令和元年度

蕨市中心市街地活性化基本計画の最終フォローアップに関する報告
令和２年５月
蕨市（埼玉県）

全体総括
○計画期間：平成２７年４月～平成３２年３月
1.

計画期間終了後の市街地の概況

本市は、平成２７年４月以降、認定基本計画に基づき、「日本一小さな市域における日本一の人口密
度を有するコンパクトシティとしての都市活力の持続性確保を目指した中心市街地活性化」を基本的な
考え方として、全４２事業の計画推進に取り組んだ。
まず、ハード事業では、東口コミュニティ・ショッピング道路整備事業については、平成２８年度の事業
実施により、東口一番街通りが快適で安全な道路に生まれ変わるとともに、２９年度は道路と合わせた
一体的な空間として末広公園もリニューアル工事を実施した。塚越商店会では、２８年に集客の核とな
っていた大型店が閉鎖し、歩行者通行量が大幅に減少していたが、同事業の実施により、「あさがお・
ほおずき市」や「ちびっ子縁日」などの商店街イベントを更に充実させるとともに、跡地に新規大型店が
開業したこともあり、２９年度は３,６１５人だった同商店会の通行量が、令和元年度は９，０４３人と大幅
に増加している。
また、空き店舗有効活用事業については、平成３０年度に同制度を活用し２店舗が開業したが、その
中の１つは蕨市コミュニティビジネス講座の受講生が開業したものであり、座学から店舗運営体験を経
て、講座終了後も受講生に伴走型の支援を行うことで市内創業へとつながったケースで、空き店舗対
策のモデル的な事例となった。また、同講座と連動して、開業に向けて市内空き店舗を巡る「貸店舗見
学ツアー」も新たに開始し、創業支援体制の強化を図った。
更には、平成２９年度から蕨商工会議所が中心となって、埼玉県の「ＮＥＸＴ商店街プロジェクト」に
参画し、より積極的な空き店舗対策に取り組んだ。具体的には、テナント意向のなかった空き店
舗を蕨商工会議所が窓口となり、サブリースすることで、駅前にアンテナショップをオープンさ
せたほか、補助金や創業講座など創業支援に関する情報だけでなく、商店街や市の情報も盛り込
み、蕨での創業に特化したホームページを立ち上げた。
次に、ソフト事業では、市内公共施設をはじめ、街なかのオープンスペースや飲食店等、様々な場所
をコンサート会場とする「蕨市民音楽祭」や、新たな賑わい創出につながる「わらてつまつり」を、平成３
０年の計画変更で基本計画に位置付け、より実効性を高め、取り組んでいるほか、中心市街地整備推
進機構である一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会では、商店街支援を行うコーディネーターを
配置し、組織体制の強化を図り、「市民活動・交流支援事業」や、個店の魅力や市内名所を再発見する
「蕨周遊ツアー」などの新たな企画により、市民と商店街を結ぶ取り組みを積極的に展開している。
このように、個々の取り組みで成果を上げた事業もあったが、令和２年２月からの新型コロナウイル
ス感染拡大の影響により、計画していたイベント等の自粛が余儀なくされ、活性化への機運の高まりに
水を差された感がある。新型コロナウイルス収束後には、速やかに新しい生活様式を取り入れた経済
活動の再開が求められ、市民と事業者、行政が一体となって、持続的な都市活力の発現を誘発する必
要がある。
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【中心市街地の状況に関する基礎的なデータ】
（中心市街地
区域）

（基準日：毎年度 1 月 1 日）

平成 26 年度
(計画前年度)

平成 27 年度
(１年目)

平成 28 年度
(２年目)

平成 29 年度
(３年目)

平成 30 年度
(４年目)

令和元年度
(最終年度)

18,422 人

18,577 人

18,571 人

18,632 人

18,849 人

19,073 人

人口増減数

156 人

229 人

139 人

127 人

289 人

241 人

自然増減数

-15 人

-11 人

-46 人

-27 人

-18 人

-49 人

社会増減数

171 人

240 人

185 人

154 人

307 人

290 人

1,503 人

1,526 人

1,625 人

1622 人

1,701 人

1,649 人

人口

転入者数

２． 計画した事業等は予定どおり進捗・完了したか。また、中心市街地の活性化は図られた
か。（個別指標ごとではなく中心市街地の状況を総合的に判断）
【進捗・完了状況】
① 概ね順調に進捗・完了した

