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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]蕨市における推進体制の整備等 

（１）庁内会議の経過 

   中心市街地活性化基本計画の策定にあたって、庁内検討会議を設置し、旧法の基本計画

の進捗と取り組みの検証や活性化の必要性、今後の取り組みの方向性について、関係部署

間の共通理解と今後の取り組みについての協議・調整を図った。 

   また、蕨商工会議所との連携による取り組み事業の検討や地元商店街などの参画に基づ

く推進体制の構築へ向けての取り組み方向の共有を図った。 

 

   ■庁内会議の構成 

参画部署 主な担当分野 

総務部 政策企画室 政策調整 

都市整備部 
まちづくり推進室 

道路公園課 
市街地の整備改善、街なか居住 

市民生活部 市民活動推進室 市民活動の推進 

健康福祉部 
児童福祉課 

保健センター 
都市機能の増進、公共施設の利用促進 

教育部 

（教育委員会） 

生涯学習スポーツ課 

歴史民俗資料館 
都市機能の増進、公共施設の利用促進 

市民生活部 商工生活室 
中心市街地活性化推進事務局 

商業等の活性化 

蕨商工会議所 商業等の活性化、地域参画推進体制 

    

■庁内会議の開催経過 

開催日 内容 

平成２１年１１月～１２月 
関係課へのヒアリング、活性化への取り組み方向・事

業についての調整・検討 

平成２２年１月６日 
旧計画に基づく取り組み検証、活性化の必要性と取り

組みについて調整 

平成２２年１月１３日 活性化の目標設定について調整 

平成２２年２月２３日 活性化へ向けての取り組み事業についての調整 

平成２２年４月８日 活性化へ向けての取り組み事業についての調整 

平成２２年７月６日 基本計画素案についての調整 

平成２３年５月～１１月 
実現可能プロジェクトの推進・支援（ワンデイシェフ

レストラン「ぷらっと」の事業化） 

平成２４年３月～５月 プロジェクトの検討・精査 

平成２４年５月～ 
関係団体の参画による蕨宿“食”の交流拠点整備検討

会議の設置・運営 
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平成２４年１０月～１１月 基本計画案についての調整 

平成２５年２月～平成２６

年１２月 

中心市街地活性化への取り組み方針、活性化の目標設

定についての再調整、基本計画（案）の取りまとめに

ついての執行部協議 

平成２７年２月２日 
認定申請に向けての蕨市中心市街地活性化基本計画の

最終案についての執行部協議及び承認 

 

（２）推進体制の強化 

中心市街地活性化の推進に向けて、関係部署の横断的な事業調整と、民間事業の適正な

事業遂行などの調整・進行管理を図るための専管職を新設・配置する。 
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[２]中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）中心市街地活性化協議会の概要 

   蕨市中心市街地活性化協議会は、蕨商工会議所と、中心市街地整備推進機構として蕨市

長が指定した一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会が、共同で下記の規約を定め、

平成２４年３月２９日に設置した。 

蕨市中心市街地活性化協議会の構成員名簿は、下表の通りである。 

 

  ■蕨市中心市街地活性化協議会規約 

（名称） 

第１条 本会は、「蕨市中心市街地活性化協議会」（以下「協議会」という。）と称する。 

（目的） 

第２条 協議会は、中心市街地の活性化に関する法律（以下「法」という。）第９条第１項

の規定により蕨市が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に

関し必要な事項について協議し、関係主体が参画・連携するまちづくりの運営を横

断的・総合的に調整することで、蕨市中心市街地の活性化の推進と蕨市の発展に寄

与することを目的とする。 

（活動） 

第３条 協議会は、その目的を達成するため、次の活動を行う。 

（１） 中心市街地活性化に係る総合調整に関すること 

① 蕨市が作成する中心市街地活性化基本計画並びに認定基本計画及びその実

施に関し必要な事項についての意見提出 

② 蕨市中心市街地の活性化に関する事業の総合調整 

③ 蕨市中心市街地の活性化に関する関係者相互の意見及び情報交換 

④ 蕨市中心市街地の活性化に寄与する調査研究の実施 

⑤ 中心市街地活性化のための勉強会、研修及び情報交換 

⑥ 協議会活動の情報発信・広報 

⑦ その他協議会の設立の趣旨に沿った活動の企画及び実施 

（２） 中心市街地の活性化に係る事業に関すること 

① 市街地整備改善に関すること 

② 都市福利施設の集積に関すること 

③ 街なか居住の推進に関すること 

④ 商業等の活性化事業に関すること 

⑤ ①から④までに規定する事業及び措置と一体的に推進する公共交通機関の

利用者の利便増進事業及び特定事業に関すること 

（３） その他中心市街地の活性化に関すること 

（構成員） 

第４条 協議会の会員は、次のものにより構成され、別表に記載する団体を代表するものと
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する。（別表参照） 

