
 

令 和 元 年 １ ２ 月 １ ０ 日 

都 市 局 

街 路 交 通 施 設 課 

「居心地のよい、歩きたくなる街路づくり」広まっています 

～今年は神戸でウォーカブルシティを考えてみませんか？～ 

  

世界中の多くの都市で、まちなかを車中心から人中心の空

間へと転換し、人々が集い憩い多様な活動を繰り広げられる

場へと改変していく取組が進められています。これらの取組

は都市に活力とイノベーションをもたらし、持続可能かつ高

い国際競争力の実現につながっています。 

国土交通省では、このような街路空間の再構築・利活用の

取組を全国に広げることを目的に、本年 3 月に全国街路空

間再構築利活用推進会議（愛称：マチミチ会議）を立ち上げ

ました。さらに、"WE DO"～Walkable、Eyelevel、Diversity、

Open をキーワードとして、201 のウォーカブル推進都市と

ともに、新たなストリートづくりを進めているところです。 

今回、第２回となるマチミチ会議をウォーカブルに向けて

取り組みの進む神戸市にて開催します。専門家による講演や

会場を巻き込んだ意見交換を通して、新たなまちづくりを加

速することを目指します。 

 

■開催概要 ※詳細・申込みは案内チラシをご参照下さい 

  １．名 称：マチミチ会議 in神戸（第 2 回全国街路空間再構築・利活用推進会議） 

  ２．日 時：令和 2年 1 月 24 日（金）14時 00 分～17時 00 分（開場 13 時 20 分） 

  ３．場 所：神戸ポートオアシス（神戸市中央区新港町 ５-２） 

  ４．内 容：１）ウォーカブルシティ実現に向けた取組紹介（国土交通省、神戸市） 

         ２）公共空間の専門家からのプレゼンテーション 

（山下 裕子 氏、小野寺 康 氏、忽那 裕樹 氏） 

        ３）会場から寄せられた質問・意見をもとに登壇者らでディスカッション

（コーディネーター：長濵 伸貴 氏） 

  ５．取 材：報道機関の方は傍聴、撮影が可能です。（交流会は取材不可） 

        取材ご希望の方は下記問い合わせ先にご連絡ください。（〆切：1 月 22 日） 

 