②順調に進捗したとはいえない

【活性化状況】
①かなり活性化が図られた
②若干の活性化が図られた
③活性化に至らなかった（計画策定時と変化なし）
④活性化に至らなかった（計画策定時より悪化）

３．進捗状況及び活性化状況の詳細とその理由（２．における選択肢の理由）
計画していた４２事業のうち、令和２年３月末現在で、２８事業を実施または着手し、進捗率
は約６６％にとどまった。
進捗率が低調にとどまった要因としては、蕨市の認定基本計画は、核となるハード事業に付随
して実施するソフト事業が多くあり、特に、中仙道蕨宿では、
「蕨宿“食”の交流拠点整備事業」
の遅れにより、付随する各種ソフト事業の実施時期や計画内容に変更が生じている。また、商店
街組織の高齢化や会員数の減少により、単会でのソフト事業の実施が難しい商店街も出てきてお
り、事業内容の具体化に向けた調整に時間を要している。
計画事業の進捗は低調だが、一方で、目標値の達成に向けては、蕨市中心市街地活性化協議会
の事務局である蕨商工会議所や一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会が新たな取り組み
により、商店街支援を積極的に行っている。
蕨商工会議所では、平成２９年度から埼玉県の「ＮＥＸＴ商店街プロジェクト」に参画し、より積極的な
空き店舗対策に取り組んだ。具体的には、テナント意向のなかった空き店舗を蕨商工会議所が窓口と
なり、サブリースすることで、駅前にアンテナショップをオープンさせたほか、補助金や創業講座など創
業支援に関する情報だけでなく、商店街や市の情報も盛り込み、蕨での創業に特化したホームページ
を立ち上げた。更には、平成３０年度に商店街ＰＲ動画、令和元年度には中心市街地内の２４の個店の
ＰＲ動画を作成し、魅力発信に努めている。特に、個店のＰＲ動画は、一方的な店舗紹介ではなく、地元
出身のタレントを起用し、体験型動画で臨場感を伝えることで、個店の強みを最大限に訴求できる内容
となっている。
また、一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会では、商店街支援を行うコーディネーターを配置
し、「市民活動・交流支援事業」や、個店の魅力や市内名所を再発見する「蕨周遊ツアー」などの新たな
企画を立ち上げ、市民と商店街を結ぶ取り組みを積極的に展開している。
長引く不況の中、目標値の改善に向けては今後も両者の取り組みは益々重要となってくると考える。
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未実施のなかで、主要事業である「蕨宿“食”の交流拠点整備事業」については、平成２９年
度に実施した基礎調査により、事業計画の根本的な見直しが必要となり、事業に遅れが生じてい
るが、一方で、整備事業の具体化と並行して、分館を会場としたイベント（賑わい交流事業、双
子織フェスタ、光と音のページェント等）の実施に取り組んでおり、このようなソフト事業の開
催により、同館が立地している中仙道蕨宿商店街の休日の歩行者・自転車通行量は、計画開始年
度である平成２７年の５７４人から、令和元年（最新値）は１,０８２人まで伸びている。今後も
こうしたソフト事業を拡充し、蕨市立歴史民俗資料館への回遊行動につなげることで、目標値の
改善を図っていくとともに、２９年度の調査結果を踏まえた事業計画の再検討を進めていく。
蕨宿観光パッケージ商品化事業については、蕨宿“食”の交流拠点整備事業の進捗が遅れてい
ることから、同事業との相互連携に基づく観光パッケージ商品の開発にも遅れが生じていたが、
平成３０年から実施している「蕨周遊ツアー」が好評を博していることから、同ツアーをベース
に観光資源や街並み景観などの歴史的地域資源をうまく組み合わせることで、散策観光ツアーと
しての商品化を目指し、民間ツアー会社等と検討を進めている。
また、
「蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業」についても、事業に遅れが生じているが、再開
発準備組合では、これまで権利者の合意形成に努めながら、商業需要調査を踏まえた施設建築物
等の検討を行うとともに、ＪＲ東日本や警察などを含む関係機関との協議を進めており、平成３
０年度に、市は再開発準備組合が求める都市計画の変更を行った。令和元年度は、事業計画の作
成や組合設立に関する権利者の同意取得など、組合設立認可（事業認可）に向けた準備組合の活
動に対し、必要な協議、支援を行い、令和２年３月には組合設立の認可申請を行った。
活性化の状況については、いずれの目標も達成に至らなかったが、「空き店舗・低未利用地」、「休日
の歩行者・自転車通行量」では、基準値を上回っており、「蕨市立歴史民俗資料館の来館者数」につい
ては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、企画展の延期や長期にわたる臨時休館などの措置
があったなかで、１日の平均来館者数は計画策定時より増加しており（平成２７年度：１２１人⇒令和元
年度：１２３人）、通常通り開館していれば、基準値を上回ったものと考えられる。
また、人口についても、蕨市は５．１１㎢と市域面積が狭く、開発用地が限られているなかでも、中心
市街地区域内において、民間マンション建設等による居住機能の充実が図られ、微増ではあるが平成
２６年度１８，４２２人から、令和元年度１９，０７３人と年々増えている。
近年続いている蕨市の人口増加の主な要因は、社会増によるものであり、特に１０代後半から２０代
前半での転入超過が特徴となっている。これは高い交通利便性を背景とした、地域外からの転入者が
多いといった東京圏の地域特性が一定程度考えられるが、一方で、３０代の子育て世代の転出超過が
課題となっており、こうした状況を踏まえ、「①子どもを産み育てやすい環境づくり、②子ども・子育て世
代の定住を促す環境づくり」を課題に掲げ、「蕨市まち・ひと・しごと総合戦略」（2015～2019 年）を策定
し、子育て支援施策を推進した。具体的には、妊娠期から出産、子育てまで切れ目ない支援の充実に
取り組むとともに、民間事業者や NPO 法人等と連携しながら、待機児童０を目指して保育施設の増設
や、保育内容の充実にも注力した。その結果、平成３０年度においては、これまで転出超過だった３０代
が転入超過に転じる新たな傾向も見られた。引き続き、こうした市の特性を踏まえ、若者の転入を維持
していくとともに、子育て世代の定住促進・転出抑制を図るため、子育てしたいと思えるまちづくりを進め
ることが重要である。
以上、こうした状況を勘案し、中心市街地においては若干の活性化が図られたと考える。
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４．中心市街地活性化基本計画の取組等に対する中心市街地活性化協議会の意見
【活性化状況】
①かなり活性化が図られた
②若干の活性化が図られた
③活性化に至らなかった（計画策定時と変化なし）
④活性化に至らなかった（計画策定時より悪化）
蕨市中心市街地活性化協議会としては、行政、関係団体等と協議、調整しながら中心市街地活性化
事業を推進した結果、個店ごとに若干の活性化の兆しはみえるものの計画に位置付けた事業に進捗
がみられないものも多かったと認識している。当協議会では、毎年度、本計画における重点事業を定
め、空き店舗対策等の行動目標を設定した中で、各事業の進捗管理を行ってきたが、計画に位置づけ
られた４２事業のうち、２８事業を実施または着手し、未実施が１４事業となった。
こうした背景には、近隣地域への大型店の出店やネットビジネスの拡大、消費税増税など、市内商業
を取り巻く環境の変化や、事業の実施主体である商店街の体力の低下などの要因が挙げられるが、当
協議会においても進捗管理に不十分な点があり反省すべきところがあった。
一方では、目標値の達成に向けて、蕨商工会議所を中心に計画期間中に埼玉県の地域指定を受け
た「ＮＥＸＴ商店街プロジェクト事業」に取り組み、本計画と連動し、空き店舗対策はもとより、地域指定を
受けた商店街のブロック別の地域ビジョンの策定を行うとともに、エリアごとに地域力を高める活性化事
業（創業体験・街コン・子育て対応）を実施した。
空き店舗対策では、貸店舗化に向け、物件所有者などの情報収集、所有者との交渉を行った。当該
期間中には、当商工会議所が貸店舗化した店舗を借り受け、第三者に貸し出すサブリース事業を実施
したと共に、創業支援の強化として創業支援サイト「わらビズ」を立ち上げ、空き店舗情報を掲載し、マッ
チングを行った他、補助金制度など様々な支援策を掲載し、ワンストップで情報収集できるよう工夫を
行った。また、中心市街地の商店の魅力発信をテーマに動画コンテンツを活用した商店街ブランド化事
業を推進した。その他にも、地域伝統織物「双子織」の普及活動に取り組み、統一の双子織の暖簾を店
頭に付ける店舗は１２０社を超え、商店街の統一感を演出した。また、当商工会議所では、地域商社の
機能を持った「一般社団法人蕨ブランド協会」を平成３１年３月に設立し、令和元年１０月には１０年以上
空き店舗であった店舗を活用して『ＷＡＲＡＢＩ ＳＥＬＥＣＴ ＳＨＯＰ』をオープンした。『ＷＡＲＡＢＩ ＳＥＬＥ
ＣＴ ＳＨＯＰ』では、蕨ブランド認定品で当商工会議所が開発した「わらびの蕨もち」や双子織商品を販
売し、新たな地域の賑わいを創出している。
さらに、当商工会議所では経済活力の向上を目的に、中心市街地の商店の販路拡大を支援するた
め、小規模事業者持続化補助金の申請を支援し、個店の魅力アップや収益基盤の強化を図った。
これらの継続的な取り組みによって、今後は、計画の事業効果を生かしながら、未着手事業の課題
抽出を図り、継続的な商店街の活性化及び行政等各種団体との連携強化を図ることが望ましいと考え
る。
【参考】※蕨商工会議所の支援実績
小規模事業者持続化補助金支援件数 （中心市街地区域内）
平成 27 年度
平成 28 年度
平成 29 年度
平成 30 年度
令和元年度
20
12
16
10
5
空き店舗入居支援数（中心市街地区域内）
平成 27 年度
平成 28 年度
平成 29 年度
平成 30 年度
令和元年度
4
5
3
9
11
新規創業件数（中心市街地区域内）
平成 27 年度
平成 28 年度
平成 29 年度
平成 30 年度
令和元年度
4
4
3
6
7
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５．市民意識の変化
【活性化状況】
①かなり活性化が図られた
②若干の活性化が図られた
③活性化に至らなかった（計画策定時と変化なし）
④活性化に至らなかった（計画策定時より悪化）
○蕨市市民意識調査
調査期間：令和元年８月６日から８月２７日まで
調査対象：市内在住の満１８歳以上の男女
対象者数：１，０００人
抽出方法：住民基本台帳から各地区の年齢層別の人口比率に基づき、男女別に無作為抽出
調査方法：行政連絡員による送付、郵便による回答
回収率：４２．９％（配布数１，０００票のうち４２９票回収）
・市民意識調査における「商店街の活性化」に関する満足率の推移
毎年実施している市民意識調査における、商店街の活性化について、「満足している」及び
「どちらかといえば満足している」との回答が基準値となる平成２６年度は９．９３％だった
のに対し、令和元年度は、４．７４％となるなど、大変厳しい状況で推移している。
これは平成２８年度に市内大型店が相次いで閉店した影響も大きいと考えられる。蕨市中心
市街地整備推進機構である一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会では、平成３０年度に、
にぎわいコーディネーターを設置し、市内の個店の魅力や名所を再発見する「蕨周遊ツアー」
を新規に立ち上げ、定期的に開催しているほか、市民音楽祭の開催に商店街が積極的に協力す
るなど、商店街に足を運んでもらう機会の創出に取り組んでいるが、成果は流動的である。

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

H26

9.93%

9

31

120

83

99

61

403

H27

6.36%

4

42

228

142

187

120

723

H28

7.53%

5

28

156

91

94

64

438

H29

4.69%

1

18

144

77

102

63

405

H30

6.07%

6

22

148

87

121

77

461

R１

4.74%

4

15

129

78

116

59

401

６．今後の取組
計画最終年度末で、実施または着手した事業は、全４２事業中２８事業であり、多くの未実施
事業があることから、引き続き官民一体となって、活性化に向けた取り組みを進めていくととも
に、成果を上げた事業については、今後も効果を継続していくことが重要である。
そこで、令和元年度で認定期間は終了となるが、令和２年度も引き続き、計画で位置付けた未
実施事業に取り組み、目標値の達成を目指すとともに、中心市街地の活性化に向けた課題抽出を
行う。
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一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会では、大型店にはない個店の魅力を再発見する
「蕨周遊ツアー」が、参加者がその後のリピーターになるなど、商店主、参加者双方に好評であ
り、同ツアーを発展させた「観光パッケージ商品化事業」を民間会社等と具体化に向け、話し合
いを進めているほか、同ツアーがきっかけとなり、コミュニティレストラン「クアッカ」を活用
して、商店主ならではの豆知識を楽しく美味しく学べる講座の開催を企画している。
また、塚越商店会においても、末広公園を活用し、地域のハンドメイド作家と連携した賑わい
交流イベント（朝マルシェ）を企画しており、商店街に活気を取り戻そうと意欲的である。
認定基本計画では、賑わい交流会を中心市街地８商店街の持ち回りで開催する予定であった
が、長引く不況のなか、商店街単会で事業を行うことは難しくなっており、一般社団法人蕨市に
ぎわいまちづくり連合会では、市内の公園を会場に、市内の飲食店有志と連携した賑わい交流会
を新たに企画しているところである。実施にあたっては、商店街の枠にとらわれず、全市的に参
加を募ることで、実施にかかる負担が軽くなるよう計画している。
いずれの取り組みも新型コロナウイルス感染拡大の影響により、延期となっている状況である
が、こうした新たな取り組みや、未実施の事業を着実に推進することで、計画で掲げた目標値の
達成を目指していく。

