなる魅力向上と賑わいの回復

目標１

暮らすにも働くにも「ぼっちり」なまち
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［目標指標の積算］ 目標１：暮らすにも働くにも「ぼっちり」なまち

●目標指標（案）

中心市街地の居住人口
現況値(R３)：5,529人 → 目標値(R９)：5,776人

●設定根拠（案）

⑴ R9年度推計値
「新計画において新規施策実施が無い場合の令和9年度推計値」

• 「国立社会保障・人口問題研究所」の推計から，令和9年度の
高知市全体の人口は310,616人，中心市街地の居住人口の割合
が基準値の1.72%と推計する。また，新たな施策が講じられな

かった場合の中心市街地の人口を5,343人と推計する。

⑶マンションの供給戸数に対する居住者の増加

• 「ビ・ウェル追手筋」整備事業による民間分譲マンションの整
備により30戸が，また，「ビ・ウェル菜園場」整備事業により
住居52戸供給され，計82戸増加する。中心市街地における１

世帯あたりの人員を1.61人とすると，上記事業により132人
の居住者増加を見込む。

⑷移住・定住促進事業により見込まれる人口の社会増

• 市総合計画において，県外からの移住組数を200組以上と設定して
いることから，そのうち中心市街地に居住する世帯を設定し，5年
間の人口増を加味する。県外からの移住組数のうち，中心市街地に
居住する世帯は，

200世帯×2.1%（中心市街地世帯数／市全体世帯数）＝4.2世帯

4.2世帯×1.61人×5年＝34人とし，34人の居住者増加を見込む。

⑵藤並公園整備事業等における居住環境向上による居住者の増加

• 「藤並公園整備事業」による公園整備や，「空き店舗を活用し
た創業支援サポート事業」による新規出店及び多様な店舗の集
積により居住環境を向上させることで，令和９年度の中心市街

地の居住人口の推計値（5,343人）の５％（267人）の居住人

口増加を見込む。

⑴～⑷の積算により，令和9年度5,776人を目標として設定する。
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5,343 人

267 人

132 人

34 人

5,776 人

⑴ 新計画において新規施策実施が無い場合の令和9年度推計値

⑵ 藤並公園整備事業等における居住環境向上による居住者の増加

⑶ マンションの供給戸数に対する居住者の増加

⑷ 移住・定住促進事業により見込まれる人口の社会増

R9年の居住人口目標（⑴＋⑵＋⑶＋⑷）



［参考指標の積算］目標１：暮らすにも働くにも「ぼっちり」なまち

●参考指標（案）

中心市街地商店街の営業店舗数
現況値(R3)：552店舗 → 目標値(R9)：571店舗

●設定根拠（案）

⑴ R9年度推計値
「新計画において新規施策実施が無い場合の令和9年度推計値」

• 高知商工会議所と高知市が毎年12月に実施している商店街空き店
舗調査における平成25年～令和3年の数値から推計を行ったR９年

の値は536店舗となった。

※近似式：y = 585.87e-0.006x

⑵主要事業の実施による積算

• 藤並公園の再整備による回遊性の向上や民間マンション整備事業によ
る居住者の増加により近隣エリアでの買い物やサービスのニーズが高
まり，空き店舗を活用した移住定住＆創業支援サポート事業，空き店
舗ツアー事業の実施により，中心市街地14商店街のうち半数の商店街

で年間１店舗が増加すると仮定し，5年間で35店舗の増加を見込む。

⑶ ⑴＋⑵による積算

• ⑴と⑵の合計値により目標数値として設定する。

よって，536店舗＋35店舗＝571店舗を目標として設定する。

586 580 570 569 569 569 568 555 552 

536 

571

0

100

200

300

400

500

600

700

営業店舗数目標設定

公園整備や空き店
舗活用の推進によ
り営業店舗数を増
やす

（店舗数）
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※H30に菜園場商店街の区域が拡大したことに伴い，営業店舗数が増加し
ている。全体の営業店舗数についてH29→H30以外は減少傾向となってい
るため，H29→H30の店舗増加分をH29以前の営業店舗数に追加して推計を
行う。

中心市街地商店街は以下のとおり
はりまや橋商店街，京町商店街，新京橋商店街，壱番街商店街，帯屋町一丁目商店街，帯屋町二丁目商店街，おびさんロード商店街
中の橋商店街，柳町商店街，大橋通り商店街，魚の棚商店街，天神橋通商店街，菜園場商店街，升形商店街



