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いわき市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所） 

 

変  更  後 変  更  前 

 

３．中心市街地の活性化の目標 

（１）中心市街地の基本テーマ 

「人、暮らし、文化を大切にする豊かさと活力とを備えた中心市街地」 

福島県を代表する中核都市の中心部という位置づけを踏まえ、人を大切にする暮らしやすさと、広域の中

心として求められる活発な社会経済活動、人が訪れたくなる魅力あるまちづくりの３つの視点から活性化に

取り組む、豊かさと活力とを備えた、にぎわいのある中心市街地。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．中心市街地の活性化の目標 

（１）中心市街地の基本テーマ 

「人、暮らし、文化を大切にする豊かさと活力とを備えた中心市街地」 

福島県を代表する中核都市の中心部という位置づけを踏まえ、人を大切にする暮らしやすさと、広域の中心と

して求められる活発な社会経済活動、人が訪れたくなる魅力あるまちづくりの３つの視点から活性化に取り組む、

豊かさと活力とを備えた、にぎわいのある中心市街地。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針② 

 

 

 

基本方針③ 

目標①：生活環境の充実によるま 

ちなか居住の促進 

《数値目標》 

中心市街地内の居住人口 

基準値：4,133人（H28） 

目標値：4,400人（H33） 

目標②：新規出店の促進による事業 

活動の活性化 

《数値目標》 

中心市街地内の新規出店数 

基準値：26件（H23～H27） 

目標値：52件（H29～H33） 

目標③：歴史・文化資源を活かした 

賑わいの創出 

《数値目標》 

主要歴史・文化施設の入込客数 

基準値：1,226,198人（H27） 

目標値：1,263,000人（H33） 

 

 歴史と文化等を活かして、訪れた

くなる魅力を育てるまちづくり 

 アリオス、いわき PIT等の文化

施設を積極的に活用しながら、

文化・芸術的魅力の向上を図

る。 

 有形・無形の歴史・文化資源を

積極的に発掘・活用する取組み

を進め、歴史あるまちとしての

平地区の魅力向上を図る。 

 既存の資源を生かした都市公

園整備や環境豊かな公園の有

効活用等により市民のまちへ

の愛着心の醸成を図る。 

基本方針① 

 人を大切にした、楽しく暮ら

せるまちづくり 

 暮らしの利便性・快適性を高め

る買い物や医療環境等の充実

を図る。 

 歩いても暮らしやすい安心

で健康な環境づくりを図る。 

 多様な人々が居心地よく時

間を過ごせる環境づくりを

推進する。 

 歩行者環境整備やバス交通

等の充実など、移動の利便性

の向上を図る。 

 事業活動が活発な、活力のあ

るまちづくり 

 大規模な商業施設の機能更新

や商店街等の活性化による新

たなライフスタイルを提案で

きる業態への転換を進める。 

 まちなかの遊休不動産の活用

や、関係機関の連携による継

続的な起業家育成支援を推進

する。 

 

基本方針② 

 

 

 

基本方針③ 

目標①：生活環境の充実によるま 

ちなか居住の促進 

《数値目標》 

中心市街地内の居住人口 

基準値：4,133人（H28） 

目標値：4,400人（H33） 

目標②：新規出店の促進による事業 

活動の活性化 

《数値目標》 

中心市街地内の新規出店数 

基準値：26件（H23～H27） 

目標値：52件（H29～H33） 

目標③：歴史・文化資源を活かした 

賑わいの創出 

《数値目標》 

主要歴史・文化施設の入込客数 

基準値：1,226,198人（H27） 

目標値：1,263,000人（H33） 

 

 歴史と文化等を活かして、訪れた

くなる魅力を育てるまちづくり 

 アリオス、いわき PIT等の文化

施設を積極的に活用しながら、

文化・芸術的魅力の向上を図

る。 

 有形・無形の歴史・文化資源を

積極的に発掘・活用する取組み

を進め、歴史あるまちとしての

平地区の魅力向上を図る。 

 既存の資源を生かした都市公

園整備や環境豊かな公園の有

効活用等により市民のまちへ

の愛着心の醸成を図る。 

基本方針① 

 人を大切にした、楽しく暮ら

せるまちづくり 

 暮らしの利便性・快適性を高め

る買い物や医療環境等の充実

を図る。 

 歩いても暮らしやすい安心

で健康な環境づくりを図る。 

 多様な人々が居心地よく時

間を過ごせる環境づくりを

推進する。 

 歩行者環境整備やバス交通

等の充実など、移動の利便性

の向上を図る。 

 事業活動が活発な、活力のあ

るまちづくり 

 大規模な商業施設の機能更新

や商店街等の活性化による新

たなライフスタイルを提案で

きる業態への転換を進める。 

 まちなかの遊休不動産の活用

や、関係機関の連携による継

続的な起業家育成支援を推進

する。 
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課題解決・活性化（目標達成）に向けた主な事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）略 