（参考）
各目標の達成状況
目標
目標①
空間ストックの有効活用
による新陳代謝の誘発
目標②
来街目的の多様化によ

目標指標
空き店舗・低未利用地
（件数）
休日の歩行者・自転車
通行量（人／日）

る賑わい創出
蕨市立歴史民俗資料館
の来館者数（人／年度）
目標③

市民意識調査における

中心市街地への市民の

「蕨駅周辺の整備」の満

支持向上

足率（％）
市民意識調査における
「商店街の活性化」の満
足率（％）

最新値
（数値） （年月）

達成状
況

基準値

目標値

１２８
（Ｈ２６年
度）

１１８
（Ｒ１年度）

１２４

R2．3

Ｂ2

４１,９８０
（Ｈ２４年
度）

４３,５８５
（Ｒ１年度）

４２，１２５

R1．11

ｂ2

３５,１６７
（Ｈ２５年
度）

３８,６１０
（Ｒ１年度）

３２，５５０

R2．3

ｃ

２９．０６
（Ｈ２６年
度）

３６．８
（Ｒ１年度）

１８．２

R1．8

ｃ

９．９３
（Ｈ２６年
度）

１９．０
（Ｒ１年度）

４．７

R1．8

ｃ

注）達成状況欄 （注：小文字のａ、ｂ1、b2、ｃは下線を引いて下さい）
Ａ（計画した事業は概ね予定どおり進捗・完了。さらに、最新の実績でも目標値を超えることができた。
）
ａ（計画した事業は予定どおり進捗・完了しなかった。一方、最新の実績では目標値を超えることができた。）
Ｂ1（計画した事業は概ね予定どおり進捗・完了。また、最新の実績では目標値の 80％を達成。
）
Ｂ2（計画した事業は概ね予定どおり進捗・完了。一方、最新の実績では目標値の 80％には及ばず。
）
ｂ1（計画した事業は予定どおり進捗・完了しなかった。一方、最新の実績では目標値の 80％を達成。
）
ｂ2（計画した事業は予定どおり進捗・完了しなかった。また、最新の実績では目標値の 80％には及ばず。
）
Ｃ（計画した事業は概ね予定どおり進捗・完了。一方、最新の実績では目標値および基準値にも及ばなかった。）
ｃ（計画した事業は予定どおり進捗・完了しなかった。また、最新の実績では目標値および基準値にも及ばな
かった。
）
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個別目標
（１）「空き店舗・低未利用地」※目標設定の考え方基本計画 P69～P73 参照
１．調査結果の推移
空き店舗

低未利用地

140

78

80

0

74

77

133
117
78

76

60
20

133

124

65
18
18

13

54

33

56

65

55

72

45

73

51

H27

（単位）
１２８
（基準年値）
１３３

H28

１５３

H29

１３３

H30

１１７

R１

１２４

R１

１１８
（目標値）

118

88

100

40

128
109

120

年
H26

153

160

68

50

※調査方法：現地踏査による件数のカウント
※調 査 月：Ｒ２年３月
※調査主体：蕨市
※調査対象：空き店舗、低未利用地（空地、月極め・時間貸し駐車場）

２．目標の達成状況【Ｂ１】
「空き店舗・低未利用地」の解消に向けた各事業については、おおむね予定通り実施し、継続
中である。空き店舗有効活用事業については、令和元年度までに１２件の活用があり、一定の成
果を上げている。また、補助活用事例ではないが、蕨商工会議所が主体となって取り組んでいる
埼玉県「ＮＥＸＴ商店街プロジェクト」の一環として、蕨駅西口の空き店舗をリノベーションし
て、双子織を中心としたアンテナショップ「WARABI SELECT SHOP」
（運営：一般社団法人蕨
ブランド協会）が令和元年１０月にオープンした。
蕨市コミュニティビジネス講座については、市内創業の可能性を高めるため、平成２６年度か
ら座学と店舗運営をセットにした、より実践的な講座としているほか、同講座と連動して、開業
に向けて市内の空き店舗を巡る「貸店舗見学ツアー」も新たに開始するなど取り組みの強化を図
っている。
こうした取り組みにより、空き店舗の解消に一定の効果はあったが、店主の高齢化や設備の老
朽化などにより、廃業する店舗も一定数あり、目標値の達成には至らなかったため、達成状況は
Ｂ１とした。

３．目標達成に寄与する主要事業の計画終了後の状況（事業効果）
①．空き店舗有効活用事業（蕨市、一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会）
事業実施期間
事業概要

平成２３年度～【実施中】
一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会が、空き店舗の所有
者・管理会社からの物件情報（認定店舗）の収集や出店者とのマッチ
ング、補助金交付申請事務手続きなどのマネジメントを行う。

国の支援措置名 国の支援措置なし
及び支援期間
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目標値・最新値 目標値 ４件／年×５か年度（平成２７年度～令和元年度）計２０件
及び達成状況
最新値 事業が始まった平成２３年度からの累計は１２件であるが、
計画期間内では５件であった。
目標未達成
達成した（出来
好事例もあったが、補助の対象となる認定店舗の件数が少なく、思
なかった）理由 うようなマッチングが進まなかった。
補助事業を活用して開業した１２件は、一部店舗の入れ替えもあっ
たが、空き店舗にならずその後も営業が続いている。また、適用条件
が合わず、補助を活用しなかったが、認定店舗に開業した店も２件あ
る。
計画終了後の状
事業開始当初、対象店舗の認定は商店街からの紹介に依存していた
況（事業効果）
が、市内不動産会社と連携を図り、随時、認定店舗を増やす取り組み
を始めたほか、マッチング機会の創出に市内物件を巡る「貸店舗見学
ツアー」も開始した。
事業の今後につ
今後も、認定店舗を増やす取り組みを進めるとともに、
「貸店舗見学
いて
ツアー」を定期的に開催し、希望物件とのマッチングによる空き店舗
有効活用事業の更なる充実を図る。

②．コミュニティビジネス支援事業（蕨市、蕨商工会議所）
事業実施期間
事業概要

平成２３年度～【実施中】
商店街と消費者・各種団体などの連携・協働によるコミュニティビ
ジネスの立ち上げや運営の適正化の誘導、商店街活動などへのサポー
ター制度の構築を図ることにより、地域活性化を促進する。

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（内閣府）
（平成２６年度
繰越明許）
国の支援措置名
［認定基本計画：中心市街地商業活性化アドバイザー派遣事業（中小
及び支援期間
企業庁）
（平成２７年度～３１年度）]
目標値・最新値 目標値 １件／年×５か年度（平成２７年度～令和元年度）
、計５件
及び達成状況
最新値 フリーランスも含めると６件の新規創業につながった。
目標達成
全体目標未達成
達成した（出来
創業の可能性を高めるため、平成２６年度から、座学と店舗運営を
なかった）理由 セットにした、より実践的な講座としたほか、講座終了後も受講生に
伴走型の支援を行うことで市内創業へとつながったケースも多い。
一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会と連携し、蕨市コミュ
ニティビジネス講座と連動して、
「貸店舗見学ツアー」を開催するなど
計画終了後の状 一貫した伴走型の支援体制が構築できた。平成３０年度は、受講生が
況（事業効果） 空き店舗有効活用事業を活用し、１店舗の開業につながったほか、地
域活性化の担い手となる人材も出てきている。
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事業の今後につ
今後も同様の講座を継続し、創業の機運を高めていくとともに、商
いて
店街活動などへのサポーター制度の構築につなげていく。

③．中仙道蕨宿手づくり体験工房館整備事業（中仙道蕨宿商店街振興組合、蕨商工会議所、
NPO 法人わらび学びあいカレッジ）
事業実施期間

事業概要

令和元年度【済】
［認定基本計画：平成２９年度］
蕨の伝統織物である双子織を活用した、蕨宿手作り伝承事業を通じ
て蓄積される人的ネットワークや機織り技術と作品制作のノウハウ
を、空き店舗の活用による手づくり体験工房館を整備・運営すること
で、製販一体型の産業育成につなげていくとともに、
「蕨宿」を中心と
する観光回遊行動の誘発を目指す。

