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エリアマネジメント
財源調達 の現状 と
負担金制度 への期待
の

法政大学 現代福祉学部・人間社会研究科 教授

的 な環 境 整備やラ イフスタイルの創

１）
。都市観光に繋がる来街者に魅力

（２０１７）で紹介の機会を頂いた（注

の展開については、本誌でも２３４号

定 義されるエリアマネ ジメント 活 動

権 者 等による主 体 的 な 取 り 組み 」と

向 上させるための 住 民・事 業 者・地

進められているのが現状である。そう

者や事業者等によってボランタリーに

英国等と比較すれば、一部の資産所有

の持続的な体制を確立している米国、

を策定の上資金拠出を行い、事業実施

）という制度を
Improvement District
用いて資産所有者や事業者が事業計画

ま だ 脆 弱 で あ り、Ｂ Ｉ Ｄ（ Business

エリアマネジメントの現状と課題を述

捉え、本稿では、特に財源に着目した

業が始まることとなった。この機会を

担を基礎とするエリアマネジメント事

も 言 えるステークホルダーの共 同 負

に施行され、いわば「日本版ＢＩＤ」と

ト負担金制度」が２０１８年６月１日

正により、「地域再生エリアマネジメン

そのような状況下、地域再生法の改

保井美樹

出を進めるため、各地で、エリアマネ

した現状を踏まえ、前回の論考では、

べ、負担金制度の運用に向けた期待を

した。

ジメントを通じて地域と行 政の連 携

エリアマネジメントの体制と財源構造

述べる。

たことを 進めるための地 域の体 制は

によるパブ リックスペースの 利 活 用

に切り込んでいくことが課題だと指摘

一般に「地域の環境や価値を維持・

が積極的に進められているが、そうし
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東京駅の丸の内側
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1 エリアマネジメント活動の重要度（n=30）
●

