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３．中心市街地活性化の目標 

 

基本的な方針 
中心市街地の 

活性化の目標 
目標指標 

最新基準値 

（実績） 

目標値 

（H３１年度） 

コンパクトな都市

規模ならではの

都市活力を創出

するまちづくり 

目標① 

空間ストックの

有効活用によ

る新陳代謝の

誘発 

空き店舗・低未利用

地（件数） 

１２８ 

（Ｈ２６年度） 
１１８ 

愛着をもって誇れ

る個性と利便性を

備えたまちづくり 

目標② 

来街目的の多

様化による賑

わい創出 

休日の歩行者・自

転車通行量（人／

日） 

４１,９８０ 

（Ｈ２４年度） 
４３,５８５ 

蕨市立歴史民俗資

料館の来館者数

（人／年度） 

３５,１６７ 

（Ｈ２５年度） 
３８,６１０ 

※上記基本方針

に共通する目

標 

目標③ 

中心市街地へ

の市民の支持

向上 

市民意識調査にお

ける「蕨駅周辺の整

備」の満足率（％） 

２９．０６ 

（Ｈ２６年度） 
３６．８ 

市民意識調査にお

ける「商店街の活性

化」の満足率（％） 

９．９３ 

（Ｈ２６年度） 
１９．０ 

 

[１]蕨市中心市街地活性化の目標 

中心市街地活性化へ向けての進捗状況の把握と進行管理を行うために、活性化へ向けて

の基本方針に基づき、以下の目標を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 

①コンパクトな都市規模ならではの

都市活力を創出するまちづくり 

②愛着をもって誇れる個性と利便性

を備えたまちづくり 

中心市街地活性化の目標 

①空間ストックの有効活用

による新陳代謝の誘発 

②来街目的の多様化による

賑わい創出 

③中心市街地への市民の支

持向上 
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  ①空間ストックの有効活用による新陳代謝の誘発 

「コンパクトな都市規模ならではの都市活力を創出するまちづくり」の実現へ向けては、

居住者が住み続けたいと思える魅力ある中心市街地の形成を図ることが必要であり、中心

市街地の生活者をはじめ広く市民に対応し得る消費活動や地域活動のより一層の利便性の

向上が求められる。 

そのため、空洞化が進んでいる中心市街地における空間ストックの有効活用を促進しな

がら、中心市街地での生活利便性の向上と市民活動などを支える活力づくりを推進し、コ

ンパクトシティならではの活力創出に向けた新陳代謝の誘発を図る。 

②来街目的の多様化による賑わい創出 

   「愛着をもって誇れる個性と利便性を備えたまちづくり」の実現へ向けては、市民や広

域来訪者を含めて、訪れてみたい、中心市街地に行くことが楽しいと思われる魅力づくり

が必要である。 

そのため、既存の商業機能や商店街活動の充実・強化、公共公益施設などの地域資源の

活用・改善に基づき、中心市街地内の個性づくりによる多様な来街目的を付加することで

賑わい創出を図る。 

  ③中心市街地への市民の支持向上 

   「コンパクトな都市規模ならではの都市活力を創出するまちづくり」と「愛着をもって

誇れる個性と利便性を備えたまちづくり」の具体化を図るためには、市民・事業者の参画

と連携に基づく官民協働の活性化事業の推進が求められる。 

   そのため、各種活性化事業の推進・進捗に合わせた中心市街地に対する市民のより一層

の支持向上を図る。 

 

[２]計画期間の考え方 

本基本計画の計画期間は、計画する各種事業の進捗に基づく一定の効果の発現を考慮し、

平成２７年４月から平成３２年３月（平成２７年度～平成３１年度）までの概ね５年間と

する。 

 

[３]数値指標の設定とその考え方 

（１）「空間ストックの有効活用による新陳代謝の誘発」の指標の考え方 

中心市街地の活性化へ向けては、空洞化状況の改善が必要不可欠であり、負のストック

を新たな活力・魅力創出の場として積極的に有効活用することが求められる。 

そのため、「空間ストックの有効活用による新陳代謝の誘発」の達成状況を的確に把握す

る数値目標の指標として、「空き店舗・低未利用地」を設定する。 

（２）「来街目的の多様化による賑わい創出」の指標の考え方 

中心市街地の賑わいを的確に把握する数値目標の指標としては、歩行者・自転車通行量

に基づき検証する。 

本市の中心市街地においては、通勤・通学依存型の来街特性を示しており、賑わいの創

出を図るためには、休日にも来街してもらえる魅力づくりに取り組むものである。 
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そのため、「来街目的の多様化による賑わい創出」の達成状況を的確に把握する数値目標