［参考指標の積算］目標１：暮らすにも働くにも「ぼっちり」なまち

●参考指標（案）

社会増減数
現況値(R3)：75人 → 目標値(R9)：92人

⑶積算

• 目標指標である「中心市街地の居住人口」から，R9年度目標とする
中心市街地の居住人口推計値から社会増減を算出する。

R3年人口を基準値に設定すると，
R9年居住人口＝R3年居住人口（基準値）＋6年間自然増減＋6年間社会増減
6年間社会増減＝R9年居住人口（目標値）ーR3年居住人口（基準値）

ー6年間自然増減

●設定根拠（案）

⑴数値設定

• ⑴，⑵より，社会増減数を算出

第３期計画期間における社会増減（総数）の目標は554.7人で設定 ※１年あたり約92人社会増（6年で案分）

⑵自然増減の推計

• H25～R3における中心市街地居住人口の自然増減の推移から推計すると，R9年の自然増減は-51.3人となる。

（人）
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年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

死亡 89 86 68 80 80 79 70 90 93

出生 31 33 30 27 34 18 33 36 30

自然増減 -58 -53 -38 -53 -46 -61 -37 -54 -63 -51.3 -51.3 -51.3 -51.3 -51.3 -51.3
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5,776 ー 5,529 ー -307.7 = 554.70 → 92.45



［参考指標の積算］目標１：暮らすにも働くにも「ぼっちり」なまち

●参考指標（案）

中心市街地の新規出店数（計画登載事業の支援策を活用した店舗／５年間累計）

現況値(H29-R3)：73店舗 → 目標値(R5-R9)：85店舗

●設定根拠（案）

⑴第二期計画登載事業における創業支援施策の継続

• 第二期計画登載の空き店舗対策事業における本市の補助事業を活用し，中心市街地エリアに出店した店舗数のH29～R3の平均は約15店舗であ

り，第三期計画においても支援施策を継続した場合，R5～R9の出店数を15店舗×5年間＝75店舗と見込む。

⑵新規事業の実施による出店数の増加

• 空き店舗を活用した創業支援サポート事業において，移住者を対象にした創業支援のメニュー拡充や，中心市街地空き店舗ツアー事業の実

施により，中心市街地における出店を促進することで，年間２店舗，５年間で10店舗の出店を見込む。

⑶ ⑴＋⑵による積算

• ⑴と⑵の合計

75店舗＋10店舗＝85店舗を目標値として設定する。
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H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

出店数 10 20 17 12 14 15 15 15 15 15 15

平均値：14.6 ５年間累計→75店舗

■高知市空き店舗活用創業支援事業費補助金による出店数（R4以降は想定の件数）



［目標指標の積算］目標２：おまちのさらなる魅力向上と賑わいの回復

●目標指標（案）

歩行者通行量（17地点，冬季の平日・休日2日間の合計）

現況値(R3)：104,188人 → 目標値(R9)：128,004人

●設定根拠（案）

中心市街地において新計画による新たな活性化の取組が行われない場合の令和9年度推計値は，現行水準のままで推移すると考えると

前計画期間中の実績値から推計し，98,361人となる。

⑴新計画において新規施策実施がない場合のR9年度推計値

⑵高知大丸「OMACHI360」の展開

本事業の展開により，高知大丸に近接した周辺商店街等（東エリア）の歩行者通行量（26,039人／R9推計値）の5％増加（1,302人）を見込む。

⑶オーテピア西敷地利活用事業

オーテピア西敷地利活用により，西敷地周辺商店街（67,691人／R9推計値）の歩行者通行量の5％増加（3,385人）を見込む。

⑷商店街イベント事業

各商店街の創意工夫によるイベント開催により，イベント会場の周辺エリアを回遊することで歩行者通行量（98,361人／R9推計値）の5%増加

（4,918人）を見込む。

⑸シェアサイクル事業

新たに導入するシェアサイクルはサイクルポート5か所，自転車台数30台を想定しており，R９年度における１台・1日当たりの回転率目標値（0.5）

から１日あたりの利用者数を算出，シェアサイクル利用者が中心市街地を３か所程度回遊すると仮定し90人の増加を見込む。

30×0.5×3箇所×２日間＝90人

⑹新型コロナウイルス感染症の収束

第二期計画では，R1年度時点で第二期の目標値を達成しており，コロナ前（R1年度）までの実績を加味した推計値によると149,910人の増加傾向が
期待できた。しかし，コロナの影響によりR2年度以降大きく減少しており，R3年度実績値を加味した新計画において施策を講じなかった場合，R9
年では98,361人と推計される。ウイズコロナ・アフターコロナにおいて，急激な歩行者通行量の回復，増加を見込むことは難しいことを考慮し，R1