97％

情報発信

63％

地域特有のまちづくりルールの策定

63％

調査研究・教育

37％
17％
47％

27％
27％
47％

30％
30％
40％

73％

エリアにある空間を他団体、民間企業などに活用してもらう活動（イベント）

70％

空間の整備

70％

防犯・維持管理

83％

共同で行う地域の魅力・価値・利便性の増進

83％

防災・減災

100％
90％
80％
70％
60％

17％
33％
50％

17％
20％
63％

17％
20％
63％

エリアマネジメントの活動財源

団体が回答している（回答率 ％）
。

91

の展望を探る材料として適していると

値向上につながるエリアマネジメント

織的にも未熟なものが多く、地域の価

し、これらの４６４団体は小規模で組

形成」等が挙げられている（注２）
。但

識の向上、相互理解、ネットワークの

みの形成」
「賑わいや集客」
「住民の意

とされ、その活動目的として「まちな

査で把握された数が最大で４６４団体

を有する地方自治体に対して行った調

歌山大学が全国の都市再生整備計画

体の数は、国土交通省・京都大学・和

日本におけるエリアマネジメント団

待できるものではないことを考えると、

から 補 助 金や 委 託 金は 継 続 的に期

入 が 三 大 収 入 源 と なっている。行 政

政 か ら の 補 助 金 や 委 託 金、事 業 収

団 体の収入は、図 ３の通り、会 費、行

える。そ う し たエリ アマ ネ ジ メン ト

が、安 定 財 源の 確 保で あ ることが 伺

ト団 体が最 大の課 題として挙 げるの

で あ る。ここ か らエリ アマ ネ ジ メ ン

強い。図 ２に示 す のは 活 動 上の 課 題

コミュニティ形 成 を 志 向 す る 傾 向 が

減 災 と なって お り、賑 わいや 集 客 と

信、イベント、地 域の魅 力 向 上、防 災

団 体 が 重 視 し てい る 活 動 は 情 報 発

図 １の 通 り、エリ アマ ネ ジ メン ト

考 えにくいため、本稿では、 のエリ

❶エリアマネジメントの
活動内容と課題

30

アマネジメントネットワークの調査を

専門家等が先導して設立した全国エリ

アマネジメント団体と企業・自治体・

ない。

立てることが必須であることは間違い

してバランスの取れた収入構造を組み

事業収入と会費収入を安定的に確保

は複数年度に渡る活動実績があるも
のが多く、法人化率が ％を超えるな
認するのに適している（注３）
。調査は
団体に対して行われ、

エリアマネジメント団体の事業収入の

いて幾つかの事例で探ってみる。現在、

では、具体的に事業収入の内容につ

❷ 事業収入の中身

利用する。同ネットワークの会員団体

36

ど、エリアマネジメントの到達点を確

60

83％

空間を使って行う自主活動（イベント）

3％
27％
70％
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50％

環境・エネルギー

30％
43％
27％

37％
37％
27％

50％
40％
30％
20％
10％
0

50％
23％
27％

■とても重要である ■やや重要である ■ふつう（標準的）
図

1.
２０１６年に
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資料：丹羽由佳理、園田康貴、御手洗潤、保井美樹、長谷川隆三、小林重敬「エリアマネジメント組織の団体属性と課題に関する考察 〜全国エリアマネジ
メントネットワークの会員アンケート調査に基づいて〜」公益社団法人日本都市計画学会『都市計画論文集』Vol.52 No.3（2017年10月）

多くが公共空間・施設等の利活用を通

じて生み出されている。公共空間の収

益事業に成功しているエリアマネジメ

ントの事例としてしばしば取り上げら

）の通り、札 幌 市から指

れる「札幌駅前通まちづくり株式会社」

は表１（

･

定管理を受けている「札幌駅前通地下

％を稼いで

歩行空間（
「チ カ ホ」
）
」の広場利用

料金と壁面広告（エリアマネジメント

広告）で同社の収入の約

［財源］ 1 エリアマネジメント活動を行うための財源が不足していること
43％

いる。この壁面広告は、地下歩行空間

の壁の一部を、市道については「目的外

使用」として札幌市から借用し、国道

部分については「エリアマネジメント

協定」を結び広告の掲出を可能とする

ものである（注４）
。

東京の大丸有エリアでも、公共空間

を用いたエリアマネジメント広告とイ

ベント関係（協賛金、参加費、まちづく

り協力金等）で約７０００万円の収入

があり、事務局を担っている特定企業

からの支援を除けば、収入のほとんど

が公共空間をめぐるものになっている

（注５）
。

このように公 共 空間に関 わる事 業

収入がエリアマネジメント活動の核に

なっている背景には、都市再生特別措

置法や国家戦略特区を通じた道路占

2 エリアマネジメント活動上の課題（n＝30）
●

図

78

･

P
31

■とても課題である ■やや課題である ■あまり課題ではない
■全く課題ではない ■未回答
87％
43％

13％

2 スタッフを雇用するための財源が不足していること

87％

50％

37％

13％

3 行政その他の補助金など、収入財源が限定されていること
43％

27％

20％

10％

4 利益を得られる自主的な活動が少ないこと
43％

30％

［人材］ 1 経営的視点をもった人材がいないこと
27％

23％

37％

3％

33％

3％

2 活動を支える人材がいないこと
23％

47％

30％

3 出向元の異動により、担当者が交代すること
23％

40％

23％

ト活動に対する行政の認知度が低いこと
［認知］ 1 エリアマネジメン
17％
20％

13％

57％

7％

2 エリアマネジメント活動に対する就業者や市民の認知度が低いこと
13％

43％

43％

3 エリアマネジメント活動に対するテナント等の事業者・地権者の認知度が低いこと
23％

43％

30％

ト活動に対応した法人制度がないこと
［制度］ 1 エリアマネジメン
27％
27％

3％

43％

3％

2 エリアマネジメント組織に関わる適切な税制上の優遇がないこと
37％

27％

33％

3％

3 行政機関が、自治体、保健所、警察など多様であること
43％

27％

23％

3％ 3％

4 公的な空間を活用する際に、使用制約があること
47％

37％

13％

3％

90％

100％

5 行政機関の担当者が交代する際に、対応が変化すること
37％
0

10％

37％

20％

30％

40％

50％

27％
60％

70％

80％

資料：丹羽由佳理、園田康貴、御手洗潤、保井美樹、長谷川隆三、小林重敬「エリアマネジメント組織の団体属性と課題に関する考察 〜全国エリアマネジ
メントネットワークの会員アンケート調査に基づいて〜」公益社団法人日本都市計画学会『都市計画論文集』Vol.52 No.3（2017年10月）