の指標として、「休日の歩行者・自転車通行量」を設定する。 

また、中心市街地の賑わいは、中心市街地における主要施設の利用者数として発現する

ため、経年的に統計データを取得している「蕨市立歴史民俗資料館の来館者数」を数値目

標の指標として設定する。 

（３）「中心市街地への市民の支持向上」の指標の考え方 

   中心市街地への市民の支持を把握する数値目標の指標としては、市民意識調査における

施策満足度に基づき検証する。 

   「中心市街地への市民の支持向上」の達成状況を的確に把握する数値目標の指標として、

市民意識調査における施策評価に関する設問の中でも満足度が低い「蕨駅周辺の整備」と

「商店街の活性化」への満足率を設定する。 

 

[４]数値目標の設定 

（１）空き店舗・低未利用地の減少 

 １）目標値の設定 

   本市の中心市街地においては、空き店舗や空地・駐車場等の低未利用地が増加しており、

それらの空洞化の進展が市街地の魅力の低下に拍車をかけている。 

後継者の不在などによる閉店・廃業に伴う空き店舗の発生とともに、閉店・廃業後の物

件における継続居住が発生しない場合は、相続対策や不動産運用上の低コストによる土地

活用の手軽さ等の理由で、空地や駐車場（特に、駅に近い立地においては時間貸しコイン

パーキングの増加）に転換されている。 

また、閉店・廃業後の物件の中には、継続居住を理由に賃貸を躊躇する物件や、テナン

ト募集の掲示をしても引き合いが少ないなど、市場動向に依存した取り組みのみでは新規

出店の誘導が困難な状況にある。 

そのため、空き店舗有効活用事業やコミュニティビジネス支援事業、わらび街なか共同

住宅供給事業等の複合的な事業展開に基づき、空間ストックとしての空き店舗や低未利用

地の有効活用を推進するものである。 

基本方針「コンパクトな都市規模ならではの都市活力を創出するまちづくり」の実現を

目指して、空き店舗有効活用事業や新たなビジネス展開の支援、民間活力の導入による街

なか共同住宅供給事業などを実施し、「空間ストックの有効活用による新陳代謝の誘発」を

図ることにより、平成３１年度の空き店舗・低未利用地の目標値を１１８件（空き店舗５

０件、低未利用地６８件）に設定する。 

これは、平成２６年度の空き店舗・低未利用地１２８件から１０件、７．８％の減少と

なる。また、平成２１年度以降と同様の空き店舗・低未利用地の増加トレンドで推移した

場合の平成３１年度の見込み件数１６２件から４４件の低減が図られ、見込み値に対して

７２．８％に抑制されるものである。 

 

 



- 70 - 

 

図表 中心市街地の空き店舗・低未利用地の推移と目標値 

 

 

 ２）目標値の算出方法 

①空き店舗・低未利用地の増加見込み 

○ 中心市街地における空き店舗は、平成２１年度調査時点の１３件から平成２６年度調

査時点では５４件に増加している。平成２６年度調査においては、早急なテナント導

入などの積極的な活用意向はないものの賃貸の可能性もあるという受動的意向を有す

る物件も含まれており、平成２５年度と比較すると大きく増大する結果となっている。

そのため、平成２１年度から平成２５年度の過去４年間のトレンドと同様に空き店舗

が発生すると想定［（（３３件－１３件）÷４年）×５年＝２５件］すると、平成３１

年度の計画目標時点では７９件（平成２６年度の空き店舗数５４件に２５件を合算）

の空き店舗が生じることになる。 

○ 中心市街地の空地は、平成２１年度調査時点の６件から平成２６年度調査時点では１

１件に増加している。過去５年間のトレンドと同様に空地が発生すると想定すると、

平成３１年度の計画目標時点では５件増加［（（１１件－６件）÷５年）×５年］し、

合計で１６件の空地が生じることになる。 

○ 中心市街地の駐車場は、平成２１年度調査時点の５９件から平成２６年度調査時点で

は６３件に増加している。過去５年間のトレンドと同様に駐車場が発生すると想定す

ると、平成３１年度の計画目標時点では４件増加［（（６３件－５９件）÷５年）×５

年］し、合計で６７件の駐車場が生じることになる。 

○ 上記の試算により、平成３１年度の計画目標時点では、全体で１６２件の空き店舗・

低未利用地が発生すると見込まれる。 
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図表 中心市街地の空き店舗・低未利用地の件数見込み 

 

  ②空き店舗有効活用事業などの推進 

空き店舗の活用にあたっては、空き店舗物件と出店ニーズとのマッチングへの取り組み

が重要とされる。本市中心市街地では、蕨市空き店舗有効活用事業補助金として、出店に

あたっての改装費（経費の１／２以内、上限５０万円）と広告宣伝費（経費の１／２以内、

上限１０万円）の支援を行うとともに、その実施においては、一般社団法人蕨市にぎわい

まちづくり連合会が空き店舗物件の抽出や出店ニーズとのマッチング、補助金申請受付事

務などを実施している。 

蕨市と一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会の協働による空き店舗有効活用事業

については、平成２３年度３件、平成２４年度２件、平成２５年度２件の事業実施の実績

（平成２４年度と２５年度については、２件のうち１件は、物件マッチング後、補助金未

利用による自己資金のみでの出店）があり、今後、補助事業対象物件の周知の徹底やより

一層の出店者情報の収集などの取り組み拡充を図るものである。 

また、コミュニティビジネス支援事業や中仙道蕨宿手づくり体験工房整備事業などに基

づき、出店ニーズの掘り起こしへの取り組みとともに、市民活動からの起業支援や活動拠

点としての空き店舗活用などの推進を図る。 

それらの事業により、下表のような２９件の空き店舗の有効活用を実施する。 

 