国の支援措置なし
国の支援措置名 [認定基本計画：中心市街地再興戦略事業費補助金（先導的、実証的事
及び支援期間
業）
（経済産業省）（平成２９年度）]
目標値・最新値 目標値 手づくり体験工房館１件ほか、蕨宿手づくり伝承事業による
及び達成状況
空き店舗の週末利用２件の計３件
最新値 計画では実施場所を中仙道蕨宿としていたが、適当な空き店
舗がなく、蕨商工会議所が新たに設立した一般社団法人蕨ブ
ランド協会が、駅西口周辺の空き店舗を改装して双子織を中
心としたアンテナショップ「WARABI SELECT SHOP」を令和元
年１０月にオープンさせた。
目標未達成
達成した（出来
中仙道蕨宿に対象となる空き店舗が見つからず、計画どおりには実
なかった）理由 施できなかったが、中心市街地の新たな賑わいの創出、空き店舗の解
消に寄与している。
「WARABI SELECT SHOP」のオープン以降、同施設に設置した手織機
を使った双子織の手織り技術の伝承をはじめ、ワークショップやミニ
計画終了後の状
講座、毎月２５日の双子織の日に「FUTAKO フェスタ」を開催するなど、
況（事業効果）
双子織の伝承、魅力発信の拠点となっている。
事業の今後につ
賑わい創出のためのイベントを継続開催するとともに、双子織伝承
いて
の担い手づくりにも積極的に取り組んでいく。

④．
「わらびりんご」ビジネス展開事業（蕨市、蕨市園芸緑化研究会、わらびりんごの会、
蕨商工会議所、一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会）
事業実施期間

事業概要

平成２７年度～【実施中】
［認定基本計画：平成２７年度～平成２９年度］
本市の貴重な特産品としての「わらびりんご」を活用したサイダー、
菓子などの商品化とともに、
「わらびりんご」誕生物語などの絵本づく
りやコンテンツビジネスの展開などを推進する。

国の支援措置名 国の支援措置なし
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及び支援期間
目標値・最新値 目標値 販売拠点となる店舗１件
及び達成状況
最新値 平成２７年度に商品化した「わらびりんごサイダー」は、蕨
ブランドに認定されるなど人気を博しているが、市内で採れ
るりんごの量に限りがあることから、イベント中心の販売と
なっており、店舗設置まで至っていない。
目標未達成
達成した（出来
市内で採れるりんごの量に限りがあることから、イベント中心の販
なかった）理由 売となっており、店舗設置まで至っていない。
空き店舗を活用しての販売拠点の整備は実施できなかったが、市内
２か所で委託販売を始めており、数に限りはあるが、通年でサイダー
計画終了後の状 が楽しめるようになった。また、サイダー以外の商品開発も進んでお
況（事業効果） り、わらびりんごシャーベットが令和２年度より商品化されるほか、
クラフトビールの試作なども進めている。
事業の今後につ
今後もりんごの育成に努め、製造本数を増やすとともに、新たな商
いて
品の開発や、事業拠点となる店舗を設置し、商品の販売・購買機会の
拡充につなげていく。

⑤．わらび街なか共同住宅供給事業（一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会、民間
事業者）
事業実施期間
事業概要

平成２８年度～令和元年度【実施中】
一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会と市内不動産会社、設
計事務所などが連携・協働し、立地環境や敷地規模に応じた適正な土
地の有効活用、共同建て替えの誘導を図る。

国の支援措置名 国の支援措置なし
及び支援期間
目標値・最新値 目標値 ２件／年×５か年度（平成２７年度～令和元年度）計１０件
及び達成状況
最新値 中心市街地区域内で１階部分に店舗等が設置された中高層
建築物（集合住宅）は、計画期間内では５件であった。
目標未達成
達成した（出来
まちづくり指導要綱に基づいて、事前協議の際に店舗等の設置を指
なかった）理由 導しているが、強制力を伴うものではなく、一階に店舗が入る事例は
少ない。
空き店舗の除却等により、商店街内への中高層建築物（集合住宅）
の建設が増えているが、１階部分に店舗等を設置する物件が少ないこ
計画終了後の状
とから、関係団体と連携して店舗設置を働きかけるともに、店舗の設
況（事業効果）
置を誘導する方法等について検討している。
事業の今後につ
空き店舗の除却による空地や駐車場、住宅用地への転用が進展して
いて
いる状況を踏まえ、所有者・不動産事業者などに対する土地利用事業
への啓発活動も含めて、低未利用地の有効活用事業の促進と低層部分
10

の商業用途の導入の促進などの複合的な取り組みを図る。

４. 今後の対策
「空き店舗・低未利用地」の解消に向けた各事業については、おおむね予定通り実施し、継続中
であるが、目標値の達成には僅かに及ばなかった。
計画期間内の中心市街地区域内における新規出店件数は２７件であり、駅周辺の商店街に関し
ては、自然発生的に新規開業した結果、空き店舗の解消につながっているが、駅から離れた商店
街では、閉店・廃業から住宅へ、あるいは駐車場などの低未利用地の増加が顕著である。
今後、新型コロナウイルスの影響で既存店舗の廃業が進む状況が危惧されるが、一般社団法人
蕨市にぎわいまちづくり連合会が取り組んでいる「蕨周遊ツアー」で個店の魅力発信や、「貸店舗
見学ツアー」による創業希望者とのマッチングの強化を図り、空き店舗・低未利用地の解消に努
めていく。

個別目標
（２）「休日の歩行者・自転車通行量」※目標設定の考え方基本計画 P73～P77 参照
１．調査結果の推移
50,000
43,585
41,589 42,125

年

（単位：人）

H24

４１,９８０
（基準年値）

H27

３８,５３９

20,000

H28

４０,９６９

15,000

H29

３８,６２７

H30

４１,５８９

R１

４２,１２５

R１

４３,５８５
（目標値）

45,000

41,980

40,000

38,539

40,969

38,627

35,000
30,000
25,000

10,000
5,000
0

※調査方法：中心市街地９地点の休日１０時間（10：00～20：00）の歩行者・自転車通行量のカウント
※調 査 月：令和元年１１月１７日（日）
※調査主体：蕨市
※調査対象：歩行者・自転車通行者の総数

２．目標の達成状況【ｂ１】
「休日の歩行者・自転車通行量」の増加に向けた主要事業については、事業の見直しや遅れが
生じており、予定通り実施できなかったが、主要事業以外の複合的な取り組みを進めた結果、通
行量は改善傾向にある。
具体的には、中心市街地活性化に資する事業として、市内公共施設や街なかのオープンスペー
ス、飲食店等、様々な場所をコンサート会場とする「蕨市民音楽祭」では、市内外から多くの人たち
が訪れ、街中を回遊する活気にあふれるイベントとして定着してきた。蕨銀座商店街、中仙道蕨
宿商店街でも、同祭に合わせて「週末にぎわい交流会」事業を開催するなど、各商店街も各種事
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業を着実に推進しているところであり、賑わいを取り戻そうとの意気込みが表れている。
蕨商工会議所では、埼玉県「ＮＥＸＴ商店街プロジェクト」の取り組みとして、蕨駅西口の空
き店舗をリノベーションして、双子織を中心としたアンテナショップ「WARABI SELECT SHOP」
（運営：一般社団法人蕨ブランド協会）が令和元年１０月にオープンした。
一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会では、市内の個店の魅力や名所を再発見する「蕨
周遊ツアー」を新規に立ち上げ、定期的に開催している。
市民と商店をつなぐこのツアーでは、訪れたお店で商店主ならではの豆知識が聞けたり、個店
ならではの買い物が楽しめたりするなど、毎回参加者から好評で、同ツアーがきっかけとなり、
商店街に興味を持ち、商店街に足を運んでいただける方も増えている。
こうした取り組みにより、商店街に足を運ぶ機会が増え、通行量の増加に一定の効果はあった
が、基準値は上回ったものの、目標値の達成には至らなかったため、達成状況はｂ１とした。

３．目標達成に寄与する主要事業の計画終了後の状況（事業効果）
①．四季を味わう“日曜日の夕べ”交流会事業（一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり
連合会）
事業実施期間

平成２３年度～【実施中】
毎週末に８商店街持ち回りで、飲食店などの参画による“四季を味
事業概要
わう交流会”を開催する。
国の支援措置なし
国の支援措置名 ［認定基本計画：中心市街地商業活性化アドバイザー派遣事業（中小
及び支援期間
企業庁）
（平成２７年度～２８年度）]
目標値・最新値 目標値 毎週末２か所での開催により、４００人の通行量の増加
及び達成状況
最新値 他のイベントと絡めた交流会事業は複数回行ったが、定期的
な開催は１商店街のみであり、当初予定していた８商店街持
ち回りでの開催は実施できず。恒常的な歩行者通行量の増加
に繋がったとは言い難い。
目標未達成