（１） 蕨商工会議所（法第１５条第１項第２号イ） 

（２） 一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会（法第１５条第１項第１号イ） 

（３） 蕨市中心市街地において、法第９条第２項第４号から第８号までに規定する

事業を実施しようとする者（法第１５条第４項第１号） 

（４） 蕨市の認定基本計画の実施に関し密接な関係を有する者（法第１５条第４項

第２号） 

（５） 蕨市（法第１５条第４項第３号） 

２ 法第１５条第４項・６項・７項の規定に基づき、必要に応じて構成員に加えること

ができる。法第１５条第４項に基づき協議会への参加の申し出があった場合、正当

な理由がある場合を除き、当該申出を拒むことができない。 

（役員） 

第５条 協議会に次の役員を置く。 

（１）会長 １名 

（２）副会長 １名 

２ 会長、副会長は、協議会の構成員から互選により選出する。 

３ 役員の任期は１年とする。ただし再任を妨げない。 

（職務） 

第６条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（タウンマネージャー） 

第７条 協議会には、協議会における活動を円滑に進めるため、中心市街地活性化のまちづ

くりについて専門的知見を有するタウンマネージャーを配置することができる。 

２ タウンマネージャーは、正副会長の審議を経て、会長が委嘱する。 

（会議） 

第８条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議の議事は、会員の過半数以上の出席をもって成立し、出席会員の過半数をもっ

て、これを決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。 

３ やむを得ない理由のため会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項に

ついて書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することが

できる。 

４ 会長が必要と認めるときは、会員以外の者も会議へ出席できる。ただし、会員以外

の者は、議決に加わることができない。 

（事務局） 

第９条 協議会の事務局は、蕨商工会議所に置く。 

（公表の方法）  

第 10 条 協議会の公表は、蕨商工会議所及び一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会
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の事務所への掲示、ホームページに掲載することによりこれを行う。 

（解散） 

第 11条 協議会を解散する場合は、総会の議決を経なければならない。 

（附則） 

１ この規約は、平成２４年３月２９日から施行する。 

２ この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、正副会長の

承認を得て、別に定める。 

 

 

 ■蕨市中心市街地活性化協議会の構成員（規約別表） 

所 属 根拠法令：[中心市街地の活性化に関する法律 

蕨商工会議所 法第 15条第 1項２号関係（商工会議所） 

一般社団法人蕨市にぎわいまち

づくり連合会 
法第 15条第 1項１号関係（中心市街地整備推進機構） 

中仙道蕨宿商店街振興組合 法第 15条第４項１号関係（商店街） 

蕨銀座商店街協同組合 法第 15条第４項１号関係（商店街） 

蕨西口商店街協同組合 法第 15条第４項１号関係（商店街） 

塚越商店会 法第 15条第４項１号関係（商店街） 

ぶぎん通り商店会 法第 15条第４項１号関係（商店街） 

蕨西口みゆき商店会 法第 15条第４項１号関係（商店街） 

蕨中央一番街商店会 法第 15条第４項１号関係（商店街） 

蕨中央商店会 法第 15条第４項１号関係（商店街） 

蕨市観光協会 法第 15条第４項２号関係（観光まちづくり） 

蕨駅西口市街地再開発事業地区

協議会 
法第 15条第４項２号関係（市街地開発事業） 

町会長連絡協議会 法第 15条第４項２号関係（生活者） 

消費者代表（蕨ひがし生活学校） 法第 15条第４項２号関係（生活者・地域活動） 

市民ネットワークステーション 法第 15条第４項２号関係（生活者・地域活動） 

地域女性団体連合会 法第 15条第４項２号関係（生活者・地域活動） 

ＮＰＯ法人わらび学びあいカレ

ッジ 
法第 15条第４項２号関係（地域活動） 

ＪＲ東日本 法第 15条第４項２号関係（鉄道事業者） 

国際興業 法第 15条第４項２号関係（バス事業者） 

蕨市 法第 15条第４項３号関係（市） 

※法第 15条第１項１号関係：都市機能の増進を総合的に推進するための調整を図る者 

※法第 15条第１項２号関係：経済活力の向上を総合的に推進するための調整を図る者 

※法第 15条第４項１号関係：認定基本計画に規定する事業を実施しようとする者 

※法第 15条第４項２号関係：認定基本計画及びその実施に関し密接な関係を有する者 

※法第 15条第４項３号関係：中心市街地をその区域に含む市町村 
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（２）中心市街地活性化協議会の開催経過 

   本計画の策定にあたっては、蕨市中心市街地活性化協議会における検討・協議とともに、

活性化事業の実施主体となる関係団体や中心市街地内の商店街との取り組み内容について

の協議・調整に基づく位置づけを行った。 

   蕨市中心市街地活性化協議会及び関係団体との協議・検討の開催経過は、下記のとおり

である。 

 