事業名称 実施時期 空き店舗有効活用件数など 

空き店舗有効活用事

業 

継続事業実施 

（平成２７年度

～平成３１年度） 

２０件 

４件（蕨市空き店舗有効活用事業補助

金対象）×５ケ年度 

蕨市空き店舗有効活用事業補助金を

活用し、蕨市にぎわいまちづくり連合

会の事業参画による一般出店者と空

き店舗のマッチング。 

※蕨市空き店舗有効活用事業は、平成

２３年度の事業実施以来、空き店舗
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物件と出店者のマッチング、及び出

店者への補助が呼び水になってお

り、今後、毎年度の補助対象件数（予

算措置）を４件以上とし、確実な事

業実施を図る。 

コミュニティビジネ

ス支援事業 

継続事業実施 

（平成２７年度

～平成３１年度） 

５件 

１件×５ケ年度 

空き店舗での起業を誘発。 

既存施設活用・魅力発信事業との連携

（蕨ふれあいステーション「たまて

箱」及びワンデイシェフレストラン

「ぷらっと」出店者の開業支援） 

また、蕨市コミュニティビジネス講座

（平成２３年度開始 平成２５年度ま

での受講生３９名）や“わらび学びあ

いカレッジ”の各種講座の受講生（平

成２５年度受講生８,３６１名）、“わ

らびネットワークステーション”登録

団体（平成２６年１０月末日現在２０

５団体）等の中で、自立開業・ビジネ

ス展開を目指す者及び団体を支援し、

空き店舗活用の誘発を図る。 

中仙道蕨宿手づくり

体験工房整備事業 
平成２９年度 ３件 

中仙道蕨宿手づくり体験工房：１件 

蕨宿手作り伝承事業による空き店舗

の週末利用：２件 

「わらびりんご」ビ

ジネス展開事業 

平成２７年度～

平成２９年度 
１件 

「わらびりんご」を活用した商品化企

画・販売拠点の整備。 

合  計  ２９件  

 

  ③低未利用地の有効活用の推進 

空地・駐車場という低未利用地の有効活用にあたっては、土地の所有者の理解と協力が

求められる。 

それらの土地活用にあたっては、商業・業務系の都市開発が望まれるが、テナントリー

シングに対する所有者の不安などに基づく困難性がある。 

そのため、都心への通勤利便性や駅からの歩行圏内としての居住ニーズに対応した土地

活用として、一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会や不動産・建設関連事業所など

による民間活力に基づくわらび街なか共同住宅供給事業を推進し、低未利用地の有効活用

の促進を図る。それらの都市開発事業の計画に際して、上層部の住宅利用と低層部への商

業・業務床の誘導などについて地権者の理解と協力の醸成を図るものとする。 
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また、中心市街地における都市開発インパクトとして、中央第一地区まちづくり事業や

蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業の進捗に基づき、民間主体の都市開発の喚起を図る。 

それらの事業により、下表のような１５件の低未利用地の有効活用を実施する。 

   

事業名称など 実施時期 低未利用地の有効活用件数など 

わらび街なか共

同住宅供給事業 

平成２７年度～平成

３１年度 
１０件 

２件×５ケ年度 

民間活力による都市開発事業の誘

導。 

地権者と不動産・建設事業者などの

連携を図り、店舗併用住宅、賃貸集

合住宅、分譲マンション、一戸建て

住宅など、立地環境や敷地規模に応

じた適正な土地活用の誘導を図る。 

都市基盤整備の

開発インパクト

による事業化誘

発 

平成２７年度～平成

３１年度 
５件 

中央第一地区まちづくり事業や蕨

駅西口地区第一種市街地再開発事

業の進捗に基づく民間主体の都市

開発の喚起。 

蕨駅西口地区第一種市街地再開発

事業区域周辺の駐車場の有効活用

などによる建築誘導。 

合  計  １５件 
 

 

 

（２）休日の歩行者・自転車通行量の向上 

 １）目標値の設定 

中心市街地の活性化へ向けては、来街目的の多様化による賑わい性の創出による歩行

者・自転車通行量の全体的な底上げが求められる。 

また、高密度な居住者に支えられるとともに、居住者などに生活魅力を実感できるまち

づくりの推進を図るためには、来街目的施設の整備とともに、週末・休日の来街機会の創

出による平日と休日の歩行者・自転車通行量の差を縮小することが求められる。 

そのため、基本方針「愛着をもって誇れる個性と利便性を備えたまちづくり」の実現を

目指して、蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業（第二工区・第三工区）や蕨宿“食”の

交流拠点整備事業による来街目的施設の整備とともに、商店街イベントの強化による休日

の来街機会を創出し、『来街目的の多様化による賑わい創出』を図ることにより、平成３１

年度の休日の歩行者・自転車通行量（調査地点９箇所の１０時間合計）の目標値を４３,

５８５人（平成２４年度の歩行者・自転車通行量の４１,９８０人から３.８％増加）に設

定する。 
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図表 中心市街地の休日の歩行者・自転車通行量（調査地点９箇所の１０時間合計）の目標値 