達成した（出来
なかった）理由

中心市街地全体で計画当初より、４００人以上の通行
量の増加となっているが、計画で予定していた、８商
店街の持ち回り開催は実施できておらず、事業効果に
よる目標達成とは認められない。

長引く不況で、商店街単会で事業を行うことは難しくなっている。

平成２７年度は継続実施が１商店街であったが、２８年度は実施主
体である一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会において、プロ
ジェクト委員会を立ち上げ、支援を行ったことから、中断中であった
計画終了後の状
１商店街で事業が再開された。また、２９年度からは、市内各所で音
況（事業効果）
楽が楽しめる「蕨市民音楽祭」に合わせて音楽活動を含めた交流会事
業を開催している。
一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会では、商店街単会での
事業の今後につ 事業実施が難しい状況を踏まえ、商店街の枠にとらわれず広く募集を
いて
かけることで負担軽減が図れるような仕組みを検討している。
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②．蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業（市街地再開発組合）
事業実施期間

事業概要

平成２８年度～令和元年度【実施中】
平成２３年度に事業完了した第一工区との連続性・一体性に配慮し
ながら、土地の高度利用により、商業施設や高層都市型住宅整備によ
る複合都市機能を一体的に整備するとともに、蕨駅西口駅前広場や区
画街路の整備などを行う。

国の支援措置名 社会資本整備総合交付金（蕨駅西口地区整備計画）（国土交通省）
（平
及び支援期間
成３０年度～）[認定基本計画：国の支援措置なし]
目標値・最新値 目標値 居住人口増加分 ５９０人
及び達成状況
最新値 現在、再開発準備組合では、本組合の設立を目指し、事業化
へ向けた活動が行われている。
目標未達成
達成した（出来
事業計画の策定及び組合設立の同意取得に日数を要したため。
なかった）理由
平成２６年１２月に設立された蕨駅西口地区市街地再開発準備組
合において、関係機関との協議等を経た施設計画等が概ねまとまった
ことを受け、市は平成３１年２月に市街地再開発事業等の都市計画の
変更を行った。準備組合では、権利者の合意形成に努めながら、事業
計画終了後の状 計画の策定など本組合の設立に向けた活動を行い、令和２年３月に組
況（事業効果） 合設立の認可申請を行った。
また、市は平成３０年１１月に、公共公益施設の内容を「図書館」
及び「行政センター」の複合施設とする「蕨駅西口地区市街地再開発
事業の公共公益施設の方針」を策定した。
本組合設立後は、権利変換計画の認可を経て工事着手となるが、市
事業の今後につ としても着実な事業の推進に向けて、引き続き必要な支援を行ってい
いて
く。

③．蕨宿“食”の交流拠点整備事業（一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会）
事業実施期間
事業概要

平成２８年度【未】
中仙道蕨宿に立地する明治時代の旧商家である蕨市立歴史民俗資
料館分館を有効活用することにより、飲食・交流拠点として整備する。

地域・まちなか商業活性化支援事業費補助金（中心市街地再興戦略事
業）調査事業（経済産業省）（平成２９年度）
国の支援措置名
[認定基本計画：中心市街地再興戦略事業費補助金（先導的、実証的
及び支援期間
事業）
（経済産業省）（平成２８年度）]
目標値・最新値 目標値 商業施設整備により、２１５人の通行量の増加
及び達成状況
最新値 施設整備に遅れが生じているが、整備事業の具体化と並行し
て取り組んできた蕨市立歴史民俗資料館分館を会場とした
ソフト事業の展開により、同館が立地している商店街の歩行
者・自転車通行量は年々増加している。
平成２７年度（計画開始年度）：５７４人⇒令和元年度（最新値）：１,０８２人
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目標達成
全体目標未達成
達成した（出来
平成２９年度に国の補助を活用して、蕨宿“食”の交流拠点整備に
なかった）理由 向けての基礎調査を行った結果、事業内容を見直す必要があり、事業
に遅れが生じている。
整備事業に遅れが生じている一方で、既存施設を活用して、
「ひな祭
り」や「五月人形」
、８月の「機まつり」といった季節の行事や祭事に
計画終了後の状 合わせた設えを行っているほか、苗木市や宿場まつりなどでの双子織
況（事業効果） フェスティバルなど、ソフト事業を積極的に展開し、地元商店街の歩
行者・自転車通行量の増加に寄与している。
今後もこうしたソフト事業を更に拡充し、蕨市立歴史民俗資料館へ
事業の今後につ の回遊行動につなげることで、目標値の改善を図っていくとともに、
いて
２９年度の調査結果を踏まえた事業計画の再検討を進めていく。

４. 今後の対策
一定の成果を上げている事業については、今後も事業内容の充実に取り組み、更なる目標値
の向上を目指す。併せて、蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業と蕨宿“食”の交流拠点整備事
業の早期事業実施を図っていく。

個別目標
（３）「蕨市立歴史民俗資料館の来館者数」※目標設定の考え方基本計画 P77～P79 参照
１．調査結果の推移
45,000
35,485

40,000
35,000
30,000

35,167
35,426
34,276
32,698
30,246
31,788

32,838
27,289
26,508

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000

36,003

35,591

38,610

35,550

年
H25
H27

３５,４２６

H28

３５,４８５

H29

３５,５９１

H30

３６,００３

R１

３２,５５０

R１

0

※調査方法：蕨市立歴史民俗資料館の来館者数のカウントに基づく全数年間集計
※調 査 月：令和元年度末
※調査主体：蕨市
※調査対象：蕨市立歴史民俗資料館の来館者
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（単位：人）
３５,１６７
（基準年値）

３８,６１０
（目標値）

２．目標の達成状況【ｃ】
蕨市立歴史民俗資料館の来館者数については、平成３０年度までは微増ではあるが年々増加し
ている。これは、同館が年間通じて趣向を凝らした企画展を継続的に開催していることが要因と
して考えられる。令和元年度に関しては、２度にわたる大型台風の影響による臨時休館、３月は
新型コロナウイルス感染拡大防止による休館（３月４日～）
、大勢の来館者が見込める企画展の延
期などの影響もあり、年間の来館者数は大きく減少したが、１日の平均入館者数の比較では、平
成２７年度：１２１人⇒令和元年度１２３人と増えている。
また、主要事業となる「蕨宿“食”の交流拠点整備事業」は、基礎調査の結果、事業の見直しが
必要となったが、並行して蕨市立歴史民俗資料館分館を会場としたソフト事業を積極的に展開し
ており、
「蕨宿手づくり伝承事業」と合わせて、来街目的の創出と回遊行動の誘発に繋がっている
ものと考えられる。
こうした取り組みにより、徐々に歴史民俗資料館の来館者数が増えてきていたが、主要事業の
遅れや新型コロナウイルスの影響により、最新値は基準値を下回ったため、達成状況はｃとした。

３．目標達成に寄与する主要事業の計画終了後の状況（事業効果）
①．蕨宿“食”の交流拠点整備事業（一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会）
事業実施期間
事業概要

平成２８年度【未】
中仙道蕨宿に立地する明治時代の旧商家である蕨市立歴史民俗資
料館分館を有効活用することにより、飲食・交流拠点として整備する。

地域・まちなか商業活性化支援事業費補助金（中心市街地再興戦略事
業）調査事業（経済産業省）（平成２９年度）
国の支援措置名
[認定基本計画：中心市街地再興戦略事業費補助金（先導的、実証的
及び支援期間
事業）
（経済産業省）（平成２８年度）]
目標値・最新値 目標値 商業施設整備による回遊行動の誘発により、１,９３５人の歴
及び達成状況
史民俗資料館の来館者数の増加
最新値 施設整備に遅れが生じているが、蕨市立歴史民俗資料館分館
を会場としたソフト事業の展開により、令和元年度の同施設
の１日平均来館者数は４８人となっている。ただし、同施設
の来館者の内どれだけの数が歴史民俗資料館にも立ち寄っ
ているか実数は不明のため、測定不能。
全体目標未達成
達成した（出来
平成２９年度に国の補助を活用して、蕨宿“食”の交流拠点整備に
なかった）理由 向けての基礎調査を行った結果、事業内容を見直す必要があり、事業
に遅れが生じている。
整備事業に遅れが生じている一方で、既存施設を活用して、
「ひな祭
り」や「五月人形」
、８月の「機まつり」といった季節の行事や祭事に
合わせた設えを行っているほか、苗木市や宿場まつりなどでの双子織
計画終了後の状
フェスティバルなど、ソフト事業を積極的に展開し、地元商店街の歩
況（事業効果）
行者・自転車通行量の増加に寄与している。
平成２７年度（計画開始年度）：５７４人⇒令和元年度（最新値）：１,０８２人
今後もこうしたソフト事業を更に拡充し、蕨市立歴史民俗資料館へ
事業の今後につ
いて
の回遊行動につなげることで、目標値の改善を図っていくとともに、
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２９年度の調査結果を踏まえた事業計画の再検討を進めていく。