 
問い合わせ先 ： 国土交通省 都市局 街路交通施設課 奥田、今、相原、山田 

TEL 03-5253-8111(内線 32842,32835)、03-5253-8417(直通)FAX 03-5253-1592 

国土交通省は令和２年１月２４日、街路空間再構築・利活用に向けた取組を全国に広めることを目的

に、第２回となる全国会議を「マチミチ会議 in神戸」として神戸市と共同で開催します。 



【ご参考】ウォーカブル推進都市一覧（令和元年1２月9日時点） ※ウォーカブル推進都市は随時募集中です！

1 北海道札幌市 35 埼玉県戸田市 69 東京都稲城市 103 静岡県島田市 137 大阪府茨木市 171 山口県周南市

2 北海道旭川市 36 埼玉県朝霞市 70 神奈川県横浜市 104 静岡県富士市 138 大阪府八尾市 172 徳島県徳島市

3 北海道室蘭市 37 埼玉県志木市 71 神奈川県川崎市 105 静岡県焼津市 139 大阪府河内長野市 173 香川県高松市

4 北海道北広島市 38 埼玉県和光市 72 神奈川県鎌倉市 106 静岡県掛川市 140 大阪府羽曳野市 174 香川県丸亀市

5 北海道黒松内町 39 埼玉県幸手市 73 神奈川県逗子市 107 静岡県藤枝市 141 大阪府高石市 175 香川県坂出市

6 北海道東神楽町 40 埼玉県杉戸町 74 神奈川県大和市 108 静岡県袋井市 142 大阪府大阪狭山市 176 香川県善通寺市

7 北海道上士幌町 41 千葉県千葉市 75 新潟県新潟市 109 静岡県湖西市 143 兵庫県神戸市 177 香川県観音寺市

8 青森県青森市 42 千葉県木更津市 76 新潟県三条市 110 愛知県名古屋市 144 兵庫県姫路市 178 香川県多度津町

9 青森県弘前市 43 千葉県松戸市 77 新潟県見附市 111 愛知県豊橋市 145 兵庫県西宮市 179 愛媛県松山市

10 青森県八戸市 44 千葉県野田市 78 富山県富山市 112 愛知県岡崎市 146 兵庫県西脇市 180 愛媛県大洲市

11 青森県むつ市 45 千葉県習志野市 79 石川県金沢市 113 愛知県一宮市 147 兵庫県加西市 181 高知県高知市

12 岩手県盛岡市 46 千葉県柏市 80 石川県小松市 114 愛知県半田市 148 兵庫県新温泉町 182 福岡県北九州市

13 岩手県花巻市 47 千葉県市原市 81 石川県加賀市 115 愛知県春日井市 149 奈良県大和郡山市 183 福岡県久留米市

14 宮城県仙台市 48 千葉県流山市 82 石川県野々市市 116 愛知県刈谷市 150 奈良県宇陀市 184 福岡県飯塚市

15 宮城県塩竈市 49 千葉県八千代市 83 福井県福井市 117 愛知県豊田市 151 奈良県田原本町 185 福岡県田川市

16 宮城県柴田町 50 千葉県白子町 84 福井県大野市 118 愛知県安城市 152 奈良県上牧町 186 福岡県春日市

17 福島県会津若松市 51 千葉県長柄町 85 福井県あわら市 119 愛知県犬山市 153 和歌山県和歌山市 187 福岡県古賀市

18 福島県郡山市 52 東京都 86 山梨県甲府市 120 愛知県新城市 154 鳥取県鳥取市 188 福岡県うきは市

19 福島県須賀川市 53 東京都新宿区 87 長野県 121 愛知県大府市 155 鳥取県米子市 189 福岡県川崎町

20 福島県棚倉町 54 東京都墨田区 88 長野県長野市 122 愛知県知多市 156 鳥取県境港市 190 佐賀県

21 茨城県水戸市 55 東京都品川区 89 長野県松本市 123 三重県四日市市 157 島根県松江市 191 佐賀県佐賀市

22 茨城県下妻市 56 東京都目黒区 90 長野県諏訪市 124 滋賀県大津市 158 島根県江津市 192 佐賀県基山町

23 茨城県笠間市 57 東京都大田区 91 長野県茅野市 125 滋賀県草津市 159 島根県津和野町 193 佐賀県上峰町

24 茨城県つくば市 58 東京都世田谷区 92 長野県佐久市 126 滋賀県東近江市 160 岡山県岡山市 194 長崎県長崎市

25 茨城県大洗町 59 東京都渋谷区 93 岐阜県岐阜市 127 京都府京都市 161 岡山県倉敷市 195 熊本県熊本市

26 茨城県境町 60 東京都中野区 94 岐阜県高山市 128 京都府長岡京市 162 岡山県高梁市 196 熊本県菊池市

27 栃木県宇都宮市 61 東京都豊島区 95 岐阜県関市 129 京都府八幡市 163 広島県広島市 197 熊本県南関町

28 栃木県足利市 62 東京都荒川区 96 岐阜県美濃加茂市 130 大阪府大阪市 164 広島県三原市 198 宮崎県宮崎市

29 栃木県小山市 63 東京都八王子市 97 岐阜県各務原市 131 大阪府堺市 165 広島県尾道市 199 宮崎県小林市

30 栃木県上三川町 64 東京都武蔵野市 98 静岡県静岡市 132 大阪府豊中市 166 広島県福山市 200 宮崎県高鍋町

31 群馬県前橋市 65 東京都町田市 99 静岡県浜松市 133 大阪府池田市 167 山口県宇部市 201 宮崎県川南町

32 群馬県館林市 66 東京都福生市 100 静岡県沼津市 134 大阪府泉大津市 168 山口県山口市

33 埼玉県さいたま市 67 東京都狛江市 101 静岡県熱海市 135 大阪府高槻市 169 山口県防府市

34 埼玉県春日部市 68 東京都多摩市 102 静岡県三島市 136 大阪府枚方市 170 山口県長門市



第２回マチミチ会議 in 神戸

Fri2020.1.24
14:00-17:00＠神戸ポートオアシス

▼Ⅲ.ディスカッションセッション