■中心市街地活性化協議会の開催経過 

開催日 内容 

平成２４年３月２９日 中心市街地活性化協議会設立総会 

 蕨市中心市街地活性化協議会規約（案）の承認 

 蕨市中心市街地活性化協議会構成員（案）の承認 

 蕨市中心市街地活性化協議会の役員の選任 

平成２４年５月１７日 蕨市中心市街地活性化基本計画に関する検討会 

 改正中心市街地活性化法および中心市街地活性化基本計

画の策定手続きについて 

 協議会の役割と重要性について 

 蕨市中心市街地活性化基本計画（案）の検討状況につい

て 

平成２４年５月２３日 第１回蕨市中心市街地活性化協議会 

 蕨市中心市街地活性化基本計画（案）について 

平成２５年２月１２日 蕨市中心市街地活性化協議会「まちづくり研究会」 

 蕨市中心市街地活性化基本計画（案）の策定経過報告に

ついての報告 

 講演「商業活性化による中心市街地活性化について」 

講師：させぼ四ケ町商店街協同組合理事長 竹本慶三氏 

支援機関：中小企業基盤整備機構 

平成２５年５月２０日 蕨宿「食」の交流拠点整備事業に向けての構造改革調査分析

事業結果報告会 

 蕨市中心市街地活性化基本計画（案）の修正作業の進捗

状況および歴史民俗資料館分館の活用計画の検討（蕨市

立歴史民俗資料館分館活用検討会議での検討経過と検討

内容）に関する経過について 

 蕨市立歴史民俗資料館分館の活用に向けての構造改革調

査分析事業（実施主体：中仙道蕨宿商店街振興組合、一

般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会）について 

 蕨市立歴史民俗資料館分館の活用に向けての構造改革調

査分析事業の結果報告について 
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平成２５年１０月２２日 蕨市立歴史民俗資料館分館の活用方策についての講習・検討

会 

 中心市街地活性化における交流拠点の役割について 

～蕨市立歴史民俗資料館分館の有効活用に向けて～ 

支援機関：中小企業基盤整備機構 

 蕨市立歴史民俗資料館分館有効活用の方向性についての

意見交換 

平成２６年１０月２１日 第２回蕨市中心市街地活性化協議会 

 蕨市中心市街地活性化基本計画（素案）について 

【意見・協議内容】 

 将来ビジョンを市民と共有するためには、長期的対応が

求められるまちづくり事業も位置づけた方が良いと思う

が、５ヶ年計画としての本基本計画を確実に実行し、次

のステップに進めるように取り組む必要がある。 

 商店街の個別事業の実施にあたっては、商店街のビジョ

ンの検討・調整を図りながら、効果的な施策の活用によ

る事業内容の拡充を図っていきたい。 

 歴史民俗資料館分館の活用事業とともに、空き店舗の有

効活用に基づく「わらびりんご」ビジネス展開事業とし

ての立ち寄り施設の整備などを推進し、点と点を結ぶプ

ロジェクト展開に取り組みたい。 

 中心市街地活性化協議会は、基本計画の進行管理ととも

に、効果的な事業展開を目指して関係団体間の協議・調

整の場として機能していく必要がある。 

平成２６年１１月７日 第３回蕨市中心市街地活性化協議会 

 中心市街地活性化基本計画（素案）に対する中心市街地

活性化協議会から蕨市への意見書（案）について 

⇒意見書については了承。事務局で精査し、蕨市へ提出

する。 

【中心市街地活性化に向けての意見】 

 単なるベットタウンではなく、市民に支持される消費サ

ービスの提供や市民活動を展開しやすい魅力あるまちづ

くりを目指すべき。 

 埼京線の開通以降、商圏の縮小による厳しい商業環境に

あるが、商業活動の強化と集約化など、コンパクトシテ

ィとしての魅力向上が求められる。 

 歴史民俗資料館分館の活用などのプロジェクト展開によ

り、蕨宿をはじめとする歴史・文化を重視した来街魅力
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の付加・強化に努める必要がある。 