3 エリアマネジメント団体の主な収入源（n＝30）
●

図

会費
40％
0

10％

20％

事業収入
30％
30％

40％

50％

60％

行政・民間からの 行政から
業務受託費
の補助金
13％
7％
70％

80％

90％

その他
10％
100％

資料：丹羽由佳理、園田康貴、御手洗潤、保井美樹、長谷川隆三、小林重敬「エリアマネジメント組織の団体属性と課題に関する考察 〜全国エリアマネジ
メントネットワークの会員アンケート調査に基づいて〜」公益社団法人日本都市計画学会『都市計画論文集』Vol.52 No.3（2017年10月）
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支出
1 札幌駅前通まちづくり株式会社の収支概要（2013年）
●
収入

学芸出版社（2015年）
資料：
『最新エリアマネジメント－街を運営する民間組織と活動財源』小林重敬編著

2,640
360

指定管理費

1,560

清掃・サイネージ管理費
広告費

9,800

目的外使用料
（壁面広告）
広場使用料

5,150

広告代理店手数料

2,800
その他
（委託費等）

2,590

自主事業費

3,350
一般管理費

560
法人財等

8,210
1,180
純利益
（剰余金）

の収益活動の特例など、制度的な支援

づくり推進条例に代表される公開空地

用に関する特例、東京都のしゃれた街

地区では、約２８００万円が地権者か

リアの第１号となったグランフロント

いち早く取り入れている。その適用エ

「エリアマネジメント活動促進制度」を

る。冒頭で述べたように、欧米の多くの

的 性 格 を明 確 化 することにもつなが

制度化は、エリアマネジメントの公

側から求められてきた。

がある。

国でＢＩＤを代表とするエリアマネジ

メントの法制度が整えられており、組

らの分担金として確保されている。

❸ 会費について

た街におけるタウンマネジメントの費

の城野地区では区画整理によってでき

を求める声が高い。例えば、北九州市

するために安定した資金拠出の仕組み

でなく長期的に育てていく地域を実現

れられることも増えており、
つくるだけ

をきっかけに会費等の仕組みが取り入

近年では、区画整理事業や再開発事業

も足り ず、十分な規模とは言い難い。

と、人件費や事務所を維持する費用に

大丸有エリアでも約３００万円（注５）

エリアの価値向上という目的を達成す

増やし、それを地域に還元することで

ろん、ほかにも収入を生み出す事業を

だ。公共空間における収益事業はもち

大きな 規 模にはなりにくいのが現 状

きっかけとする仕組み以外は、あまり

支援がなく、区画整理や再開発事業を

制度は大阪市の条例を除けば制度的

その活動が進展している。他方、会費

ト団体に事業収入の源が生み出され、

度的支援によって、エリアマネジメン

リックスペースの利活用を促進する制

このように道路、公開空地等のパブ

積する場であり、稼ぐ力を強めること

都市中心部は、もともと事業者の集

一丸になって進めている。

な構造となっており、実際にも官民が

法人の一種と捉えられるハイブリッド

ント組織は民間運営でありながら、公

る。その意味で、海外のエリアマネジメ

のと捉えられ、行政によって徴収され

立されれば、負担金は税金に準ずるも

に基づいて進められるが、いったん設

所有者などによる内発的な意思と合意

リアマネジメント組織の設立は、資産

する取り決めが明確である。通常、エ

定や見直し、負担金の徴収方法等に関

織の設立・解散手続き、事業計画の策

用として、住宅は１戸当たり１７００

るには、何よりエリアマネジメント団

が重要である。基礎自治体と民間のエ