 

２）目標値の算出方法 

  ①中心市街地の歩行者・自転車通行量の特性 

本市中心市街地における平成２４年度の調査地点９箇所の１０時間合計の歩行者・自転

車通行量は、平日５１,８０９人、休日４１,９８０人となっており、ベッドタウン的な通

勤通学行動に依存した来街特性を有している。 

調査地点別にみても、半数の調査地点で１０時間合計の歩行者・自転車通行量が平日よ

りも休日の方が下回っている。 

また、時間帯別の動態を見ると、平日と休日で夕方以降の歩行者・自転車通行量の格差

が大きい。 

図表 調査地点別の歩行者・自転車通行量（１０時間合計） 

  蕨宿 蕨中央 蕨銀座 
蕨西口

① 

蕨西口

② 
みゆき 

駅西口

前 
ぶぎん 塚越 

合計 

（９か所） 

平日 1,437 4,989 6,577 5,863 3,363 3,206 7,209 8,101 11,064 51,809 

休日 918 2,913 4,894 4,702 2,244 2,627 5,702 7,273 10,707 41,980 
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  ②来街目的の多様化による賑わい性の創出のための取り組み 

   中心市街地における歩行者・自転車通行量の増加と平日と休日の格差の縮小を図るため

に、下記のような取り組みを実施する。 

 取り組み事業 

Ａ：居住人口増加に

よる来街 

 『蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業（第二工区・第三

工区）』に伴う居住人口増加による外出及び街なか回遊機会

の増加。 

Ｂ：商業施設整備に

よる来街 

 『蕨宿“食”の交流拠点整備事業』による中山道蕨宿への

観光来街とともに、新たな来街目的の付加。 

Ｃ：週末イベントに

よる集客 

 毎週末に商店街持ち回りで、飲食店などの参画による『四

季を味わう“日曜日の夕べ”交流会事業』の開催による来

街機会の増加。平日と歩行者・自転車通行量の差が大きい

週末の夕方に開催。 

 『ワンデイシェフレストラン「ぷらっと」にぎわい強化事

業』に基づく週末ミニコンサートなどのイベント展開によ

る来街機会の増加。 

 『東口コミュニティ・ショッピング道路整備事業』と一体

的に実施する『東口コミュニティ・ショッピング道路活用

販売促進事業』による来街機会の増加。 

 

 ③取り組み事業の実施に基づく歩行者・自転車通行量の算定 

Ａ：居住人口増加による来街 

蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業（第二工区・第三工区）に伴う居住人口増加に

より、居住者の外出行動による歩行者・自転車通行量が発生することが見込まれる。居

住者の外出・往来による居住人口の倍数の歩行者・自転車通行量が想定されるが、歩留

まり（外出率５０％と想定）を考慮し、居住人口相当を計上する。 

○ 歩行者・自転車通行量発現ポイント：駅西口前５９０人 

Ｂ：商業施設整備による来街 

商業施設整備による売上額の目標値及び客単価に基づき、来店者数を算定した。新規

商業施設整備に伴う来店者数が、下記の歩行者・自転車通行量として発現することが見

込まれる。 

○ 歩行者・自転車通行量発現ポイント：中仙道蕨宿商店街２１５人 

 
蕨宿“食”の交流拠点整備事

業における算定 

①店舗面積（坪） ８５   

②売上坪単価（千円/坪） １,５２１   

③年間販売額（千円/年）   ①×② １２９,２８５   
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④客単価（千円/人） ２.０   