▼Ⅰ.行政セッション

会場からリアルタイムに寄せられた
質問・意見をもとに、これからの
ストリートを話し合います。

①視察会
11:00-12:30

対象｜自治体職員

定員｜100名

②交流会
18:00-20:00同日

開催 対象｜自治体職員

参加費｜4,000円

定員｜80名

▼Ⅱ.プレゼンセッション

国土交通省と神戸市より、ウォーカブルな
まちづくりに向けた取組を紹介します。

申込

フォーム

神戸市中央区
新港町５−２

▼主催｜国土交通省都市局街路交通施設課・神戸市 ▼参加費｜無料

▼対象｜自治体職員、居心地のよい歩きたくなる街路づくりに興味のある方

▼定員｜300名 ▼申込｜別紙申込み用紙提出または申込フォーム←（〆：1/14）

▼問合先｜国土交通省都市局街路交通施設課 今・相原 03-5253-8417

広場ニスト／ひと・ネットワーククリエイター

2007年よりグランドプラザ運営事務所勤務。2014年よ

りまちなか広場研究所活動開始。全国のまちなか広場

づくりに関わる。著書『にぎわいの場 富山グランド

プラザ－稼働率100％の公共空間のつくり方』。

山下 裕子 氏

土木・公共施設専門の設計アトリエとして小野寺康都

市設計事務所を設立。姫路駅北駅前広場および大手前

通り、出雲大社参道神門通り、丸の内駅前広場・行

幸通りなどを手掛け、多くの賞を受賞。著書に『広場

のデザイン―「にぎわい」の都市設計5原則』等。

小野寺 康 氏

まちづくりプロデューサー。公園、広場、道路、河川の景

観・環境デザインとマネジメントを同時に企画、実施。新

しい公共を都市で実現し、魅力的なパブリックスペースの

提供を目指す。パブリックスタイル研究所理事長。ミズベ

リング・プロジェクト諮問委員。大阪市立大学客員教授。

忽那 裕樹 氏

神戸のストリートを手掛ける３名の公共空間
スペシャリストから、ストリートの「作り方」
「使い方」について語っていただきます。

ランドスケープアーキテクト。神戸芸術工科大学環境デザイン学科教授。

住環境から商業施設、公共空間におけるランドスケープデザインの実践や

研究、教育など幅広く活動。神戸市都市景観審議会委員、公園緑地審議会

委員、「えき≈まち空間」デザイン調整会議委員。釜石市復興ディレクター。

Ⅲ部コーディネーター

長濵 伸貴 氏

この街路から、まちが変わる。
み ち

関係者が集い三宮における
これからのエリアマネジメント

を語ります！

翌日も

ぜひ！

エリア

マネジメント
フォーラム

神戸三宮 サンキタ通りの再整備イメージ



    

 

マチミチ会議 in 神戸 

 
 

現地視察会 

 日 時｜2020.1.24(金)11:00-12:30（開場 10:30）※行政職員対象 

 会 場｜神戸市勤労会館７F 大ホール（神戸市中央区雲井通 5-1-2）   

 定 員｜100 名（先着）  参加費｜無料 

マチミチ会議 in 神戸 

 日 時｜2020.1.24(金)14:00-17:00（受付開始 13:20） 

 会 場｜神戸ポートオアシス２F ホール（神戸市中央区新港町 5-2） 

 定 員｜300 名（先着）  参加費｜無料 

交流会 

 日 時｜2020.1.24(金)18:00-20:00 ※行政職員対象 

会 場｜ザ･スカイブッフェステラコート（神戸市中央区浜辺通 5-1-14 神戸商工貿易センタービル 24F） 

 定 員｜80 名（先着）  

参加費｜4,000 円（第 2 回マチミチ会議（受付開始 13:20）の受付時にお受けいたします） 

 

１：申込み情報 

ご所属 役職 ご芳名 電話番号 
メールアドレス 

※2 ※3 
視察
会 

マチ
ミチ
会議 

交流 
会 

××市××部

××課 
主査 街路 太郎 000-000-0000 gairotarou@xxx.co.jp ○ ○ ○ 

××市××部

××課 
係員 街路 花子〇 000-000-0000 gairohanako@xxx.co.jp × ○ ○ 

        

        

※1 出席者が複数名となる場合、代表（連絡窓口）の方の氏名右側に ○ をご記入ください。 

※2 出席者が２名以上になる場合は、適宜欄を増やして入力をお願い致します。なお会場定員の都合、人数調整をお願い

する可能性がありますので、あらかじめご理解いただきますようお願い致します。 

※3 今後、街路空間再構築・利活用に関する全国各地の取組みや視察会・勉強会に関するご案内をお送りさせていただく

ことがございますのでご承知おきください。 

 

２：アンケート・質問 

1.貴自治体の街路空間再構築・利活用に関する状況を教えてください。当日の講演・議論の参考とさせ

ていただきます。 

□既に取り組んでいる実績がある   □現在計画または予定している  

□必要性を感じるが今のところ具体的な案件はない □特に必要性は感じない 

2.国交省・神戸市・プレゼンテーター等へ質問がある方はこちらにご記入ください。 

申込みは左下の QR コードからお願いします。なお、E メールの場合は、以下事務局（公

益社団法人日本交通計画協会（調査業務受託者））にお願いします。 
     メールアドレス： suzuki@jtpa.or.jp  narushima@jtpa.or.jp   

   担当：鈴木、成嶋（電話番号：03-3816-1791）※両名にご提出ください 

  ※件名を“【参加申込】マチミチ会議 in 神戸”としていただくようご協力お願いいたします。 

   【参加申込】第２回マチミチ会議 

参加申込み用紙【提出〆 2020.1.14(火)】 

 

 

 

 

 