年度までの実績からの推計とR3年度までの実績からの推計における令和9年度推計値の中間値程度の回復（19,948人）を見込む。

• ⑴～⑹の合計により目標値として128,004人を設定する。

10



11

［目標指標の積算］参考：歩行者通行量積算

⑴ 新計画において新規施策実施がない場合
のR9年度推計値

98,361人

⑵ 高知大丸「OMACHI360」の展開 1,302人

⑶ オーテピア西敷地利活用事業 3,385人

⑷ 商店街イベント事業 4,918人

⑸ シェアサイクル事業 90人

⑹ 新型コロナウイルス感染症の収束 19,948人

• ⑴～⑹の合計値により目標値として128,004人を設定

する。

＜目標値の積算項目＞

歩行者通行量の目標値の設定
（人）



［参考指標の積算］目標２：おまちのさらなる魅力向上と賑わいの回復

●目標指標（案）

中心市街地商店街の空き店舗率
現況値(R3)：15.8% → 目標値(R9)：14.3%

●設定根拠（案）

⑴ R9年度推計値（空き店舗）
「新計画において新規施策実施が無い場合の令和9年度推計値」

• 高知商工会議所と高知市が毎年12月に実施している商店街空き店舗調査に
おける平成25年～令和3年の数値から推計を行ったR9の値は113店舗と

なった。※近似式： y = 89.256e0.0159x

• 参考にR9空き店舗率は，
R9推計値（空き店舗数)÷｛R9推計値（営業店舗数)
＋ R9推計値（空き店舗数)｝より
113÷(113+536)=17.4%

⑵目標１参考指標 営業店舗数増加目標に対する空き店舗数の積算

• 目標１参考指標で掲げる営業店舗数増加分を加味し，R9空き店舗数の目標
を設定する。

• 空き店舗率は，営業店舗数の増加分（35店舗）のうち，50％分を空き店舗
を活用して起業したと想定すると

113店舗（R9空き店舗数推計値）-35店舗×50% ＝ 96店舗

⑶空き店舗率の算出

• ⑴，⑵より，R9空き店舗率の目標値を算出する。

R9推計値（空き店舗数)÷｛R9目標値（営業店舗数)＋ R9目標値（空き店
舗数)｝より

96÷(571+96)=14.3%

■空き店舗

数（推計）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

中心市街地

の空き店舗
88 92 102 99 90 98 91 103 109 105 106 108 110 112 113

空き店舗率 13.6% 14.3% 15.9% 15.5% 14.3% 14.7% 13.8% 15.7% 16.5% 17.4%

第1期計画 第2期計画 第3期計画

88 
92 

102 99 
90 

98 
91 

103 
109 

113 

96

0

20

40

60

80

100

120

空き店舗数推計（目標設定）

営業店舗数の増加
を推進することに
より，空き店舗減
少を図る

12

中心市街地商店街は以下のとおり
はりまや橋商店街，京町商店街，新京橋商店街，壱番街商店街，帯屋町一丁目商店街，帯屋町二丁目商店街，おびさんロード商店街
中の橋商店街，柳町商店街，大橋通り商店街，魚の棚商店街，天神橋通商店街，菜園場商店街，升形商店街



［参考指標の積算］目標２：おまちのさらなる魅力向上と賑わいの回復

●目標指標（案）

拠点施設入館者数
現況値(R3)：1,020,017人 → 目標値(R9)：1,600,350人

⑴基準値

• 以下拠点施設のR3年度入館者数を対象とする。

⑶積算

• 各拠点施設における計画登載事業含めた事業の推進により，以下のとおり設定する。

●設定根拠（案）

⑵数値設定

• ⑴，⑵より，拠点入館者数を算出する。

1,020,017人＋580,333人 ＝ 1,600,350人

1
オーテピアにお
けるソフト事業
による増加

233,533人

オーテピア高知図書館は従来の図書館機能に加えて，点字図書館及
びプラネタリウムを備えたこうちみらい科学館を併設しており，充
実したサービスを継続して提供するほか，中心商店街におけるイベ
ントへの参画や，オーテピア多目的広場を活かしたイベントの開催
を新型コロナウイルス感染症対策を講じながら実施していくことに
より，年間入館者数1,000,000人を目指す。