 蕨駅西口と東口の連携強化、商店街間の連携・協働、多

様な市民・団体の参画など、コラボレーションによる弱

みの解決と魅力の付加が必要。 

 個店の自助努力は必要だが、個店のみでの対応の限界も

あり、中心市街地として総合的に活性化に取り組むこと

は、中心商店街にとっては千載一遇のチャンスとして取

り組む必要がある。 

平成２７年４月３０日 第４回蕨市中心市街地活性化協議会 

 中心市街地活性化基本計画事業内容について 

 平成２７年度行動目標について 

【意見・協議内容】 

 基本計画に位置付けられている各商店街が実施主体とな

っている事業について、中心市街地活性化に向けて関連

性が欠如しているのでは。 

 各事業の内容変更も含めた今後の事業推進方法について

は、当協議会が意見調整、進行管理を図っていく場であ

り、当協議会の重要な役割である。 

 個々の事業をバラバラに行うより、うまく連携させるこ

とで、より活性化するのでは。 

 「わらびりんご」ビジネス展開事業の今後の取り組みは

どのようか。貴重な地域資源だが、まずは収穫量を増や

すことが大事である。 

平成２７年１２月２４日 第５回蕨市中心市街地活性化協議会 

 平成２７年度行動目標の進捗状況について 

 蕨市中心市街地活性化基本計画の進捗状況について 

【意見・協議内容】 

 蕨宿“食”の交流拠点整備事業を着実に推進していくた

めには、責任体制の明確化と、推進体制の確立が必要で

ある。 

 中心市街地の活性化に関わるまちづくりについては、タ

ーゲットをより明確にし、既存の資産を活用するととも

に、蕨市の強みや特性を生かしたまちづくりを推進して

いくべきではないか。 

 構成員からの質問を受け、蕨駅西口市街地再開発事業に

ついて、事業コンセプトから住宅・商業・公共施設など

現在検討している商業施設の概要などについて説明がな

された。 
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平成２８年３月２２日 第６回蕨市中心市街地活性化協議会 

 平成２７年度行動目標の進捗状況について 

 平成２８年度行動目標について 

【意見・協議内容】 

 「わらびりんご」ビジネス展開事業の今後の具体的な展

開方法についての質問を受け、蕨市より、現時点でもま

だ収穫量が少ないので当面は、機まつりなどのイベント

時での限定販売となる旨、説明した。 

 平成２８年度行動目標については、２７年度に掲げられ

ている事業をベースに次回協議会で事務局案を示すこと

で、承認された。 

平成２８年５月１９日 第７回蕨市中心市街地活性化協議会 

 平成２８年度行動目標について 

 蕨市中心市街地活性化基本計画の事業について 

【意見・協議内容】 

 蕨ブランド育成・強化事業について、蕨の特産品である

双子織などを活用した商品を、ふるさと納税の返礼品に

登録することで、特産品の普及や販売促進が図れるので

はないか。 

 ふるさと納税制度は、地域産業や企業をアピールする貴

重な機会にもなっていることから、蕨市において本制度

の導入を検討中である。 

 蕨市より、中心市街地活性化基本計画の平成２７年度フ

ォローアップ結果について、資料をもとに空き店舗・低

未利用地、休日の歩行者・自転車通行量等の数値につい

て詳細な報告を行った。 

平成２９年３月２９日 第８回蕨市中心市街地活性化協議会 

 平成２８年度行動目標の進捗状況について 

 平成２９年度行動目標について 

【意見・協議内容】 

 蕨宿“食”の交流拠点整備事業について、倉庫部分の活

用に関する質問があり、一般社団法人蕨市にぎわいまち

づくり連合会より、国の補助金を活用し、倉庫部分の活

用も含め中心市街地活性化の核となる施設整備を目的と

したニーズ調査ならびにマーケティング調査を平成２９

年度に行う予定であるとの説明がなされた。 

 四季を味わう日曜の夕べ交流会事業と蕨市民音楽祭との

関わり方について質問を受け、同交流会事業の実施主体
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である一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会か

ら、当連合会としても、積極的に連携し、中心市街地の

賑わい創出を図っていきたいとの説明がなされた。 

 平成２９年度行動目標については、２８年度に掲げられ

ている事業を中心に、本日欠席の構成員からも意見をい

ただきながら、次回協議会で事務局案を示すことで、承

認された。 

平成２９年５月２５日 第９回蕨市中心市街地活性化協議会 

 基本計画の平成２８年度フォローアップ結果について 

 平成２９年度行動目標について 

【意見・協議内容】 

 蕨市より、中心市街地活性化基本計画の平成２８年度フ

ォローアップ結果について、資料をもとに空き店舗・低

未利用地、休日の歩行者・自転車通行量等の数値につい

て詳細な報告を行った。 

 平成２９年度行動目標について、本目標に掲げられた５

つの重点事業の推進主体である一般社団法人蕨市にぎわ

いまちづくり連合会および蕨商工会議所より、それぞれ

の事業の推進方法等について、詳細な説明がされ、承認

された。 

平成３０年３月２７日 第１０回蕨市中心市街地活性化協議会 

 平成２９年度行動目標の進捗状況について 

 平成３０年度行動目標について 

【意見・協議内容】 

 平成２９年度行動目標の進捗状況に関して、今後の「ぷ

らっと」の活用方法の決定および実施体制の確立につい

ては、平成２８年１０月のリニューアル後、賑わい創出

に寄与していることから、一定の評価ができる。 

 蕨ブランド育成・強化事業について、２９年度は市内飲

食店が共同でご当地ドレッシング開発に取り組むなど、

新たな展開もあり、「商店街からも積極的な参加を促して

いきたい」、「事業実施後のフォローアップをきちんと行

った方が良い」といった活発な意見交換が行われた。 

 平成３０年度行動目標については、２９年度に掲げられ

ている事業を中心に、次回協議会で事務局案を示すこと

で、承認された。 

平成３０年５月１７日 第１１回蕨市中心市街地活性化協議会 

 平成２９年度 蕨市中心市街地活性化基本計画目標毎の
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フォローアップ結果について 