（３）略 

（４）目標指標と数値 

  図略 

１）生活環境の充実によるまちなか居住の促進 

①略 

②略 

③略 

④目標数値達成のための事業について 

Ａ いわき駅並木通り地区第一種市街地再開発事業 

  高齢者にも優しい歩いて暮らせるコンパクトシティのコア施設として、分譲マンション、医療機関、公

共公益施設、ホテル、駐車場等を整備し、中心部定住の促進を図る。 

  ■増加の見込み 

    いわき駅並木通り地区第一種市街地再開発事業による増 

 140戸×2.6人/戸 ＝ 364人 

     ※事業者が計画している住宅戸数（140戸）に、いわき市の一般世帯の人員（いわき市統計書 平成 26年版）等

を掛け合わせた人数を見込む。 

 

Ｂ いわき都心型住宅整備事業 

  商業や都市福利機能を複合した住宅を整備し、住宅の供給とともに都市機能の充実を図り、子育てし

やすく、かつ、高齢者にとってもやさしいまちづくりの推進や、生産年齢人口世帯の中心部定住の促進

を図る。 

  ■増加の見込み 

    いわき都心型住宅整備事業による増 

  88戸×2.6人/戸 ＝ 228人 

     ※事業者が計画している住宅戸数（88戸）に、いわき市の一般世帯の人員（いわき市統計書 平成 26年版）

等を掛け合わせた人数を見込む。 

 

Ｃ 生活環境の充実に向けた総合的な環境整備 

     下記のような事業を、ＡおよびＢ事業とあわせて実施していくことにより、ヒューマンスケールで住

み心地の良さが実感できる生活環境の充実を図り、居住人口の増加の促進を図る。ただし、目標値には

含めない。 

課題解決・活性化（目標達成）に向けた主な事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）略 

（３）略 

（４）目標指標と数値 

  図略 

１）生活環境の充実によるまちなか居住の促進 

①略 

②略 

③略 

④目標数値達成のための事業について 

Ａ (仮称)平並木通り地区市街地再開発事業 

  高齢者にも優しい歩いて暮らせるコンパクトシティのコア施設として、分譲マンション、医療機関、

公共公益施設、ホテル、駐車場等を整備し、中心部定住の促進を図る。 

  ■増加の見込み 

    (仮称)平並木通り地区市街地再開発事業による増 

 140戸×2.6人/戸 ＝ 364人 

     ※事業者が計画している住宅戸数（140戸）に、いわき市の一般世帯の人員（いわき市統計書 平成 26年版）等

を掛け合わせた人数を見込む。 

 

Ｂ いわき都心型住宅整備事業 

  商業や都市福利機能を複合した住宅を整備し、住宅の供給とともに都市機能の充実を図り、子育てし

やすく、かつ、高齢者にとってもやさしいまちづくりの推進や、生産年齢人口世帯の中心部定住の促 

進を図る。 

  ■増加の見込み 

    いわき都心型住宅整備事業による増 

  88戸×2.6人/戸 ＝ 228人 

     ※事業者が計画している住宅戸数（88戸）に、いわき市の一般世帯の人員（いわき市統計書 平成 26年版）

等を掛け合わせた人数を見込む。 

 

Ｃ 生活環境の充実に向けた総合的な環境整備 

     下記のような事業を、ＡおよびＢ事業とあわせて実施していくことにより、ヒューマンスケールで

住み心地の良さが実感できる生活環境の充実を図り、居住人口の増加の促進を図る。ただし、目標値

には含めない。 

① いわき駅並木通り地区第一

種市街地再開発事業 

② いわき都心型住宅整備事業 

③ 都市公園整備事業 

④ まちなか循環バス運行検討事業 

⑤ 都市計画道路搔槌小路幕ノ

内線道路改良事業 

⑥ 田町・新川町線歩道整備事業 

⑦ 田町・谷川瀬線交通安全施設

整備事業 

① いわき駅並木通り地区第一種

市街地再開発事業(再掲) 