2
高知城歴史博物
館ソフト事業に
よる増加

50,570人

高知城歴史博物館は，体験型の展示や映像，多彩な企画展・講座の
ほか，歴史まちあるき・ワークショップ・周遊企画等の開催や，日
曜市や商店街と関連した取組により，年間入館者数85,000人を目指
す。

3

芸術文化振興事
業，まんがイベ
ント事業による
増加

260,888人

市民の文化創造と生涯学習の拠点である高知市文化プラザかるぽー
とでは，多彩な芸術文化イベントや夏季大学・市民学校などの学習
講座の開催のほか，高知の文化資源であるまんが関連のイベントの
充実等により年間入館者数462,000人を目指す。

4
高知よさこい情
報交流館運営事
業による増加

35,342人

高知よさこい情報交流館は全国に広まった高知のよさこい祭りの情
報発信や企画展の開催，体験型イベントを行っている。令和４年度
はよさこい祭り特別演舞も開催されたことから，今後は地元商店街
と連携しイベントの実施，企画展等の開催を継続，新規開催を行う
ことで，中心市街地への来街者増加に寄与し，入館者数53,350人を
目指す。

（増加数）

580,333

拠点施設 R3

オーテピア 766,467

高知城歴史博物館 34,430

かるぽーと 201,112

高知よさこい情報交流館 18,008

指標 1,020,017

（人）

13



［参考指標の積算］目標２：おまちのさらなる魅力向上と賑わいの回復

●目標指標（案）

高知市内の宿泊者数
現況値(R1)：119万人泊 → 目標値(R9)：127万人泊

①基準値

• 新型コロナウイルス感染症の影響を受けていないR1年度を基準値とする。→現況値(R1)：119万人泊。

• 2011高知市総合計画後期基本計画（計画期間R3～R12)に定める指標を引用する。

• よって，R12で目標値を130万人泊と設定しているため，R9における目標値（推計）は127万人泊となる。

●設定根拠（案）

②数値設定

成果指標 指標の説明
基準値

（令和元年度）
中間目標

（令和7年度）
本計画目標

（令和9年度）
最終目標値

（令和12年度）

市内の延べ宿泊
者数

年間の高知市で
の延べ宿泊 者数
（１月から12月
まで）

119万人泊 125万人泊 127万人泊 130万人泊

※毎年1万人ずつ推計

2011高知市総合計画後期基本計画 （施策35「観光魅力創造・まごころ観光の推進」の成果指標）

14
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― 第三期高知市中心市街地活性化基本計画における新規事業―

分類 番号 事業名及び事業概要 実施主体
第三期計画
事業期間

支援措置

４

道
路
・
公
園
そ

の
他
公
共
施
設
等
，

市
街
地
の
整
備
改
善

の
た
め
の
事
業

1

旧少年補導センター跡地活用事業

民間 R5～R9
中心市街地の中心部に位置する市有地を民間事業者に売却し，中心市街地の活
性化に効果のある整備を行うもの。

５

都
市
福
利
施

設
を
整
備
す
る
事

業 2

マイナンバーカード交付センター運営事業

市 R5～R9
中心市街地活性化ソフ
ト事業

今後の使用促進や手続増加が見込まれるマイナンバーカードに関する窓口を中
心市街地に設置することにより，居住者・来街者の利便性が向上する他，中心
市街地へ訪れるきっかけを創出し，賑わいの増加に寄与する。

６

住
宅
の
供
給
及
び
当
該
事
業
と

一
体
的
に
実
施
す
る
居
住
環
境
向
上

の
た
め
の
事
業

3

「ビ・ウェル追手筋」整備事業

和建設株式会
社

R5
日常生活が便利で快適に過ごせる商業店舗と共同住宅の複合施設を，追手筋一
丁目地区において整備し，中心市街地の居住人口の増加を促す。

4

「ビ・ウェル菜園場」整備事業

和建設株式会
社

R5～R6
日常生活が便利で快適に過ごせる民間分譲マンションを菜園場町地区において
整備し，中心市街地の居住人口の増加を促す。

7

商
業
活
性
化
等
，
経

済
活
力
の
向
上
の
た
め
の

事
業

5

シェアサイクル事業

市・民間 R5～R9
道路占用許可の特例，
都市公園の占用許可の
特例（活用予定）

中心市街地の各拠点（サイクルポート）でどこでも借りられ，返却が可能な
シェアサイクルを導入し，来街者の利便性，回遊性を高める。
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― 第三期高知市中心市街地活性化基本計画における新規事業―