⑤年間来店者数  ③÷④ ６４,６４３   

⑥１日当たり来店者数【歩行者・自転車通行量】 

※年間３００日営業 
２１５   

資料：小企業の経営指標（日本政策金融公庫総合研究所編 ２００８年） 

※蕨宿“食”の交流拠点整備事業の売上坪単価は、日本料理店の人口１５万人未

満の都市の平均。 

※蕨宿“食”の交流拠点は、観光行動など広域からの自動車利用による来街も想

定されるが、市役所駐車場の週末・休日開放などによる中山道蕨宿の散策行動

の誘発と賑わい性の創出を誘導する。 

Ｃ：週末イベントによる集客 

週末の中心市街地における楽しさの創出と既存飲食店舗の魅力のＰＲを図るために、

下記の商店街グルーピングにより、毎週末に中心市街地内の２商店街担当割して、『四

季を味わう“日曜日の夕べ”交流会事業』を開催する。また、各商店街での実施にあた

っては、ドリンクラリーなどによる街なか回遊を促し、歩行者流動の誘発を図る。 

『四季を味わう“日曜日の夕べ”交流会事業』の実施による集客・歩行者流動数は、

中仙道蕨宿商店街振興組合が過年度から実施している類似事業の“日曜日の夕べ、中仙

道を賑やかにする会”の実績値２００人／回を採用した。 

また、“四季を味わう交流会”は、一般参加とともに、本市において活発に取り組ま

れている市民活動団体会員（中心市街地などで活動する市民活動団体：１５５団体、延

べ会員約１０万人）の交流・コミュニティビジネス創出機会として、“四季を味わう交

流会”友の会の設立と会員参加を募り、集客確保を図る。 

   ■“四季を味わう交流会”の担当割による賑わいづくりの拡充 

第１週担当 第２週担当 第３週担当 第４週担当 

中仙道蕨宿商店街

振興組合 

蕨中央商店会 蕨銀座商店街協同

組合 

ぶぎん通り商店会 

塚越商店会 蕨中央一番街商店

会 

蕨西口みゆき商店

会 

蕨西口商店街協同

組合 

『ワンデイシェフレストラン「ぷらっと」にぎわい強化事業』による「ぷらっと」店

内及び店頭オープンスペースでのミニコンサート、『東口コミュニティ・ショッピング道

路活用販売促進事業』による会員店舗回遊イベント（一般社団法人蕨市にぎわいまちづ

くり連合会との連携によるくらしのポイントセールなど）についても、毎週末の開催に

より『四季を味わう“日曜日の夕べ”交流会事業』と同程度の集客を図るものであり、

２００人／回（毎週末）を採用した。 

○ 歩行者・自転車通行量発現ポイント：３００人（商店街調査ポイント当たり１５０

人×２箇所） 

○ 歩行者・自転車通行量発現ポイント：蕨銀座商店街２００人 

○ 歩行者・自転車通行量発現ポイント：塚越商店会２００人 
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  ■歩行者・自転車通行量の調査ポイント別の増加量 

  蕨宿 蕨中央 蕨銀座 
蕨西口

① 

蕨西口

② 
みゆき 

駅西口

前 
ぶぎん 塚越 合 計 

休日現況値 918 2,913 4,894 4,702 2,244 2,627 5,702 7,273 10,707 41,980 

居住人口増

加分 
           

590 

[H31] 
    590 

商業施設整

備増分 

215 

[H28] 
               215 

週
末
集
客
イ
ベ
ン
ト
増
分 

日曜日の

夕べ（毎週

末２箇所で

実施） 

（200） （200） （200） （200） （200） （200） （200） （200） （200） 400 

ぷらっとイ

ベント 
  

200 

[H27] 
      200 

東口コミュ

ニティ・ショ

ッピング販

売促進 

        
200 

[H27] 
200 

合 計          43,585 

[年次]：歩行者・自転車通行量の発現時期 

 

（３）蕨市立歴史民俗資料館の来館者数 

１）目標値の設定 

蕨市立歴史民俗資料館の来館者数については、経年的に統計データを取得しており、中

心市街地の賑わいの創出に基づき、周辺施設整備との連携による街なか回遊の相乗効果が

期待される。 

そのため、「愛着をもって誇れる個性と利便性を備えたまちづくり」の実現により、蕨市

立歴史民俗資料館の来館者数の平成３１年度の目標値を３８,６１０人（平成２５年度の３

５,１６７人から９.８％増加）に設定する。 

■蕨市立歴史民俗資料館の来館者数の目標値 
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２）目標値の算出方法 

蕨市立歴史民俗資料館は、中山道蕨宿の蕨本陣跡の隣りにあり、本市の歴史・文化・芸

術の展示・学習の場として無料で公開している。 

蕨市が甚大な空襲被害を受けた歴史的経緯を踏まえ、開館以来の継続事業として毎年開

催している「平和祈念展」などの企画展示を行うことにより安定的な来館者数を確保して

いる。また、近年においては、蕨市ゆかりの芸術家の作品を紹介する特別展等を開催し、

蕨市内外から多くの来館者が訪れている。平成２４年度は、「蕨宿開設４００年」を記念し

て、１０月から１２月にかけてオータムギャラリーを開催したほか、平成２５年度は、蕨

駅開業１２０周年事業とのタイアップなどにより、直近３ケ年度は来館者の増加が図られ

ている。 

蕨市立歴史民俗資料館においては、今後ともそれらの取り組みとともに、蕨市固有の歴

史・文化や時節に応じた定期的な企画展のより一層の充実を推進し、近年の約３４,０００

人（平成２３年～平成２５年度の実績値平均３４,０４７人）の安定的な来館者数の確保を

図る。 

さらに、下表に示す蕨宿“食”の交流拠点整備事業や中仙道蕨宿手づくり体験工房館の

整備、蕨宿観光パッケージ商品化事業、蕨宿広域連携誘客事業などの回遊行動誘発事業の

実施により、４,６１０人の来館者の増加を図り、近年の約３４,０００人と合わせて、平

成３１年度の目標値を３８,６１０人とする。 

 