 蕨市中心市街地活性化基本計画の計画変更について 

 平成３０年度行動目標（案）について 

 「ＮＥＸＴ商店街プロジェクト」伴走型運営体制支援事

業について 

【意見・協議内容】 

 蕨市より、中心市街地活性化基本計画の平成２９年度フ

ォローアップ結果について、資料をもとに空き店舗・低

未利用地、休日の歩行者・自転車通行量等の数値につい

て詳細な報告を行った。 

 フォローアップ結果も踏まえて、計画の目標値達成に向

けて新たに計画に追加する事業など計画変更の内容を説

明し、承認された。 

 （再開発事業の進捗状況やフォローアップ結果の報告を

受けて）市民としては、指標の市民満足率が低調なこと

が気になる。満足度が低いということは、他市へ転出し

てしまう可能性があるということだ。イベントや再開発

事業も含め、特色あるまちづくりをぜひ推進していただ

きたい。 

 高齢者が増えているなかでは、積極的に情報提供を行わ

ないと、せっかくの取り組みもなかなか広まらない。 

 

■中心市街地活性化に係る関係団体との検討・協議の開催経過 

開催日 会議名、内容 

平成２４年４月２０日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・各委員会進捗状況報告 

・蕨市中心市街地活性化基本計画に関する検討会での協議内

容について 

平成２４年７月１７日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・各委員会進捗状況報告 

・蕨市中心市街地活性化基本計画に掲げる事業内容について 

平成２４年８月９日 塚越商店会 役員との意見交換 

・中心市街地活性化基本計画に掲げる事業内容について 

平成２４年８月２１日 蕨西口みゆき商店会 役員との意見交換 

・中心市街地活性化基本計画に掲げる事業内容について 

平成２４年８月２１日 蕨西口商店街協同組合 役員との意見交換 

・中心市街地活性化基本計画に掲げる事業内容について 

平成２４年８月３１日 蕨銀座商店街協同組合 役員との意見交換 
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・中心市街地活性化基本計画に掲げる事業内容について 

平成２４年８月３１日 蕨中央商店会 役員との意見交換 

・中心市街地活性化基本計画に掲げる事業内容について 

平成２４年８月３１日 中仙道蕨宿商店街振興組合 役員との意見交換 

・中心市街地活性化基本計画に掲げる事業内容について 

平成２４年９月１９日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・各委員会進捗状況報告 

・蕨市中心市街地活性化基本計画に掲げる各商店街の事業内

容について 

平成２４年９月２５日 蕨中央一番街商店会 役員との意見交換 

・中心市街地活性化基本計画に掲げる事業内容について 

平成２４年９月２５日 ぶぎん通り商店会 役員との意見交換 

・中心市街地活性化基本計画に掲げる事業内容について 

平成２４年９月２８日 まち連 理事会 

・各委員会進捗状況報告 

・蕨市中心市街地活性化基本計画（案）の改定作業の進捗状

況について 

平成２４年１０月２４日 

 
まち連 正副理事長・各委員長会議 

・各委員会進捗状況報告 

・蕨市中心市街地活性化基本計画（案）の改定内容について 

平成２４年１１月２１日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・各委員会進捗状況報告 

・蕨市立歴史民俗資料館分館の活用に向けての構造改革調査

分析事業の検討 

平成２５年１月３０日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・各委員会進捗状況報告 

・蕨市中心市街地活性化基本計画（案）の内閣府での事前協

議の報告 

・蕨市立歴史民俗資料館分館の活用に向けての構造改革調査

分析事業の検討 

平成２５年３月１３日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・蕨市立歴史民俗資料館分館の活用に向けての構造改革調査

分析事業のまとめ 

平成２５年４月３０日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・各委員会進捗状況報告 

・蕨市中心市街地活性化基本計画（案）の修正内容について 

平成２５年６月１１日 

 
まち連 正副理事長・各委員長会議 

・各委員会進捗状況報告 
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・蕨市中心市街地活性化基本計画（案）の修正内容について 