②．蕨宿観光パッケージ商品化事業（一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会）
事業実施期間
事業概要

平成２８年度【未】
蕨宿“食”の交流拠点整備事業の実施に合わせて、中仙道蕨宿歴史
文化散策ガイドツアーや、宿場まつりなどの広域来街イベントと連携
し、定常的な観光誘客の強化を目指した取り組みを図る。

国の支援措置なし
国の支援措置名 [認定基本計画：中心市街地再興戦略事業費補助金（先導的、実証的
及び支援期間
事業）
（経済産業省）（平成２９年度）]
目標値・最新値 目標値 蕨宿“食”の交流拠点での会食をセットにした周遊観光パッ
及び達成状況
ケージの商品化により、３０人／月×１２か月、計３６０人
最新値 施設整備に遅れが生じているが、蕨市立歴史民俗資料館分館
を会場としたソフト事業の展開により、令和元年度の同施設
の１日平均来館者数は４８人となっている。ただし、同施設
の来館者の内どれだけの数が歴史民俗資料館にも立ち寄っ
ているか実数は不明のため、測定不能。
全体目標未達成
達成した（出来
蕨宿“食”の交流拠点整備事業の進捗に合わせて事業化に向けた取
なかった）理由 り組みを行う予定であったが、整備事業の遅れにより、同事業も遅れ
が生じている。
蕨宿“食”の交流拠点整備事業の進捗が遅れていることから、同事
業を見直し、現在、一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会では、
計画終了後の状 「蕨周遊ツアー」を基として、埼玉県物産観光協会や民間のツアー会
況（事業効果） 社等を交えて、中仙道蕨宿や市の名所などを取り入れた散策観光ツア
ーの具体化に取り組んでいる。
事業の今後につ
令和２年度のツアー実施に向けて、民間ツアー会社等と検討が進ん
いて
でいたが、新型コロナウイルスの影響で一時中断となっている。収束
後のツアー実施に向けて、企画内容の検討を進めていく。

③．蕨宿広域連携誘客事業（中仙道蕨宿商店街振興組合、蕨商工会議所）
事業実施期間

事業概要

平成２８年度～【実施中】
［認定基本計画：平成２８年度～３０年度]
街並み景観などの歴史的地域資源を活用した県内まちづくり団体
などとの連携による広域情報発信・相互交流活動に基づく観光誘客の
向上を図る。

国の支援措置なし
国の支援措置名 ［認定基本計画：中心市街地商業活性化アドバイザー派遣事業（中小
及び支援期間
企業庁）
（平成２８年度～３０年度）]
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目標値・最新値 目標値 他地域の団体との交流事業（２０団体×１０人／回）により、
及び達成状況
計２００人の歴史民俗資料館の来館者数の増加
最新値

県と共催のまち歩きイベントはこれまで５回開催し約２０
０人が参加したが、定期的な開催まではできず、恒常的な目
標値の向上には寄与できていない。

全体目標未達成
達成した（出来
蕨宿では、中山道の他地域団体との交流は続いているが、定期的な
なかった）理由 交流の誘致には至っていない。
蕨宿は、埼玉県の歴史のみち景観モデル地区に指定されており、景
観維持に努めるとともに、まち歩きや景観まちづくり講演会の開催な
計画終了後の状 ど、まちの魅力の広域的な情報発信に取り組んできたが、令和元年度
況（事業効果） は更なる景観形成の促進を図るため、中仙道まちづくり協議会と景観
計画の策定に向けた協議を行った。
事業の今後につ
景観計画を策定し、更なる景観形成の促進を図るとともに、積極的
いて
なまちの魅力発信に取り組んでいく。

④．蕨宿手づくり伝承事業（中仙道蕨宿商店街振興組合、蕨商工会議所、NPO 法人わらび
学びあいカレッジ）
事業実施期間
事業概要

平成２９年度～３１年度【実施中】
蕨市の伝統的産業である機織りの伝承と体験機会の提供による商
店街の魅力向上を図る。

国の支援措置なし
国の支援措置名 ［認定基本計画：中心市街地商業活性化アドバイザー派遣事業（中小
及び支援期間
企業庁）
（平成２９年度～３１年度）]
目標値・最新値 目標値 空き店舗での月１回の機織り体験機会（１５人×１２回）の
及び達成状況
提供により、計１８０人の来館者数の増加。
最新値 中仙道蕨宿に対象となる空き店舗が見つからず、目標値の向
上に寄与できなかったが、蕨商工会議所では、平成２６年度
から、蕨の伝統織物「双子織みらいプロジェクト」を立ち上
げ、中仙道蕨宿商店街振興組合や市民活動団体と連携しなが
ら、双子織のれんアート鑑賞会や歴史民俗資料館分館での機
織り体験を実施するなど、双子織の普及に努めている。
全体目標未達成
達成した（出来
機会をとらえて様々なイベントを開催したが、中仙道蕨宿内に対象
なかった）理由 となる空き店舗が見つからず、歴史民俗資料館への恒常的な回遊行動
につなげることができなかった。
「双子織みらいプロジェクト」の継続により、蕨商工会議所では、
新たに一般社団法人蕨ブランド協会を立ち上げ、令和元年１０月に双
計画終了後の状
子織を中心としたアンテナショップ「WARABI SELECT SHOP」をオープ
況（事業効果）
ンさせた。
同施設ではオープン以降、ワークショップやミニ講座、毎月２５日
17

の双子織の日に「FUTAKO フェスタ」を開催するなど、双子織の魅力発
信の拠点となっている。
また、伝承事業として、同施設に設置した手織機を使い、双子織の
復元に取り組み、担い手の育成にも注力しているほか、双子織を正確
に後世につなげるため、歴史・技術・設計などの全ての情報を詰め込
んだ「双子織伝承本」を作成した。
「WARABI SELECT SHOP」を拠点とした、双子織の伝承や担い手づく
事業の今後につ
りに積極的に取り組み、地場産業の発展へとつなげていく。
いて

⑤．中仙道蕨宿手づくり体験工房館整備事業（中仙道蕨宿商店街振興組合、蕨商工会議所、
NPO 法人わらび学びあいカレッジ）
事業実施期間

事業概要

令和元年度【済】
［認定基本計画：平成２９年度］
蕨の伝統織物である双子織を活用した、蕨宿手作り伝承事業を通じ
て蓄積される人的ネットワークや機織り技術と作品制作のノウハウ
を、空き店舗の活用による手づくり体験工房館を整備・運営すること
で、製販一体型の産業育成につなげていくとともに、
「蕨宿」を中心と
する観光回遊行動の誘発を目指す。

国の支援措置なし
国の支援措置名 [認定基本計画：中心市街地再興戦略事業費補助金（先導的、実証的事
及び支援期間
業）
（経済産業省）（平成２９年度）]
目標値・最新値 目標値 回遊行動の誘発により、１,９３５人の来館者数の増加
及び達成状況
最新値 計画では実施場所を中仙道蕨宿としていたが、適当な空き店
舗がなく、蕨商工会議所が新たに設立した一般社団法人蕨ブ
ランド協会が、駅西口周辺の空き店舗を改装して双子織を中
心としたアンテナショップ「WARABI SELECT SHOP」を令和元
年１０月にオープンさせた。
（実施場所の変更により、目標値の向上に寄与できず。）
目標未達成
達成した（出来 中仙道蕨宿に対象となる空き店舗が見つからず、計画どおりには実
なかった）理由 施できなかったが、中心市街地の新たな賑わいの創出、空き店舗の
解消に寄与している。（みゆき通り商店会の新規創業として１件、同
商店会の歩行者通行量の増加に寄与）
「WARABI SELECT SHOP」では、オープン以降、同施設に設置した手
織機を使った双子織の手織り技術の伝承をはじめ、ワークショップや
計画終了後の状
ミニ講座、毎月２５日の双子織の日に「FUTAKO フェスタ」を開催する
況（事業効果）
など、双子織の伝承、魅力発信の拠点となっている。
事業の今後につ
賑わい創出のためのイベントを継続開催するとともに、双子織伝承
いて
の担い手づくりにも積極的に取り組み、地場産業の発展へとつなげて
いく。
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４. 今後の対策
歴史民俗資料館での趣向を凝らした企画展やイベントなどの開催により、同館の来館者数は
年々増えているが、目標値達成には、主要事業となる「蕨宿“食”の交流拠点整備事業」の遅れが
大きく影響している。
補完するためには、中仙道蕨宿の新たな魅力創出に取り組む必要があるが、一つのカギとなる
のは「蕨宿観光パッケージ商品化事業」であり、民間ツアー会社と連携して、散策観光ツアーを定
期的に企画できれば、中仙道蕨宿の歩行者・自転車通行量や、蕨市立歴史民俗資料館の来館者数
の増加につながる。
「蕨周遊ツアー」で魅力ある個店の掘り起こしは進んでおり、今後、中仙道蕨
宿商店街振興組合や一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会と連携して、ツアーの実施を目
指す。