事業名称など 実施時期 
事業実施による蕨市立歴史民俗資料館への 

来館者数増加人数 

蕨宿“食”の

交流拠点整備

事業 

平成２８年度 １,９３５人 

蕨宿“食”の交流拠点整備による来店者数

６４,５００人／年（２１５人×３００日

稼動）の約３％の１,９３５人の回遊・散

策行動に伴う蕨市立歴史民俗資料館への

立ち寄り来館の誘発を図る。 

蕨宿観光パッ

ケージ商品化

事業 

平成２８年度

～２９年度 
３６０人 

中山道蕨宿の旧商家めぐりや蕨宿“食”の

交流拠点での会食などをセットにした散

策観光行動の商品化を行い、３６０人（１

０人×３組／月×１２ヶ月）の蕨市立歴史

民俗資料館への来館誘発を図る。 

蕨宿広域連携

誘客事業 

平成２８年度

～３０年度 
２００人 

昭和６２年に中山道全国協議会が設立（６

９次の宿場）され、中山道蕨宿においても

過去２回の中山道サミットの開催地にな

っている。また、県内の路地を活かしたま

ちづくり団体のネットワークである埼玉

路地まち倶楽部の会員でもある。それら団

体との交流事業（２０団体×１０人／回）

による中山道蕨宿への来訪及び蕨市立歴

史民俗資料館への来館誘発を図る。 

蕨宿手作り伝

承事業 

平成２９年度

～３１年度 
１８０人 

空き店舗などでの月１回の機織り体験機

会（１５人／回×１２回）の提供に合わせ

た蕨市立歴史民俗資料館での機産業の学

習会の開催による来館誘発を図る。 
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中仙道蕨宿手

づくり体験工

房館整備事業 

平成２９年度 １,９３５人 

機織りなどの製販一体型の体験工房の整

備により、蕨宿“食”の交流拠点と蕨市立

歴史民俗資料館の相互回遊行動による来

館誘発（蕨宿“食”の交流拠点からと同数

の来館）を図る。 

合  計  ４,６１０人 
 

 

 

（４）「蕨駅周辺の整備」と「商店街の活性化」への満足度の向上 

１）目標値の設定 

中心市街地の活性化に係る重点施策としては、「蕨駅周辺の整備」と「商店街の活性化」

があるが、市民意識調査においては、それらの重要度について、各種施策の中でも平均的

な評価であるが、満足度については低位な状況である。 

中心市街地の活性化に向けては、市民・事業者の参画と連携に基づく官民協働の活性化

事業の推進が求められ、活性化の進捗過程においては、「蕨駅周辺の整備」と「商店街の活

性化」について市民から評価を得ることが必要不可欠である。 

そのため、「コンパクトな都市規模ならではの都市活力を創出するまちづくり」と「愛着

をもって誇れる個性と利便性を備えたまちづくり」の実現を目指して、東口コミュニティ・

ショッピング道路整備事業や蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業（第二工区・第三工区）、

中央第一地区まちづくり事業を実施することにより、『中心市街地への市民の支持向上』を

図り、平成３１年度の「蕨駅周辺の整備」に関する満足率の目標値を３６．８％（平成２

６年度の満足率２９．０６％から７．７％の増加）に設定する。 

■市民意識調査における「蕨駅周辺の整備」に関する満足率の目標値 
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また、蕨市立歴史民俗資料館分館の有効活用による『蕨宿“食”の交流拠点整備』の事業

実施とともに、各商店街等による活性化事業への継続的な取り組みを実施することにより、

『中心市街地への市民の支持向上』を図り、平成３１年度の「商店街の活性化」に関する満

足率の目標値を１９．０％（平成２６年度の満足率９．９３％から９．１％の増加）に設定

する。 

■市民意識調査における「商店街の活性化」に関する満足率の目標値 

 
 

 ２）目標値の算出方法 

  ①蕨駅周辺の整備の満足率 

   市民意識調査では、蕨駅周辺の整備に関して「満足している」及び「どちらかといえば

満足している」との回答が平成１９年度調査では１１．２５％であったが、平成２６年度

には２９．０６％に増加している。 

その推移の過程では、平成２２年度に２８．８２％と高い値を新値している。これは、

蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業（第一工区）が平成１９年度に着工し、平成２２年

度に竣工したことによるものである。 

平成２３年度から２５年度に満足度が低下しているのは、蕨駅西口地区第一種市街地再

開発事業（第一工区）の竣工以降、さらなる蕨駅周辺の整備の必要性に対する市民意向の

表れと思われる。 

一方、平成２６年度から始まった市の最上位計画『「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン』

において、蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業（第二工区・第三工区）の事業化が位置

づけられており、蕨駅周辺の整備への期待の高まりの結果、平成２６年度には２９．０６％

に向上したものと考える。 
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■市民意識調査における「蕨駅周辺の整備」に関する満足率 