分類 番号 事業名及び事業概要 実施主体
第三期計画事

業期間
支援措置

7

商
業
活
性
化
等
，
経
済
活
力
の
向
上
の
た
め
の
事
業

6

高知大丸「OMACHI360(おまち さんろくぜろ)」の展開

市・高知大丸 R5～R9
連携中枢都市に対
する普通交付税地域密着型百貨店としてリニューアルした高知大丸において，地域産品や飲食の場を提供

するローカリティフロアを展開し，中心市街地東側エリアの新たな集客拠点を形成する。

7

中心市街地ナイトタイムエコノミー推進事業
市・中心商店
街・市観光協
会

R5～R9
中心市街地活性化
ソフト事業

高知城花回廊や納涼花火大会等，既存で実施しているイベントに加えて，誘客イベントや
イルミネーション等，中心市街地において夜間に行う観光コンテンツを強化し，通年で観
光客等を呼び込み，来街者の滞在時間や消費額の向上につなげる。

8

空き店舗を活用した創業支援サポート事業

市 R5～R9
中心市街地活性化
ソフト事業

空き店舗を活用し中心市街地で新たに創業する出店者に対し引き続き支援を行うとともに，
移住者を想定した創業支援のメニューを拡充することで，移住定住にもつなげ，「働く場
としてのまち」の魅力向上につなげる。

9

お城の公園にぎわい空間創造事業

市 R5～R9
中心市街地活性化
ソフト事業丸ノ内緑地や藤並公園の再整備に伴い，休憩や交流の場所として，居住者や来街者の利用

促進，イベントの開催等，高知城に隣接する立地特性を活かした空間の有効活用を図る。

10

中心商店街お買い物マッチング事業

中心商店街 R5～R9
中心商店街で販売する商品について，情報を一元化し，中心市街地の居住者に情報提供等
を行うことで，地元での消費活動を促進し，地域経済活性化を図る。

11

「学生×中心市街地」魅力発信事業

学生，商店街 R5～R9
学生と連携し，中心市街地におけるソフト事業を実施することで，中心市街地に来街する
機会のない市民や若者等への情報発信や，次世代の街づくりを担う人材の育成を行う。

12

中心市街地空き店舗ツアー事業

市・民間 R5～R9
中心市街地活性化
ソフト事業

新規創業希望者を対象に，空き物件を一度に複数見学できるツアー等を実施する。

13

歴史・文化資源の磨き上げ事業

市 R5～R9
中心市街地活性化
ソフト事業中心市街地の歴史史跡や文化資源を活用した回遊性向上につながるソフト事業を展開

する。



高知駅

かるぽーと

高知県庁

高知市役所

高知城

はりまや橋

【事業分類凡例】

市－市街地の整備改善のための事業

都－都市福利施設を整備する事業

居－居住環境の向上のための事業

経－経済活力向上のための事業

交－公共交通の利便増進のための事業

経- 芸術文化振興事業

経- タウンモビリティ事業

市- 藤並公園整備事業

交- MY遊バス運行事業

経- 高知よさこい情報交流館運営事業

経- 京町チャレンジショップ運営事業

経- 学生活動交流館運営事業

市- 駐車場利便性向上事業

経- オーテピア高知図書館によるおまちの情報発信事業
経- オーテピアにおけるソフト事業

経- お城の公園にぎわい空間創造事業

経- 高知城歴史博物館ソフト事業

市- 高知城の環境整備事業

市- オーテピア西敷地利活用事業

高知県立大学
永国寺キャンパス

オーテピア

高知大丸

高知城
歴史博物館

【凡例】

日曜市

商店街

主な公共公益施設

主な商業施設
とさてらす

高知よさこい
情報交流館

４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所

計画区域
約148ha

居- 「ビ・ウェル追手筋」整備事業

市- 追手筋空間の有効利用
経- 学生と日曜市の連携事業
経- 日曜市と商店街の回遊促進事業
経- 日曜市空き小間活用事業

市- 横堀公園整備事業

経- まんがイベント事業
経- 芸術文化振興事業

都- マイナンバーカード交付センタ－
運営事業

経- 高知大丸「OMACHI360」の展開

≪その他中心市街地全般に関する事業≫
市- みどり豊かなまちづくり事業
市- 公園施設長寿命化整備事業
市- 中心市街地公園環境美化事業
市- 駐輪場整備事業
都- まちなか市民健康づくり事業
居- おまちの環境美化事業
居- クールチョイス事業
居- 移住・定住促進事業
経- 中心市街地ナイトタイムエコノミー推進事業
経- よさこいおもてなし事業
経- 「土佐っ歩」事業
経- 商店街イベント事業
経- 「食のイベント」事業
経- 緑化推進事業
経- エスコーターズ事業
経- 「高知まちゼミ」事業