平成２５年８月２１日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・各委員会進捗状況報告 

・蕨市中心市街地活性化基本計画（案）の内閣府での事前協

議の報告 

平成２５年９月１３日 中仙道蕨宿商店街振興組合 商店街近代化講習会 

・蕨市中心市街地活性化基本計画（案）の修正作業の進捗状

況について 

・蕨市立歴史民俗資料館分館の有効活用について 

平成２５年１１月２０日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・各委員会進捗状況報告 

・蕨市中心市街地活性化基本計画（案）の検討 

平成２５年１２月１０日 まち連 理事会 

・各委員会進捗状況報告 

・蕨市中心市街地活性化基本計画（案）の検討 

平成２６年２月１２日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・各委員会進捗状況報告 

・蕨市中心市街地活性化基本計画（案）の検討 

平成２６年３月１９日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・各委員会進捗状況報告 

・中心市街地活性化法の改正内容について 

・蕨市中心市街地活性化基本計画（案）の検討 

平成２６年４月１６日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・各委員会進捗状況報告 

・蕨市中心市街地活性化基本計画（案）の検討 

・蕨市立歴史民俗資料館分館の有効活用について 

平成２６年５月１４日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・各委員会進捗状況報告 

・蕨市中心市街地活性化基本計画（案）の内閣府でのヒアリ

ングの実施について 

平成２６年６月１０日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・各委員会進捗状況報告 

・蕨市中心市街地活性化基本計画（案）の内閣府でのヒアリ

ング実施結果に基づく検討事項ついて 

平成２６年８月２０日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・各委員会進捗状況報告 

・蕨市中心市街地活性化基本計画（案）の検討 

平成２６年１０月１４日 まち連 正副理事長・各委員長会議 
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・各委員会進捗状況報告 

・蕨市中心市街地活性化協議会での協議内容について 

平成２６年１１月１２日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・各委員会進捗状況報告 

・蕨市中心市街地活性化基本計画（案）の検討 

平成２６年１２月２２日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・活性化事業の推進へ向けての組織体制及び事業実施体制の

強化について 

・平成２７年度からのタウンマネージャーの配置について 

平成２７年１月２７日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・まち連の事務局体制について 

・「ぷらっと」の活用について 

・平成２７年度事業計画について 

平成２７年６月１５日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・事務局体制について 

・平成２６年度の事業報告について 

・今後の事業活動について 

・「ぷらっと」の活用について 

・各委員会の進捗状況報告について 

平成２７年７月２８日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・「ぷらっと」の活用について 

・中小機構のサポート事業について 

・まちづくり井戸端会議について 

平成２７年８月２０日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・各委員会の進捗状況報告について 

・中小機構のキックオフセミナーについて 

・歴史民俗資料館分館の有効活用について 

・中心市街地区内の低未利用地の有効活用について 

平成２７年９月２９日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・各委員会の進捗状況報告について 

・役員の選任について 

・まち連主催「ダブルプレミアム大抽選会」の実施について 

・中小機構による蕨市診断サポート事業について 

平成２７年１０月１５日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・役員の選任について 

平成２７年１１月２６日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・各委員会の進捗状況報告について 

・まち連主催「ダブルプレミアム大抽選会」の中間報告につ
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いて 

・中小機構による蕨市診断サポート事業について 

平成２７年１２月２２日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・各委員会の進捗状況報告について 

・「ダブルプレミアム大抽選会」における抽選会の詳細につ

いて 

・蕨市立歴史民俗資料館分館の活用について 

・中小機構の支援事業について 

・市長への予算要望について 

平成２８年２月２日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・各委員会の進捗状況報告について 

・蕨市立歴史民俗資料館分館の活用について 

・「ダブルプレミアム大抽選会」の結果報告について 

・蕨経営者塾の開校について 

平成２８年３月１７日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・各委員会の進捗状況報告について 

・蕨市立歴史民俗資料館分館の活用について 

・中小機構からの報告について 

平成２８年４月１５日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・各委員会の進捗状況報告について 

・役員の改選について 

・中心市街地活性化事業の進捗について 

平成２８年５月１７日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・各委員会の進捗状況報告について 

・「ぷらっと」の今後の活用について 

・蕨市中心市街地活性化基本計画推進プロジェクトの進捗状

況について 

・支え合い事業の見直しについて 

平成２８年６月２１日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・各委員会の進捗状況報告について 

・蕨市中心市街地活性化基本計画推進プロジェクトの進捗状

況について 

・平成２７年度事業報告について 

・蕨市中心市街地活性化協議会の平成２８年度行動目標につ

いて 

平成２８年７月２９日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・各委員会の進捗状況報告について 

・蕨市中心市街地活性化基本計画推進プロジェクトの進捗状
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況について 

平成２８年１０月１１日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・各委員会の進捗状況報告について 

・蕨市中心市街地活性化基本計画推進プロジェクトの進捗状

況について 

・くらしのサポート事業の移管について 

・「ぷらっと」の有効活用について 

平成２９年２月２日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・各委員会の進捗状況報告について 

・蕨市中心市街地活性化基本計画推進プロジェクトの進捗状

況について 

・くらしのサポート事業の移管について 

・「ぷらっと」の有効活用について 

平成２９年３月２１日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・各委員会の進捗状況報告について 

・蕨市中心市街地活性化基本計画推進プロジェクトの進捗状

況について 

・くらしのサポート事業の移管について 

・「ぷらっと」の有効活用について 

平成２９年６月６日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・平成２８年度決算概要及び事業報告について 