  
満足率 

％ 

満足してい

る 

どちらかと

いえば満足

している 

どちらとも

いえない 

どちらかと

いえば満足

していない 

満足してい

ない 
わからない 

全回

答数 

H19 11.25% 22 95 313 357 183 70 1,040 

H20 14.96% 10 44 100 83 91 33 361 

H21 19.57% 9 63 111 74 83 28 368 

H22 28.82% 19 81 107 50 57 33 347 

H23 26.18% 19 86 128 75 60 33 401 

H24 22.70% 40 170 304 186 176 49 925 

H25 22.19% 13 58 106 60 59 24 320 

Ｈ26 29.06% 21 97 114 75 76 23 406 

                               出典：蕨市市民意識調査 

蕨駅周辺における魅力づくりや都市機能の集積の向上などに向けては、段階的・継続的

な事業化誘導を図るものであるが、定性的な市民ニーズ・市民の評価としては、ハード整

備の具体化が認識できる段階での満足度が向上するものである。 

そのため、下記のような事業スケジュールに基づき、都市整備プロジェクトの実施に伴

う事業効果の発現が見込まれる。 

○ 東口コミュニティ・ショッピング道路整備事業（平成２７年度～２９年度）：整備事

業の具体化が図られる平成２７年度から、事業効果による満足度の向上。 

○ 蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業（第二工区・第三工区）（平成２８年度～３１

年度）：平成３１年度の事業化による満足度の発現・向上。 

○ 中央第一地区まちづくり事業（平成２６年度～３１年度）：地区計画制度などを活用

した段階的な整備により事業効果が見込まれるため、平成２９年度からの満足度の

向上。 

蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業（第一工区）が着工した平成１９年度から平成２

６年度現在までの満足率の平均値２１．８４％（過年度の事業進捗経緯に基づく事業完了

までの要望と事業の進展への期待が合いまった平均的評価）を基準値とする。 

上記の蕨駅周辺における都市整備プロジェクトの事業実施に伴う市民の満足度として

は、事業の具体化・効果の発現時点に５％（≒蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業（第

一工区）の工事進捗が目に見える形で満足率の向上が図られた平成２０年度～２１年度の

増加分４．６％）の満足率の向上が図られる。また、継続的な事業展開により、それらの

満足度は維持されるものと見込まれ、平成３１年度における蕨駅周辺の整備の満足率は３

６.８％に向上する。 

■「蕨駅周辺の整備」に関する満足率の増減算定 

 
H27 H28 H29 H30 H31 

満足率の基準値（Ｈ１９－Ｈ２６平均） 21.84 21.84 21.84 21.84 21.84 

事業効

果による

増加見

込み 

東口コミュニティ・ショッピング道路整備事

業 
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

中央第一地区まちづくり事業     5.00 5.00 5.00 

蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業       
 

5.00 

満足度の算定値 26.84 26.84 31.84 31.84 36.84 
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  ②商店街の活性化の満足率 