個別目標
（４）「蕨駅周辺の整備の満足率」※目標設定の考え方基本計画 P79～P81 参照
１．調査結果の推移
40.00%

36.8%

H26

35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%

年

29.06%
28.82%
26.18%
22.56%
22.70%
22.20%
22.19%
21.63%
19.57%
19.29%
18.16%
14.96%
11.25%

10.00%
5.00%
0.00%

（単位：％）
２９.１
（基準年値）

H27

２１.６

H28

２２.６

H29

２２.２

H30

１９.３

R１

１８.２

R１

３６.８
（目標値）

※調査方法：行政連絡員による送付、郵便による回答によるアンケート調査（回収率４２.９％）
※調 査 月：令和元年８月６日から８月２７日まで
※調査主体：蕨市
※調査対象：住民基本台帳から各地区の年齢層別の人口比率に基づく、男女別に無作為抽出市内在住の
満１８歳以上の男女１，０００人

２．目標の達成状況【ｃ】
「蕨駅周辺の整備」の満足率については、依然として低調である。その向上には、蕨駅西口地区
第一種市街地再開発事業が大きく影響するものと考えている。同事業では、再開発準備組合にお
いて、これまで権利者の合意形成に努めながら、事業計画の策定などを行い、本組合の設立に向
けた手続きを進めている。
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同事業の具体化が認識できた時点で市民評価が発現し、更には事業の進捗により、満足度の維
持・向上につながることが見込まれるため、市としても、設立を予定している再開発組合による
着実な事業の推進に向けて、引き続き必要な支援を行っていく。
そのほか、「中央第一地区まちづくり事業」については実施中、「東口コミュニティ・ショッピ
ング道路整備事業」については、実施済みであるが、満足度向上の誘因までには至っておらず、最
新値は基準値を下回っているため、達成状況はｃとした。

３．目標達成に寄与する主要事業の計画終了後の状況（事業効果）
①．東口コミュニティ・ショッピング道路整備事業（蕨市）
事業実施期間
事業概要

平成２７年度～２８年度【実施済】
塚越商店会において、大型店と商店会の連続的・一体的な買物空間
の形成を目指して、駐輪対策も含めた道路の環境整備事業により、コ
ミュニティ・ショッピング道路として整備する。

国の支援措置名 国の支援措置なし
及び支援期間
目標値・最新値 目標値 蕨駅周辺の整備の満足率 ５％の向上
及び達成状況
最新値 平成２８年度の事業実施により、快適で安全な道路に生まれ
変わるとともに、２９年度は道路と合わせた一体的な空間と
して末広公園もリニューアルされたが、目標値向上の誘因ま
では至らなかった。
全体目標未達成
達成した（出来
市民意識の向上には至らなかったが、塚越商店会の休日の歩行者・
なかった）理由 自転車通行量の増加には寄与している。
（平成２７年度：３,９１６人 ⇒ 令和元年度：９,０４３人）
平成２８年度の事業実施により、快適で安全な道路に生まれ変わる
とともに、２９年度は道路と合わせた一体的な空間として末広公園も
リニューアルされた。塚越商店会では、同公園を活用して、２９年度
計画終了後の状 に「ちびっこ縁日」を実施したほか、３０年度は、新規大型店のオー
況（事業効果） プンに合わせた「あさがお・ほおずき市」の開催や、塚越大通りの商
店街街路灯のＬＥＤ化を行うなど、安全で快適な商店街に向けて意欲
的に取り組んでいる。
事業の今後につ
整備事業は完了したが、引き続き、整備効果を活かした賑わいづく
いて
りや来街者の回遊性向上の取り組みに継続して取り組む。

②．蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業（市街地再開発組合）
事業実施期間

事業概要

平成２８年度～令和元年度【実施中】
平成２３年度に事業完了した第一工区との連続性・一体性に配慮し
ながら、土地の高度利用により、商業施設や高層都市型住宅整備によ
る複合都市機能を一体的に整備するとともに、蕨駅西口駅前広場や区
画街路の整備などを行う。

国の支援措置名 社会資本整備総合交付金（蕨駅西口地区整備計画）（国土交通省）
（平
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及び支援期間
成３０年度～）
目標値・最新値 目標値 蕨駅周辺の整備の満足率 ５％の向上
及び達成状況
最新値 現在、再開発準備組合では、本組合の設立を目指し、事業化
へ向けた活動が行われている。
全体目標未達成
達成した（出来
事業計画の策定及び組合設立の同意取得に日数を要したため。
なかった）理由
平成２６年１２月に設立された蕨駅西口地区市街地再開発準備組
合において、関係機関との協議等を経た施設計画等が概ねまとまった
ことを受け、市は、平成３１年２月に市街地再開発事業等の都市計画
の変更を行った。準備組合では、権利者の合意形成に努めながら、事
計画終了後の状 業計画の策定など本組合の設立に向けた活動を行い、令和２年３月に
況（事業効果） 組合設立の認可申請を行った。
また、市は平成３０年１１月に、公共公益施設の内容を、図書館及
び行政センターの複合施設とする「蕨駅西口地区市街地再開発事業の
公共公益施設の方針」を策定した。
本組合設立後は、権利変換計画の認可を経て工事着手となるが、市
事業の今後につ としても着実な事業の推進に向けて、引き続き必要な支援を行ってい
いて
く。

③．中央第一地区まちづくり事業（蕨市）
事業実施期間
事業概要

平成２５年度～ 【実施中】
防災性の向上及び良好な商業・住環境の形成を図るため、地区施設
の整備を行うとともに、まちづくりルールに基づく土地高度利用と建
物更新の誘発を図る。

国の支援措置名 社会資本整備総合交付金（住宅市街地総合整備事業）
（国土交通省）
（平
及び支援期間
成２６年度～）
目標値・最新値 目標値 蕨駅周辺の整備の満足率 ５％の向上
及び達成状況
最新値 地区計画による道路等の地区公共施設の整備を進めており、
令和元年度には、区画道路１３号と、駅前通りにつながる区
画道路１２号の道路整備工事が全て完了した。
現在も実施中の事業であり、目標値向上の誘因までは至って
いない。
全体目標未達成
達成した（出来
権利者の意向把握に努めながらの事業実施となるため、計画期間内
なかった）理由 に完了することができなかった。
市では事業の推進を図るため、道路の拡幅部分に抵触する老朽建
築物等の除却に対して補助金を交付しており、令和元年度末までに
計画終了後の状
１５件の補助を行うとともに、約９８０平方メートルの道路用地を
況（事業効果）
取得し、道路の拡幅整備を行っている。
事業の今後につ

令和２年度は、区画道路７号（一部）と区画道路１４号（一部）の
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いて

２箇所の道路整備を予定しており、今後も権利者の意向の把握に努め
ながら事業を着実に推進する。

４. 今後の対策
目標値の向上の核となる「蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業」及び「中央第一地区まちづ
くり事業」の着実な推進を図っていくとともに、
「東口コミュニティ・ショッピング道路整備事業」
では、整備効果を活かした賑わいづくりや来街者の回遊性向上に取り組んでいく。
具体的には、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、延期となっている状況であるが、塚
越商店会では、末広公園を活用し、地域のハンドメイド作家と連携した新たな賑わい交流イベン
ト（朝マルシェ）の定期的な開催を企画しており、市としても、一般社団法人蕨市にぎわいまちづ
くり連合会と連携しながら、開催に向けた支援を積極的に行っていく。

個別目標
（５）「商店街の活性化の満足率」※目標設定の考え方基本計画 P82～P83 参照
１．調査結果の推移
20.00%

19.0%

18.00%
14.00%
12.00%

10.99%

10.00%
6.00% 5.61%
4.00%

8.65%
7.95%
6.18%

9.93%

7.50%

7.53%
6.36%

5.98%
4.74%
4.69%

4.18%

2.00%
0.00%

（単位：％）

H27

９.９
（基準年値）
６.４

H28

７.５

H29

４.７

H30

６.０

R１

４.７

R１

１９.０
（目標値）

H26

16.00%

8.00%

年

※調査方法：行政連絡員による送付、郵便による回答によるアンケート調査（回収率４２.９％）
※調 査 月：令和元年８月６日から８月２７日まで
※調査主体：蕨市
※調査対象：住民基本台帳から各地区の年齢層別の人口比率に基づく、男女別に無作為抽出市内在住の
満１８歳以上の男女１，０００人