② いわき都心型住宅整備事業（再掲） 

③ 地域密着型商業施設整備事業 

④ まちなかを活用した起業家支援事業 

⑤ 城下町景観づくり事業 

⑥ リノベーションまちづくり支

援事業 

⑦ まちづくり基金活用事業 

⑧ いわき市創業者支援融資制度事業 

① いわき芸術文化交流館自主企画事業 

② いわき市立美術館教育普及事業 

③ 文化芸術の発展事業 

③ 伝えたい誇れるいわき醸成事業 

④ チームスマイルいわき PIT イ

ベント連携事業 

⑤ 都市公園整備事業（再掲） 

⑥ 磐城平城本丸跡地に関する活

用事業 

⑦ 回遊性向上に向けた取組事業 

① (仮称)平並木通り地区市街

地再開発事業 

② いわき都心型住宅整備事業 

③ 都市公園整備事業 

④ まちなか循環バス運行検討事業 

⑤ 都市計画道路搔槌小路幕ノ

内線道路改良事業 

⑥ 田町・新川町線歩道整備事業 

⑦ 田町・谷川瀬線交通安全施設

整備事業 

① (仮称)平並木通り地区市街地

再開発事業(再掲) 

② いわき都心型住宅整備事業（再掲） 

③ 地域密着型商業施設整備事業 

④ まちなかを活用した起業家支援事業 

⑤ 城下町景観づくり事業 

⑥ リノベーションまちづくり支

援事業 

⑦ まちづくり基金活用事業 

⑧ いわき市創業者支援融資制度事業 

① いわき芸術文化交流館自主企画事業 

② いわき市立美術館教育普及事業 

③ 文化芸術の発展事業 

③ 伝えたい誇れるいわき醸成事業 

④ チームスマイルいわき PIT イ

ベント連携事業 

⑤ 都市公園整備事業（再掲） 

⑥ 磐城平城本丸跡地に関する活

用事業 

⑦ 回遊性向上に向けた取組事業 
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     ■ 関連事業 

・まちなかで歴史、文化、自然に親しめるなど、多世代が居心地よく過ごせる環境づくりを行う

「都市公園整備事業」 

・保育所や子ども預かり施設等の子育て支援施設の整備や、アフタースクール等の子どもの教育

支援の実施など、子育てしやすい環境づくりを行う「大型商業施設内子育て施設整備事業」、「子

育て支援施設の運営事業」 

・大型商業施設内に常設の介護相談室の設置や、定期的な介護相談会、リハビリ体操の開催等、

健康増進を図りやすい環境づくりを行う「介護支援機能の開設とイベント運営事業」 

・中心市街地内の、歩いて回遊するには困難な施設（商業施設、公共施設、医療施設、その他福

利施設）をバスで繋ぐことで、高齢者等にとっても移動しやすく、歩いて暮らせるコンパクト

シティを目指す「まちなか循環バス運行検討事業」。 

・安心・安全にまちなかを歩いて暮らせる環境づくりを行う「都市計画道路搔槌小路幕ノ内線道

路改良事業」、「田町・新川町線歩道整備事業」、「田町・谷川瀬線交通安全施設整備事業」 

 

     以上、ＡからＣの事業の実施により、592人の増加を見込み、目標を達成する。 

4,133 人（基準値）＋８人（トレンドによる増加） 

 ＋592人（事業による増加見込み数）＝4,733人 ＞ 4,400人（目標値） 

 

⑤略 

 

２）新規出店の促進による事業活動の活性化 

①略 

②略 

③略 

④目標数値達成のための事業について 

Ａ 地域密着型商業施設整備事業 

イトーヨーカドー平店をリニューアルするとともに、「ラトブ」「イトーヨーカドー平店」及び両店舗

を結ぶ「白銀地区・大工町地区」の商業機能の強化（モール化）することにより、新規出店の促進を図

る。 

  ■増加の見込み 

    地域密着型商業施設整備事業による増            ７件 

     ※事業者の構想をもとに想定 

 