経- 空き店舗を活用した創業支援サポート事業
経- 中心市街地空き店舗ツアー事業
経- 外国人観光客の受入おもてなし事業
経- 創業支援情報発信事業
経- 商店街魅力向上事業
経- 商店街防災対策事業
経- 街なか空間有効活用事業

経- 「学生×商店街」魅力発信事業
経- 中心市街地インバウンド対策事業
経- 中心商店街お買い物マッチング事業
経- 歴史・文化資源の磨き上げ事業
経- シェアサイクル事業
交- バス路線再編事業
交- バス停整備事業
交- 公共交通利用促進事業

市- 旧少年補導センター
跡地活用事業

高知県民
文化ホール

経- 「こうち観光ナビ・ツーリスト
センター」運営事業

都- 「さくらんぼの森」運営事業

帯屋町チェントロ

居- 「ビ・ウェル菜園場」整備事業
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― 委員アンケート調査において提案された新規事業（R４年６月実施）―

提案内容 事業化の方向性
・第三期計画での取組

・事業化に向けた課題等区分
番
号

事業概要

まちづくり勉
強会

1
・次世代（学生含む）参加による高知のまちの将来を議論する。
・この街に空き店舗なども見て，何の店が欲しい？買いたい商品がある？イオンに行かず，街を，商店街を探る。

「学生×商店街」魅力発信事業等
で内容を検討

歴史・文化資
源の活用

2 ・城下という土壌で育った歴史的偉人を学習し高知の歴史の語り部を養成する。
「土佐っ歩」事業に関連して観光
ガイドの養成等を実施中。

3

・歴史アプリの開発。幕末・維新，自由民権運動のスマホアプリをつくり，観光のガイドの助けとする。
・坂本龍馬や鰹のタタキなど王道の観光資源を楽しめる街なかの体験型観光をもっと取り組んでほしい。
・食のイベントは多いがコロナとの相性が悪いので，アート，エンタメ，歴史のイベントがもっとあればいい。
・四国八十八か所巡りと中心市街地とのコラボ。街なかにB＆Bを整備し，空海ゆかりのスイーツ，グッズを開発。
・よさこい全国大会の位置付けをしっかりとした「世界のよさこい」としてブランディングする。本祭と全国大会で大きな
山が二つでき100億円以上の経済効果が生まれる。

歴史・文化資源の磨き上げ事業内
で検討

レンタサイク
ル，シェアサ
イクル

4

・高知市のホテル旅館組合のレンタサイクルを増やす。
・有料レンタル（保険料込み）の電動バイクの導入
・セグウェイ，電動アシスト自転車等のシェアサイクル事業を行い，中心市街地での移動情報などを獲得，街づくり，店舗
運営などの活用していく。

電動バイク等，別事業への展開含
めシェアサイクル事業内で検討

まちなか居住
の利便性向上

5 ・スーパー（直売マーケット）の要望多い。「とさのさと」のような，地元客，観光客ともに需要のある施設がよい。
中心市街地お買い物マッチング事
業内で検討

オーテピア西
敷地の利活用

6

・多機能ビルの上層階から，高知城，高知市街の夜景が見えるように。電波塔の役割もできれば，周辺一帯のフリーWifi化。
・単なる広場ではなく，職・学・商・サービス・遊 など多機能な都市開発
・西敷地に牧野植物園のサテライトパークを整備する。高知の植物や自然と触れ合う空間を街なかに整備することでグリー
ン化と高知の自然の豊かさをアピールできる。

オーテピア西敷地利活用事業内で
検討

街なかイベン
ト

7 ・市民ギャラリー，地元企業，市民によるアート作品，手作りグッズの展示，販売 学生活動交流館運営事業で実施中

8
・映画館に予算をつけて実現化（おまちのエンタメ強化）
・商店街ダッシュ。シャッター閉まった地元の商店街，全力で走り抜けたら何がわかる？
・スタンプラリー（飲食店スタンプラリー，商店街周遊スタンプラリー）