２．目標の達成状況【ｃ】
ソフト事業が中心となっている蕨市の認定基本計画において、長引く不況のなか、商店街単会
での事業実施が難しい状況にあり、事業の進捗状況は低調である。また、平成２８年には、中心市
街地区域内の大型店が相次いで閉店するなどの影響もあり、
「商店街の活性化」の満足率は、厳し
い状況で推移している。
後述のとおり、商店街の活性化に向けた新たな取り組みも徐々に広がりをみせているが、その
効果はまだ数値に現れておらず、最新値は基準値を下回ったため、達成状況はｃとした。
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３．目標達成に寄与する主要事業の計画終了後の状況（事業効果）
①．蕨宿“食”の交流拠点整備事業（一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会）
事業実施期間
事業概要

平成２８年度【未】
中仙道蕨宿に立地する明治時代の旧商家である蕨市立歴史民俗資
料館分館を有効活用することにより、飲食・交流拠点として整備する。

地域・まちなか商業活性化支援事業費補助金（中心市街地再興戦略事
業）調査事業（経済産業省）（平成２９年度）
国の支援措置名
[認定基本計画：中心市街地再興戦略事業費補助金（先導的、実証的
及び支援期間
事業）
（経済産業省）（平成２８年度）]
目標値・最新値 目標値 東口コミュニティ・ショッピング道路整備事業と合わせて、
及び達成状況
商店街の活性化の満足率５.４％の向上
最新値 施設整備に遅れが生じており、目標値の向上に寄与できてい
ない。
全体目標未達成
達成した（出来
平成２９年度に国の補助を活用して、蕨宿“食”の交流拠点整備に
なかった）理由 向けての基礎調査を行った結果、事業内容を見直す必要があり、事業
に遅れが生じている。
整備事業に遅れが生じている一方で、既存施設を活用して、
「ひな祭
り」や「五月人形」
、８月の「機まつり」といった季節の行事や祭事に
合わせた設えを行っているほか、苗木市や宿場まつりなどでの双子織
計画終了後の状
フェスティバルなど、ソフト事業を積極的に展開し、地元商店街の歩
況（事業効果）
行者・自転車通行量の増加に寄与している。
平成２７年度（計画開始年度）：５７４人⇒令和元年度（最新値）：１,０８２人
今後もこうしたソフト事業を更に拡充し、蕨市立歴史民俗資料館へ
事業の今後につ の回遊行動につなげることで、目標値の改善を図っていくとともに、
いて
２９年度の調査結果を踏まえた事業計画の再検討を進めていく。

②．四季を味わう“日曜日の夕べ”交流会事業（一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり
連合会）
事業実施期間

平成２３年度～【実施中】
毎週末に８商店街持ち回りで、飲食店などの参画による“四季を
事業概要
味わう交流会”を開催する。
国の支援措置なし
国の支援措置名 ［認定基本計画：中心市街地商業活性化アドバイザー派遣事業（中小
及び支援期間
企業庁）
（平成２７年度～２８年度）]
目標値・最新値 目標値 同事業の継続実施により、年１.２％、５か年で６.０％の商
及び達成状況
店街の活性化の満足率の向上
最新値 他のイベントと絡めた交流会事業は複数回行ったが、定期的
な開催は１商店街のみであり、当初予定していた８商店街持
ち回りでの開催は実施できず。恒常的な商店街の活性化に繋
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がったとは言い難い。

達成した（出来
なかった）理由

目標未達成
長引く不況で、商店街単会で事業を行うことは難しくなっている。

平成２７年度は継続実施が１商店街であったが、２８年度は実施主
体である一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会において、プロ
ジェクト委員会を立ち上げ、支援を行ったことから、中断中であった
計画終了後の状
１商店街で事業が再開された。また、２９年度からは、市内各所で音
況（事業効果）
楽が楽しめる「蕨市民音楽祭」に合わせて音楽活動を含めた交流会事
業を開催している。
一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会では、商店街単会での
事業の今後につ 事業実施が難しい状況を踏まえ、商店街の枠にとらわれず広く募集を
いて
かけることで負担軽減が図れるような仕組みを検討している。

③．東口コミュニティ・ショッピング道路整備事業（蕨市）
事業実施期間
事業概要

平成２７年度～２８年度【実施済】
塚越商店会において、大型店と商店会の連続的・一体的な買物空間
の形成を目指して、駐輪対策も含めた道路の環境整備事業により、コ
ミュニティ・ショッピング道路として整備する。

国の支援措置名 国の支援措置なし
及び支援期間
目標値・最新値 【目標値】他地域も含めた商店街の活性化事業の継続的な取り組みに
及び達成状況
より、年１.２％、５か年で６.０％の商店街の活性化の満足率の向上
【最新値】

平成２８年度の事業実施により、快適で安全な道路に生
まれ変わるとともに、２９年度は道路と合わせた一体的
な空間として末広公園もリニューアルされたが、他地域
の商店街の活性化事業の遅れもあり、目標値向上の誘因
までは至らなかった。

全体目標未達成
達成した（出来
市民意識の向上には至らなかったが、塚越商店会の休日の歩行者・
なかった）理由 自転車通行量の増加には寄与している。
（平成２７年度：３,９１６人 ⇒ 令和元年度：９,０４３人）
平成２８年度の事業実施により、快適で安全な道路に生まれ変わる
とともに、２９年度は道路と合わせた一体的な空間として末広公園も
リニューアルされた。塚越商店会では、同公園を活用して、２９年度
計画終了後の状 に「ちびっこ縁日」を実施したほか、３０年度は、新規大型店のオー
況（事業効果） プンに合わせた「あさがお・ほおずき市」の開催や、塚越大通りの商
店街街路灯のＬＥＤ化を行うなど、安全で快適な商店街に向けて意欲
的に取り組んでいる。
事業の今後につ
整備事業は完了したが、引き続き、整備効果を活かした賑わいづく
いて
りや来街者の回遊性向上の取り組みに継続して取り組む。
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４. 今後の対策
令和元年度の市民意識調査において、買い物についての質問では、商店街に「ほとんど行かな
い」との回答が５８.７％もあり、日常、８０.９％の方々が大型店で買い物をしているとの実態
が明らかになっている。また、
「商店街の活性化」に望むことについての問いでは、常に①空き店
舗の有効活用、②商品の品揃え、③店舗の個性を磨くなどが上位にきており、こうした回答結果
から見ても、商店街の活性化及び賑わいの創出を担う、一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連
合会の存在意義はますます重要である。
同連合会では、このような状況に危機感を抱いており、現状を打破すべく平成３０年度から商
店街支援を行う専任のコーディネーターを配置し、組織体制の強化を図った。
以降、市民と個店を結ぶきっかけづくりとして「蕨周遊ツアー」を立ち上げ、小規模なツアーな
がら、これまでに１４回実施し、４３店舗を訪問、延べ９７人・子ども６１人が参加され、毎回、
参加者、店舗双方からたいへん好評を得ている。
このツアーがきっかけとなり、商店街に興味を持ち、商店街に足を運んで頂ける方も増えてお
り、令和２年度は同ツアーを更に充実させるとともに、市外の方々をターゲットに蕨市や市内商
店街を知っていただくことを目的に、観光を兼ねた新たな観光振興周遊ツアーも計画しており、
これらの周遊ツアーの充実でより多くの市内外の方々を商店街に呼び込みたいと考えている。
そのほか、予定している新規事業では、「週末のにぎわい交流」の一環として、「柳橋公園」を
利用したイベントを計画している。にぎわい交流事業については、これまで他のイベントと絡め
た交流会事業を複数回行っているが、定期的な開催は１商店街のみであり、当初に目指していた
８商店街の持ち回り開催は、長引く不況のなか、商店街単会での実施は難しい状況にあり、今後
は１つの商店街にこだわらず、全市的に参加を募り開催支援を行いたいと考えている。
更には、駅前の好立地を活かしたコミュニティレストラン「クアッカ」を会場に、商店主ならで
はの豆知識を楽しく美味しく学べる、仮称「知って得するワンポイントゼミナール」を開催し、市
民と各個店、各商店街とを結びつきを更に強め、商店街に愛着を持っていただけるような取り組
みを進めていく。
また、蕨商工会議所においても、平成３０年度に商店街ＰＲ動画、令和元年度には中心市街地
内の２４の個店のＰＲ動画を作成し、魅力発信に努めている。特に、個店のＰＲ動画は、一方的な
店舗紹介ではなく、地元出身のタレントを起用し、体験型動画で臨場感を伝えることで、個店の
強みを最大限に訴求できる内容となっている。
長引く不況や市民ニーズの多様化など、様々な要因があるなかで、市民の意識を変化させること
は容易ではないが、新規事業を含めて一つ一つ確実に推進するとともに、未実施の事業について
も、実施に向けた支援を積極的に行っていく。
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