❹ 財源確保に関わる課題

円／月、施設・店舗は一口５０００円

体の事業運営力を向上させ、様々なス

リアマネジメント団体が連携し、適切

次にもう一つの収入源である会費に

～１万円／月一口以上を徴収する仕組

キルを持つスタッフが確保されること

な規制緩和や支援によって民間の稼ぐ

ついても事例を探ってみよう。上記の

みを取り入れている（注６）
。

が必要である。そのためにも、今後の

である。

こうした事業に伴う会費や資金拠出

きたボランタリーな資金拠出の性格を

力を強める新しい連携の枠組みが必要
地権者が公平で資金を拠出してエリア

見直し、安定的に徴収できる制度を導

課題は従前「会費」として整理されて
マネジメント活動が持続的に行われる

入することがエリアマネジメント団体

への要請を背景に、大阪市では、全ての

ように通称：大阪版ＢＩＤと呼ばれる
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19,100
合計
19,100
合計

（単位：万円）
表

ための計画（
「地域再生計画」
）を作成

負担金制度が
エリアマネジメントを変える可能性

❶ 海外のＢＩＤ制度と地域再生
し、そこにエリアマネジメント団体が
行う来訪者の利便の増進に資する施設

⑤制定

⑦交付

⑥徴収

エリアマネジメント団体（法人）

交付金

受益者負担金

一定の地域

⑧エリアマネジメント活動

エリアマネジメント負担金制度
２０１８年６月１日に施 行された
の整備や管理、広報、行事の実施等の
を申請する（第５条第２項第２号）
。こ

「地域再生エリアマネジメント負担金
メント活動の拡大と財源確保に関わる

のとき、市町村は計画策定や促進のた

負担金条例

区域、活動内容、効果、
受益者、資金計画等を記載

事業を位置付け、内閣総理大臣の認定

課題を背景に、特にエリアマネジメン

めの協議会を設置することもできる。

地域来訪者等利便増進活動計画

（5年以内）

制度」とは、上記のようなエリアマネジ

ト活動による利益を享受しつつも活動

次に、内閣総理大臣の計画認定を受け

内容、事業者が受けると見込まれる利

に要する費用を負担しないフリーライ

ＩＤを参考に、特定の地区において３

益の内容的及び程度、同事業者の範囲、

たら、今度は、エリアマネジメント団

分の２以上の事業者の同意を要件とし

計画期間、資金計画、徴収方法の案な

③申請

ダーの問題を解決するための仕組みと

て、市町村がエリアマネジメント団体

どを 記 載した「 地 域 来 訪 者 等 利 便 増

項）
。その際、負担者となる事業者の３

④認定

（※市町村議会の議決を
経る必要）
（※3分の2以上の
同意が必要）

②認定
地域再生計画

①申請

体が事業を行なう区域、事業の目標や

が実施する地域再生に資するエリアマ

進活動計画」を策定し、市町村の認定

者（事業者）から徴収し、これをエリア

分の２（及び負担金の総額の３分の２

議会の承認を得ることも求められる。

4 制度の概要
●

して導入されたものである。海外のＢ

ネジメント活動に要する費用を、その

を受ける（第

条の７第２項及び第３

受益の限度において活動区域内の受益
マネジメント団体に交付する官民連携

以上の負担者）の合意を得ることが求

まず、制度の導入を目指す地方公共団

認定後、市町村は受益事業者の範囲、

められる。認定する市町村は認定前に

体（以下、市町村）は、地域再生を図る

この制度の概要は次のようである。

の制度と説明されている（図４）
。

17
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国（内閣総理大臣）
図

2.