商店街イベント事業内で検討

ナイトタイム
エコノミー

9

・追手筋，丸ノ内緑地，おびさんロード，江の口川沿いの樹木をライトアップ，商店街店主への夜間時の店頭ディスプレイ
設置，照明などの電気代補助を行い夜の中心市街地散歩コースとして情報発信する。
・夜間，片側車線を遊歩道化。並木をライトアップし，キッチンカーに開放する。
・アーケード内では，閉店後店舗，空き店舗前にキッチンカーを開放する。昼間利用の中央公園，おびさんロードなども含
めて，使用許可制度の緩和。

中心市街地ナイトタイムエコノ
ミー推進事業内で検討
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提案内容 事業化の方向性
・第三期計画での取組

・事業化に向けた課題等
区分

番
号

事業概要

公共交通 10

・高知駅⇔イオンまで電車を延伸する。
・はりまや橋，帯屋町，イオンと卸団地の周遊バスの運行。
・路面電車や路線バスの日曜祝日無料デーの継続実施。無料じゃなくても割引価格で曜日拡充を。
・バス停に「バスこっち」と連携したデジタルサイネージを設置する。
・バスや電車の利用に交通系ICカードやスマホ決済を利用可能にする。
・中心市街地にマンションが増えたので，高齢者や障がい者が気軽に利用できるよう各マンション前でバス停を整備する。
・スーパー，薬局，学校，病院，高知大丸などで乗降できるおもてなしバスの運行。
・観光客に向けて乗車距離に応じてグッズが貰えるマイレージサービスや停留所オリジナルの御朱印集めのスタンプラリー
など，コアユーザーに訴求するサービスやイベント，JR観光列車のような少しラグジュアリーな企画も実施することで，新
しい・面白い取組を定期的にしている「とさでん」を印象付ける。

公共交通利用促進事業内で検討

駐車場の利便
性向上

11

・おまちでの滞在時間を延ばすため，中央公園地下駐車場の料金を，現行料金で2ｈ可能とする（平日のみ），上限料金を
設定する（例）600～1000円/12ｈ）），自動化し24時間営業化する。
・中央公園地下駐車場のB2Fがほぼ使われておらず，大変もったいない。周りの駐車場の状況も調べて，より稼働率が上が
り，収益も増えるよう，制度設計を改善する。月極契約は継続し，専用エリアを決めてほしい。
・永国寺周辺にある無料駐車エリアの拡充。比較的交通量が少ない与力町，堺町，木曜市エリア，加えて高知市役所駐車場
（升形）など。

駐車場利便性向上事業内で検討

新たな産業創
出

12
地域づくり支援員を帯屋町に着任してもらう。地域商社を立ち上げて，商店街の情報発信，ふるさと納税，広報，商品開発
など新たな事業に取り組む。返礼品には中心街の商品を活用。

商店街魅力向上事業内で検討

情報発信 13
・オーテピア，高知城歴史博物館，よさこい情報交流館のイベント情報を商店街と共有し発信強化する。エッジを利かせた
発信に取り組む。
・「帯ぶら」「高知家」のようなキャッチコピーを新たに作り来街者に発信してもらう。

家族で高知へ
修学旅行

14

感染拡大で修学旅行がキャンセルになっている中，気兼ねなく楽しめる企画として「家族で高知へ修学旅行」という家族を
ターゲットにした観光戦略を立ち上げる。高知の食文化や食育体験など「食」を楽しめるコンテンツも集める。スマホで旅
行計画を立て，道順，交通機関の乗車券や観光施設の入場券などの購入ができ，ホテルの予約に商店街のグルメ情報，芸術
文化，イベント情報などを網羅。高知市教育委員会が監修することで本格的な修学旅行であることを感じ取ってもらう。

商店街のDX
化

15

商店街の要所にビーコン（電波受発信器）を設置し，来街者の情報収集と分析を行い，商店街のデジタルトランスフォー
メーション（DX）に繋げる。新規店舗の誘致や，イベントの集客効果を分析し，滞在時間の延長と満足度アップを目指す。
既存店舗の抱える課題解決（売上高増加や人件費削減などのコストダウン，効果的な販促）のヒントにする。それらと並行
して商店街の店舗情報やイベント情報，各施設の催しなどを整理して，見やすく，的確に発信する専門チームをつくる。更
には中心街のECサイトやふるさと納税サイトの拡充もセットにしていく。