・各委員会の進捗状況について 

・中心市街地活性化協議会の重点目標について 

・蕨宿“食”の交流拠点整備事業のコンセプトの確認及び今

後のスケジュールについて 

・地域・まちなか商業活性化支援事業費補助金の申請につい   

て 

平成２９年７月１４日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・蕨宿“食”の交流拠点整備事業の設計及び今後のスケジュ

ールについて 

・蕨宿“食”の交流拠点整備事業に関する市民ニーズ調査に

ついて 

・各委員会の進捗状況について 

平成２９年９月１９日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・歴史民俗資料館分館の活用事業について 

・クアッカの運営について 

・各委員会の進捗状況について 

平成２９年１０月２７日 まち連 正副理事長・各委員長会議 
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・歴史民俗資料館分館の活用事業について 

・週末のにぎわい交流会事業について 

・各委員会の進捗状況について 

平成２９年１１月２１日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・まち連運営に係る収支について 

・各委員会の進捗状況について 

平成３０年２月１６日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・新年度における「クアッカ」の運営について 

・まち連組織運営について 

・くらしのポイント事業の抽選会について 

平成３０年２月２７日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・新年度における「クアッカ」の運営について 

・まち連組織運営について 

平成３０年３月１３日 まち連 正副理事長・各委員長会議 

・役員改選について 

・平成３０年度事業計画（案）について 

・平成３０年度収支予算（案）について 

※まち連：一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会（中心市街地整備推進機構） 

 

 

 

（３）蕨市中心市街地活性化基本計画（案）に対する協議会の意見 

平成２６年１１月１７日  

 

蕨市長 賴 髙 英 雄  様 

                          蕨市中心市街地活性化協議会 

                          会 長  牛  窪  啓  詞 

 

蕨市中心市街地活性化基本計画（案）に関する意見書 

 

 蕨市中心市街地活性化基本計画（案）（以下「基本計画案」という。）は、蕨市の中心

市街地を活性化させる計画として概ね妥当なものであります。 

 

（付帯意見） 

 基本計画案では、５年間に実施される事業の実施主体や支援内容等が明記されるととも

に、数値目標も設定されていることから、その確実な効果を期待し、次の意見を申し添え

ます。 
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１．基本計画案の各事業は、目標指標の達成と中心市街地のにぎわい創出に大きな影響を

与えるものであることから、スピード感をもって実行できるよう協働・支援していただ

きたい。 

２．基本計画案の推進に際しましては、関係者のみならず市民等各層の理解と協力を得て

一体的な取り組みが求められますことから、基本計画案の内容や施策の周知をはじめ、

地域住民のニーズ等の把握とともに市民・企業等のまちづくりへの参加をより一層促進

していただきたい。 

３．中心市街地で計画されている各商店街の活性化事業について、それぞれの事業が有機

的に連携し、相乗効果をもたらすことで、中心市街地の活性化により一層の効果があら

われるよう、事業化にあたっては、事業内容の調整を行っていただきたい。 

４．蕨駅は本市の玄関口であり、またその周辺地域は「まちの顔」として、市民からは環

境整備の充実による安全で魅力的な都市空間の形成が求められています。そのため、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）においては、事業を着実に

推進していくための支援を行っていただきたい。 

また、中央第一地区まちづくり事業についても、着実に推進していただきたい。 

５．今後、蕨市中心市街地活性化基本計画の推進にあたっては、当協議会が中核的な役割

を担いつつ、蕨商工会議所、（社）蕨市にぎわいまちづくり連合会をはじめ、行政、市

民、事業者、商業関係者および関係団体が一体となって取り組むことが重要であります。

当協議会では、施策・事業の推進に積極的に取り組んでまいる所存でありますので、蕨

市におかれましても、協議会の受け持つ役割の重要性をご理解いただき、協議会の円滑

な運営にご配慮いただきたい。 
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[３]基本計画に基づく事業及び措置の一体的推進等 