市町村

（小売業者、サービス業者、不動産賃貸業者 等）

受益者（事業者）

資料：内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局「地域再生エリアマネジメント負担金制度について」
（平成30年）
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4 エリアマネジメントの財源調達の現状と負担金制度への期待

特集

条の８）
、それ

負担金の額、算定方法を条例で定める
記 述のない都 市 公園に関しては占 用

のほか、都市再生特別措置法に特別な

スの活用が生み出す賑わいと集客が事

れるのは、イベントやパブリックスペー

受益事業者から本制度の活用が見込ま

都市観光を支えるホスピタリティ産業

貸業等となるだろう。これらは、ほぼ

そうした業種に床を貸し出す不動産賃

が整い次第、事業者からの負担金徴収、

こととされており（第
許可の特例についても明記されており

と一致するものであり、
実は、
本制度は、

条の

業にプラスに働く業種ということにな

（第

）
、道路、公開空地等と併

エリアマネジメント団体への交付金の

プランニング
（調査計画）

点が変化する可能性があると考えてい

筆者は、本制度運用を通じて、次の２

のかといえばそうではなかろう。ただ、

ば合意形成ができ、人材確保もできる

そうした状況下、本制度を導入すれ

でしか展開できない現状とも言える。

れば、合意が整う条件が整ったエリア

難に直面しているため、言い方を変え

ネジメント団体はこうした複合的な困

することもできない。現在のエリアマ

れを実現するために必要な人材を雇用

ジョンと必要な財源が整わなければそ

ていることが前提であり、また、地域ビ

とそこへの道筋に関する合意がなされ

を拠出するには、地域の将来ビジョン

と密接に絡み合う。利害関係者が財源

このことは合意形成や人材確保の課題

大の課題は財源 確 保であるが、実は、

エリアマネジメント団体にとって最

❷ 制度運用への期待

れる。

新しい都市観光の戦略策定や促進と併

せて活用されることが期待される。
このように、想定される事業内容や

定款等作成
マネジャー雇用

１～３年程度

る。
具体的にいえば、
小売・飲食業、
サー

条の９）
。こ

１～３年程度

［イギリスにおけるBIDの一般的設立プロセス］

交付、エリアマネジメント活動の実施

定款等作成
マネジャー雇用

ＢＩＤ設立投票

運営組織組成、理事等選任

実現可能性調査

地区事業計画の策定

負担金額
の検討

プロジェクト
チーム結成

アン
ケート

理事等選任

地区ニーズ調査
プロジェクト
チーム結成

ＢＩＤ申請～認定

アウトリーチ
（ 呼びかけ、合意形成）

個別
ヒアリ
ング

・BIDを知り、検討を始める｡
・行政との連携を開始する｡
・エリアの課題を明確化する｡
・エリア全体で取り組むべき
ことを議論する｡

ワーク
ショップ
等

・事業計画案を策定する｡
・事業計画の合意形成を
進める｡
・ビジョン策定・共有する｡

地区事業計画の
策定

・事業計画案を策定する｡
・事業計画の合意形成を
進める｡
・ビジョン策定・共有する｡
アウトリーチ
（ 呼びかけ、合意形成）

・BID設立申請～投票～設立承認｡
・定款等、組織体制を整える｡
・事業を開始する｡

17

ビジョン策定

ＢＩＤ申請～認定

・BID設立申請～認定される｡
・定款等、組織体制を整える｡
・事業を開始する｡
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せて導入されるのが効果的だと考えら