Ｂ いわき駅並木通り地区第一種市街地再開発事業 

  高齢者にも優しい歩いて暮らせるコンパクトシティのコア施設として、分譲マンション、医療機関、

公共公益施設、ホテル、駐車場、商業・業務機能等を整備することにより、新規出店の促進を図る。 

  ■増加の見込み 

    いわき駅並木通り地区第一種市街地再開発事業による増     10件 

     ※構想をもとに想定。 

 

Ｃ いわき都心型住宅整備事業 

     商業や福利機能を複合した住宅を整備し、住宅の供給とともに都市機能の充実を図り、子育てしやす

く、かつ、高齢者にとってもやさしいまちづくりの推進や、生産年齢人口世帯の中心部定住の促進を図

る。また、賑わいづくり等として１階に商業施設を整備し新規出店の促進を図る。 

  ■増加の見込み 

     ■ 関連事業 

・まちなかで歴史、文化、自然に親しめるなど、多世代が居心地よく過ごせる環境づくりを行う

「都市公園整備事業」 

・保育所や子ども預かり施設等の子育て支援施設の整備や、アフタースクール等の子どもの教育

支援の実施など、子育てしやすい環境づくりを行う「大型商業施設内子育て施設整備事業」、「子

育て支援施設の運営事業」 

・大型商業施設内に常設の介護相談室の設置や、定期的な介護相談会、リハビリ体操の開催等、

健康増進を図りやすい環境づくりを行う「介護支援機能の開設とイベント運営事業」 

・中心市街地内の、歩いて回遊するには困難な施設（商業施設、公共施設、医療施設、その他福

利施設）をバスで繋ぐことで、高齢者等にとっても移動しやすく、歩いて暮らせるコンパクト

シティを目指す「まちなか循環バス運行検討事業」。 

・安心・安全にまちなかを歩いて暮らせる環境づくりを行う「都市計画道路搔槌小路幕ノ内線道

路改良事業」、「田町・新川町線歩道整備事業」、「田町・谷川瀬線交通安全施設整備事業」 

 

     以上、ＡからＣの事業の実施により、592人の増加を見込み、目標を達成する。 

4,133 人（基準値）＋８人（トレンドによる増加） 

 ＋592人（事業による増加見込み数）＝4,733人 ＞ 4,400人（目標値） 

 

⑤略 

 

２）新規出店の促進による事業活動の活性化 

①略 

②略 

③略 

④目標数値達成のための事業について 

Ａ 地域密着型商業施設整備事業 

イトーヨーカドー平店をリニューアルするとともに、「ラトブ」「イトーヨーカドー平店」及び両店

舗を結ぶ「白銀地区・大工町地区」の商業機能の強化（モール化）することにより、新規出店の促進

を図る。 

  ■増加の見込み 

    地域密着型商業施設整備事業による増            ７件 

     ※事業者の構想をもとに想定 

 

Ｂ (仮称)平並木通り地区市街地再開発事業 

  高齢者にも優しい歩いて暮らせるコンパクトシティのコア施設として、分譲マンション、医療機関、

公共公益施設、ホテル、駐車場、商業・業務機能等を整備することにより、新規出店の促進を図る。 

  ■増加の見込み 

    （仮称）平並木通り地区市街地再開発事業による増      10件 

     ※構想をもとに想定。 

 

Ｃ いわき都心型住宅整備事業 

     商業や福利機能を複合した住宅を整備し、住宅の供給とともに都市機能の充実を図り、子育てしや

すく、かつ、高齢者にとってもやさしいまちづくりの推進や、生産年齢人口世帯の中心部定住の促進

を図る。また、賑わいづくり等として１階に商業施設を整備し新規出店の促進を図る。 

  ■増加の見込み 



4 

    都心型住宅整備事業による増                    ３件 

     ※事業者の構想をもとに想定。 

 

Ｄ まちなかを活用した起業家支援事業 

まちなかにある空き店舗や空き地等を活用して、飲食・物販（クリエイター）業の新規創業をサポート

する低コストのインキュベート施設を整備することで新規出店の促進を図る。 

 ■増加の見込み 

    起業家支援事業による増                  ２件 

     ※事業者の実績（夜明け市場における年間新規出店件数等）より、５年間で２件程度の新規出店を見込む。 

 