（１）客観的現状分析、ニーズ分析に基づく事業･措置の集中実施 

   中心市街地の活性化に関する客観的な分析として、本市の概況（Ｐ１～Ｐ１７）及び中

心市街地の状況（Ｐ１８～Ｐ３９）について整理するとともに、それらの分析にあたって、

次のようなニーズ把握や実態調査を実施し、旧法の基本計画に対する評価（Ｐ４０～Ｐ４

７）、中心市街地の課題の整理（Ｐ４８～Ｐ５１）に基づき、活性化のための事業の集中的

実施を方向づけた。 

○ 蕨市市民意識調査（毎年度実施：平成２４年度調査の特定項目として、中心市街地に

関する設問を設定） 

○ 経営者アンケート調査及び商店街アンケート調査（平成２１年８月～９月実施） 

○ 歩行者・自転車通行量調査（平成２４年１１月８日（木）、１１月１１日（日）実施） 

○ 空き店舗・低未利用地調査（平成２２年１月、平成２５年５月、平成２６年６月実施） 

 

（２）様々な主体の参画と連携による取り組み 

①蕨商工会議所との連携 

   蕨商工会議所は、中心市街地活性化協議会の設立母体として参画するとともに、実行性

のある中心市街地の活性化を推進するために、ＴＭＯ運営に基づくノウハウの活用と組織

体制の強化を図り、商店街活動や民間事業者などへの参画誘発・助言・指導などの面で事

業実施し、蕨市とともに中心市街地の活性化に一体的に取り組む。 

 

②一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会の設立と連携 

一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会は、“蕨市らしさを表現し、愛着と誇りを抱

くまちの形成”を目指して、商店街連合会が発展的解散し、商店街とともに幅広い団体・

人材の参画による多面的なまちづくり事業の推進を図る団体として設立（法人登記：平成

２２年７月１６日）された。中心市街地活性化協議会の設立母体として参画し、商店街振

興や中心市街地活性化に関する助言・指導や調査・研究などの公益的事業とともに、蕨宿

“食”の交流拠点整備・運営事業やワンデイシェフレストラン「ぷらっと」の整備・運営

事業などの活性化事業の実施主体として、実践的事業活動を行うことにより、蕨市及び蕨

商工会議所とともに中心市街地の活性化に一体的に取り組む。 

 

③中心市街地活性化シンポジウムの開催 

   中心市街地活性化への市民の理解と幅広い参画を誘発するために、平成２２年２月２４

日に「中心市街地活性化市民シンポジウム」を開催し、中心市街地活性化へ向けての取り

組み方向の説明と体制づくりについての意見交換会を行った。 

 

 ④中心市街地活性化へ向けての商店街の主体的な事業実施意欲の醸成 

   中心市街地活性化へ向けては、商業活動及びまちづくり活動の主体的担い手の一つであ

る商店街の事業参画と持続的な事業展開が求められる。 
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   中心市街地の各商店街においては、中心市街地活性化事業の展開へ向けての段階的取り

組みの一環として、地域商店街活性化事業などを活用して、先導的事業の実施や今後の事

業展開の環境づくりとして、平成２５年度及び２６年度に下記のような事業実施を行った。 

 

【地域商店街活性化事業(にぎわい補助金)の実施実績】 

Ｈ２５ 

蕨西口みゆき商店会 集客力アップ事業（イルミネーション事業） 

中仙道蕨宿商店街振興組合 
「光と音のページェント」（蕨宿“食”の

交流拠点整備事業のプレ事業） 

Ｈ２６ 

塚越商店会 
四季（季節感）と生活を楽しむ塚越商店会

まつり 

蕨銀座商店街協同組合 

蕨中央一番街商店会 

蕨中央商店会（中央商店街御殿町

三丁目商和会、Ｇロード商店会、

中央商店街中央5丁目御殿商店会、

蕨中央共福会） 

中仙道蕨宿商店街振興組合 

蕨駅西口駅前通り商店街イルミネーション

事業 

蕨西口商店街協同組合 

ぶぎん通り商店会 

蕨西口みゆき商店会 

ふれあい商店街事業 

蕨西口みゆき商店会 
蕨西口みゆき商店会年末大感謝祭セール、

イルミネーション事業 

 

【商店街まちづくり事業補助金実施実績】 

Ｈ２５ 

蕨西口みゆき商店会 防犯カメラ 

蕨中央商店会（蕨Ｇロード商店会） 街路灯 LED化 

中仙道蕨宿商店街振興組合 街路灯 LED化、防犯カメラ 

蕨銀座商店街協同組合 街路灯 LED化、防犯カメラ 

中央一番街商店会 防犯カメラ 

塚越商店会 街路灯 LED化 

Ｈ２６ 

蕨中央一番街商店会 街路灯 LED化 

蕨西口商店街協同組合 防犯カメラ 

ぶぎん通り商店会 防犯カメラ 

蕨西口みゆき商店会 防犯カメラ、LEDフットライト設置 

 

⑤パブリックコメントの実施 

   「蕨市中心市街地活性化基本計画（案）」について、広く市民の意見を聞くために、平成

２６年１２月１９日（金）から平成２７年１月９日（金）まで、パブリック・コメントを

実施したところ、市民１名１件の意見が寄せられた。その意見に対する市の考え方を市ホ

ームページで公表した。 

 

 

 