［ニューヨークBIDの設立プロセス］

10

プランニング
（調査計画）

資料：筆者作成

ビス業、宿泊業のＢｔｏＣ産業、および

5 英米のエリアマネジメント導入プロセス
●

17
・BIDを知り、検討を始める｡
・行政との連携を開始する｡
・エリアの課題を明確化する｡
・エリア全体で取り組むべき
ことを議論する。

個別ヒアリング

17

へと進む流れである（第

図

いずれの国も、ほぼＢＩＤの設立に向

の資料をもとにまとめたものである。

ロセスを、市役所やＢＩＤ全国団体等

図５は米英におけるＢＩＤの設立プ

は高い。

ジメントの取り組みが前に進む可能性

る専門家が増えることで、エリアマネ

してエリアマネジメントの現場に関わ

仕事の場が増加することである。そう

に深く関与する専門家が生まれ、その

が増えるにつれ、その組織設立や運営

に伴い、英米ともに、ＢＩＤの設立・運

れている実態も各地で見られる。それ

支援を仰いで地元での合意形成が図ら

能性調査に見られるように、専門家の

を行なっている。また、英国の実現可

Ｄの運営に寄り添いながら必要な支援

ることが明らかであり、その後もＢＩ

めりでスタートアップ支援を行ってい

用している都市では行政がかなり前の

うした流れをみても、ＢＩＤ制度を運

し、実現可能性調査を進めていく。こ

がプロポーザルを通じて事業者を選定

体、専門家、地元関係者の協力が求め

をどう考えるかの議論において、自治

まずは、この受益と負担の関係や限度

算定するかの指針は示されていない。

が、現在のところ、これをどのように

が徴収される負担金の金額だとされる

収益性の向上と考えており、その限度

街者数の増加による事業機会の拡大や

ない。新たな負担金制度ではそれを来

ト活動の利益についてまだ共通見解が

日本においては、エリアマネジメン

要ではないだろうか。

る事業計画を策定・実施することが重

を設置して地元事業者と一体になって

けて行うべきタスクはある程度マニュ

営や公共空間の利活用を専門とするコ

られる。

おり、ときには、スタートアップの財

アル化されており、地区ニーズ調査（英

ンサルタントが存在感を増しており、

る。第一に、エリアマネジメント団体に

国の場合は実現可能性調査）
、地区事

実際のＢＩＤのマネジャーをしながら

制度導入のために動くとともに、そこ

業計画、ビジョン、定款等が順番に作

他のＢＩＤ支援を行う専門家も出てき

政的支援もある。また、英国の場合は、

成される。最初に作成される米国の地

ている。また、この専門家とは、建築・

寄り添い支援をする行政の体制と仕事

区ニーズ調査や英国の実現可能性調査

都市計画、商業といった特定のノウハ

に適切な専門家が関与し、競争力のあ

が重要であり、ここで、アンケート等を

ウを有する者ではなく、それ以外に法

地元の意向を踏まえつつ、地方自治体

通じた地域の課題の整理、
ワークショッ

律、コミュニティ構築等、新しい価値観

アマネジメント制度の進展と今後の課題」

︵注１）保井美樹（２０１７）
「我が国におけるエリ

『観光文化』２３４号、
（注２）宋俊煥・泉山塁威・御手洗潤（２０１６）
「組
織・活動特性から見た我が国のエリアマネ
全国の
ジメント団 体の類 型と傾 向 分 析 —
「都市再生整備計画」
の区域を対象として 」
—
『公益社団法人日本都市計画学会 都市計画
論文集』
、第 巻 第３号、 ２６９ ２-７６
（注３）丹羽由佳理・園田康貴・御手洗潤・保井美
樹・長谷川隆三・小林重敬（２０１７）
「エ
リアマネジメント組織の団体属性と課題に
全国エリアマネジメントネッ
関する考察 —
トワークの会員アンケート調査に基づいて

」
『公益社団法人日本都市計画学会 都市
—
３、 ５０８ ５-１３
計画論文集』
、
（注４）小林重敬編著（２０１５）
『最新エリアマネ
ジメント』事例 「札幌駅前通 公共施設
の積極的な活用が生み出すエリアマネジメ
ント財源」
、学芸出版社、
（注５）藤井宏章（ＮＰＯ法人大丸有エリアマネジ
メント協会事務局長）「 年の振り返りと今
後、そして財源」全国エリアマネジメントネ
ットワークシンポジウム資料、２０１７年
９月６日
（注６）一般社団法人城野ひとまちネット
（２０１５）
「城野駅北地区におけるタウンマネジメント
計画」
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が明確になること、第二に、ＢＩＤの数

プ等を通じた将来像の共有、個別の利

と能力を有する点で興味深い。
ても新たな負担金制度の導入をエリア

（やすい みき）

害関係者へのヒアリング等を通じた合
の場合は地元主導で始まることが多い

マネジメントの普及につなぐには、地

こうした実態をみると、日本におい

が、議論が始まったら速やかに市役所

方自治体がそのための担当課（担当者）
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保井美樹 （やすい
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意形成の努力が進められていく。米国

の担当部署に連絡するよう周知されて
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