DX化に向けた準備として，従来の
歩行者通行量調査にAIカメラを導
入し，人流データを分析・活用す
る事業について検討会を立ち上げ
る。（県・市・商店街）

まちの景観 16

・高知城～はりまや橋～木屋橋エリアについて水辺を生かした“水路と歴史の街”の形成
・高知城歴史博物館からひろめ市場までの区間について，白壁や土佐漆喰，瓦屋根などを使った城下町のような景観づくり
を進める。
・小さいモデル地区をいくつか設定し，植栽，舗装，建物等，市民・観光客に楽しんでもらう。

商店街，施設管理者，地権者等，
多岐に亘る関係団体との協議・調
整を要する。

クールチョイ
ス

17 アーケード屋上へ太陽光パネル化を設置。アーケード内個店への電気供給。

アーケード商店街，個店，道路管
理者等，関係団体との協議・調整
を要する。また,アーケードがパネ
ル荷重に耐えられるか調査も必要。

― 委員アンケート調査において提案された新規事業（R４年６月実施）―
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提案内容
事業化の方向性

・第三期計画での取組

・事業化に向けた課題等
区分

番
号

事業概要

東エリアの活
性化

18

・西区域と比較しても歩行者通行量が格段に低い東区域において，様々な企画を重点的に行い，その魅力度アップを図って
いく。
・よさこい情報交流館の取組強化や情報発信，はりまや橋商店街でのよさこい演舞などこれまでの事業を継続実施。
・温泉開発の検討

高知よさこい情報交流館運営事業,
よさこいおもてなし事業として実
施中の取組がある一方で，温泉開
発については検討が休止している。
今後の方向性については旅館組合
や商店街等，関連団体との調整を
要する。

空き店舗対策 19
・意欲のある事業者が土地やビルを購入する際の補助や税控除制度があればいい。
・商店街ごとにこういう店舗に出店してほしいという理想形を掲げ，マッチした出店者には補助額を増額するなど，商店街
のカラーを大事にした取組を行う。

空き店舗対策事業としては改装費
補助（県）や家賃補助（市）を
行っているため，新たな補助制度
の構築についてはニーズ調査や既
存制度との調整を要する。

おびやまち野
菜の森 計画
green ×
agriculture（グ
リ×グリ）

20

帯屋町界隈のビル屋上や空き地などを活用し，野菜を栽培する都市型農園の展開を推奨する。屋上緑化に加えて，地産地消
による環境負荷の低減，おまちの住民や子どもの農業体験の機会づくりにも貢献。農業用ロボットやIoT技術を活用したデ
ジタル農業の実験的ファームとして県内外の企業や農業法人からの参画など雇用創出に加え，高知の自然環境をフルに活か
した農業大国・土佐を体験できる珍しい観光スポットにもなる。収穫した野菜をメニューに取り入れた飲食店の展開。日曜
市との連携，高知農業高校や農業大学校との連携，県下34市町村との連携など相乗波及効果は無限大。

ニーズ調査，対象物件の抽出，
オーナーとの協議，運営主体（担
い手）等の検討を要する。

帯屋町版フィ
ルムコミッ
ション

21

高知フィルムコミッション（FC）の協力組織として中心街に特化した新たなFCを設立する。中心街には映画やドラマでよ
く登場する学校，オフィス街，病院，商店街，公共交通，寺社仏閣や日曜市・よさこいなど資源が豊富にある。キャストや
スタッフの宿泊場所やケータリングだけでなく，エキストラやボランティアの確保も県内随一の機能を備えている。更には
キー局が制作する旅番組やグルメ番組などへ積極的にプレスリリースを発信し，旬の食材・風景・人物・ネタを提供する。
高知FCが出来なかったきめ細やかなサービスを提供し，ネクスト「竜そば」「らんまん」に備える。

高知FCとの役割分担や組織の位置
付け，運営主体（担い手）等の検
討を要する。

地域通貨の発
行
※事務局提案

22
コロナで打撃を受けた地域経済の回復及びキャッシュレス推進として，エリア限定で使える地域通貨を発行することで，立
地する店舗の利用促進や地域内の消費喚起を図るもの。通貨の利用データから消費動向が把握できるため，個店独自の消費
喚起策やターゲットに即した販促などに活用することができることから店舗の売上増加にもつながる。

市外消費者にも還元される仕組み，
キャッシュレス決済未導入の店舗
への対応等の検討を要する。

― 委員アンケート調査において提案された新規事業（R４年６月実施）―