市民意識調査では、商店街の活性化に関して「満足している」及び「どちらかといえば

満足している」との回答が平成１９年度調査では５．６１％であったが、平成２６年度に

は９．９３％に増加している。 

その推移の過程では、平成２２年度に蕨市商店街連合会を発展的に解消して新たなまち

づくり推進組織として“一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会”の設立、西口駅前

通りに“ワンデイシェフレストランぷらっと”の整備・オープンなど、商店街活性化へ向

けて具体的な取り組みが図られた。また、一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会で

は、地域支え合い事業やくらしのポイント事業の実施、蕨市空き店舗有効活用事業への参

画など、継続的な事業展開を図っており、市民意識調査における商店街活性化についての

満足率の向上に寄与している。 

しかし、商業機能の新規立地の進展が少ない中で、平成２４年度から２５年度には、満

足率の低下が生じた。 

■市民意識調査における「商店街の活性化」に関する満足率 

  満足率％ 
満足して

いる 

どちらか

といえば

満足して

いる 

どちらとも

いえない 

どちらか

といえば

満足して

いない 

満足して

いない 

わからな

い 
全回答数 

H19 5.61% 14 44 289 298 205 183 1,033 

H20 6.18% 5 17 106 66 87 75 356 

H21 4.18% 4 11 89 74 93 88 359 

H22 8.65% 5 25 121 65 62 69 347 

H23 7.95% 8 23 118 85 74 82 390 

H24 10.99% 25 74 273 189 191 149 901 

H25 7.50% 3 21 94 65 75 62 320 

Ｈ26 9.93% 9 31 120 83 99 61 403 

出典：蕨市市民意識調査 

そのような中で、中心市街地活性化事業の中でも蕨市立歴史民俗資料館分館の活用につ

いては、市民から『蕨宿“食”の交流拠点』としての整備への期待が大きく、“一般社団法

人蕨市にぎわいまちづくり連合会”の設立時と同様の市民評価を得ることが見込まれ、満

足率の向上が図れる。 

○ 『“食”の交流拠点』整備（平成２８年度）、及び東口コミュニティ・ショッピング

道路整備事業の具体化（平成２７年度）による満足率の向上：約５．４％＝平成２

４年度満足率１０．９９％－平成１９年度の満足率５．６１％ 

さらに、蕨駅東口においては、官民連携によるハード・ソフト両面での活性化へ向けて

の効果的な事業として、都市再生整備計画事業（塚越地区）の立案による東口コミュニテ

ィ・ショッピング道路整備事業の整備内容の具体化が図られる。 

また、東口コミュニティ・ショッピング道路整備事業の整備実施などのハード事業と相

まって、各商店街等による活性化事業への継続的な取り組みにより、“一般社団法人蕨市に

ぎわいまちづくり連合会”の設立以降と同様の満足率の段階的・持続的な向上が見込まれ

る。 
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○ 各商店街等による活性化事業への継続的な取り組みによる満足率の向上：約１．２％

／年＝（平成２４年度満足率１０．９９％－平成２２年度の満足率８．５６％）÷

２年 

   商店街の活性化に関する満足度は、平成１９年度から平成２６年度現在までの満足率の

平均値７．６２％（過年度の事業進捗経緯に基づく事業完了までの要望と事業の進展への

期待が合いまった平均的評価）を基準値として、事業への取り組みによる増加分を加算し

て設定する。 

■「商店街の活性化」に関する満足率の増減算定 

 
H27 H28 H29 H30 H31 

満足率の基準値（Ｈ１９－Ｈ２６平均） 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62 

事業効果に

よる増加見

込み 

『“食”の交流拠点』整備、東口コミュ

ニティ・ショッピング道路整備事業 
5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 

各商店街等による活性化事業への

継続的な取り組み 
1.20 2.40 3.60 4.80 6.00 

満足度の算定値 14.22 15.42 16.62 17.82 19.02 

 

 [５]フォローアップについて 

（１）フォローアップの時期について 

   本市の中心市街地活性化にあたっては、計画終了年次の平成３１年度において、それぞ

れ設定した目標の達成を目指すものであるが、計画終了年次以前においても、目標ごとに

下記の時期にフォローアップを実施する。 

 

目標値の項目 フォローアップの時期 

①空き店舗・低未利用地 

 （空き店舗、空地、月極め・時間貸し駐車場の

件数） 

○ 目標年度の平成３１年度まで

毎年度 

②歩行者・自転車通行量 

（休日の調査地点９箇所・１０時間合計値） 

○ 目標年度の平成３１年度まで

毎年度 

③蕨市立歴史民俗資料館の来館者数 ○ 目標年度の平成３１年度まで

毎年度 

④「蕨駅周辺の整備」と「商店街の活性化」の満

足率 

（市民意識調査における重点施策に関する満足度

評価での「満足している」及び「どちらかとい

えば満足している」回答比率） 

○ 目標年度の平成３１年度まで

毎年度 

 

（２）フォローアップの方法 

 １）空き店舗・低未利用地 

   事業の進捗状況について毎年次計画に基づき確認するとともに、事業効果の発現状況と

目標の達成状況について毎年度、空き店舗・低未利用地の現地調査の実施により検証し、
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必要に応じて目標達成に向けた改善措置を講じる。 

   空き店舗・低未利用地の有効活用事業においては、一般社団法人蕨市にぎわいまちづく

り連合会との連携や民間活力に基づく事業実施が求められるため、中心市街地活性化協議

会との連携による事業の進行管理の徹底を図る。 

 

 ２）歩行者・自転車通行量 

   事業の進捗状況について毎年次計画に基づき確認するとともに、事業効果の発現状況と

目標の達成状況について毎年度、中心市街地内９調査地点での休日・平日別の１０時間歩

行者・自転車通行量調査を実施・検証し、必要に応じて目標達成に向けた改善措置を講じ

る。 

   歩行者・自転車通行量の増加に向けては、商店街事業の推進とともに、『蕨駅西口地区第

一種市街地再開発事業（第二工区・第三工区）』における複合型都市機能の適正な導入など

を図り、来街目的のさらなる付加・強化に努める。 

 

３）蕨市立歴史民俗資料館の来館者数 

   事業の進捗状況について毎年次計画に基づき確認するとともに、事業効果の発現状況と

目標の達成状況を検証し、必要に応じて目標達成に向けた改善措置を講じる。 

蕨市立歴史民俗資料館分館における蕨宿“食”の交流拠点整備や蕨宿観光パッケージ商

品化事業、蕨宿広域連携誘客事業の実施による効果発現が重要であり、それら事業連携効

果の検証も行う。 

 

 ４）「蕨駅周辺の整備」と「商店街の活性化」の満足率 

   事業の進捗状況について毎年次計画に基づき確認するとともに、事業効果の発現状況と

目標の達成状況を検証し、必要に応じて目標達成に向けた改善措置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