Ｅ リノベーションまちづくり関連事業 

  広く市民等に「リノベーションまちづくり」を知る機会を提供することで、地元商業者や創業予定者が

リノベーション事業を学び、空き店舗等を活用したまちづくりに参加するきっかけを作り民間が主体的に

商店街の再生やまちづくりを行う機運の醸成を図るとともに新規出店の促進を図る。リノベーション関連

事業として以下のような事業を行う。 

     ・蔵等の古い建物をリノベーションし、地域に活力を与える新たな企業やテナントの 

誘致により、新規出店につなげる「城下町景観づくり事業」 

     ・商工団体や市民、事業主を対象としたリノベーションに関する勉強会、セミナーの 

開催やリノベーションスクールの開催により、新規出店につなげる「リノベーション 

まちづくり支援事業」 

  ■増加の見込み 

    リノベーションまちづくり関連事業による増         ５件 

     ※上記の取組により、５年間で５件程度の新規出店を見込む。 

 

Ｆ 新規創業に向けた起業家支援事業 

  チャレンジショップの整備・運営資金の支援や、起業創業者への資金サポート等を継続して行うこと

で、持続的な新規創業環境の形成を図る。起業家支援事業として主に以下のような事業を行う。 

     ・クラウドファンディングの仕組みを活用した創業者への資金サポート等を行い新規出店 

につなげる「まちづくり基金の活用事業」 

     ・技術の開発、活路開拓等のための調査、研究及び計画策定事業等に対する補助を行い新 

規出店につなげる「いわき市商工業活性化事業」 

     ・創業者に対しての事業資金の融資や信用保証料の補助を行い新規出店につなげる「いわ 

き市創業者支援融資制度事業」 

     ・創業を志す創業者のビジネスを軌道に乗せるための総合的な支援を行い新規出店につなげ 

る「創業者支援事業」 

     ・販路開拓に向けたアドバイザー派遣や展示会出展補助など、創業後の継続的な支援も実施す 

ることで新規出店しやすい環境を整える「販路開拓・経営革新支援事業」 

  ■増加の見込み 

    起業家支援事業による増         年間１件×５年 ＝ ５件 

     ※上記の起業家支援事業等の取組により、年間１件程度の新規出店を見込む。 

 
以上、ＡからＦの事業の実施により、過去５年間の新規出店数を維持しつつ、新たに 32 件の増加を見込み、

目標を達成する。 

26 件（過去５年間の新規出店数）＋32件（事業による増加見込み数） 

＝58件 ＞ 52件（目標値） 

 

    都心型住宅整備事業による増                    ３件 

     ※事業者の構想をもとに想定。 

 

Ｄ まちなかを活用した起業家支援事業 

まちなかにある空き店舗や空き地等を活用して、飲食・物販（クリエイター）業の新規創業をサポート

する低コストのインキュベート施設を整備することで新規出店の促進を図る。 

 ■増加の見込み 

    起業家支援事業による増                  ２件 

     ※事業者の実績（夜明け市場における年間新規出店件数等）より、５年間で２件程度の新規出店を見込む。 

 

Ｅ リノベーションまちづくり関連事業 

  広く市民等に「リノベーションまちづくり」を知る機会を提供することで、地元商業者や創業予定者が

リノベーション事業を学び、空き店舗等を活用したまちづくりに参加するきっかけを作り民間が主体的に

商店街の再生やまちづくりを行う機運の醸成を図るとともに新規出店の促進を図る。リノベーション関連

事業として以下のような事業を行う。 

     ・蔵等の古い建物をリノベーションし、地域に活力を与える新たな企業やテナントの 

誘致により、新規出店につなげる「城下町景観づくり事業」 

     ・商工団体や市民、事業主を対象としたリノベーションに関する勉強会、セミナーの 

開催やリノベーションスクールの開催により、新規出店につなげる「リノベーション 

まちづくり支援事業」 

  ■増加の見込み 

    リノベーションまちづくり関連事業による増         ５件 

     ※上記の取組により、５年間で５件程度の新規出店を見込む。 

 

Ｆ 新規創業に向けた起業家支援事業 

  チャレンジショップの整備・運営資金の支援や、起業創業者への資金サポート等を継続して行うこと

で、持続的な新規創業環境の形成を図る。起業家支援事業として主に以下のような事業を行う。 

     ・クラウドファンディングの仕組みを活用した創業者への資金サポート等を行い新規出店 

につなげる「まちづくり基金の活用事業」 

     ・技術の開発、活路開拓等のための調査、研究及び計画策定事業等に対する補助を行い新 

規出店につなげる「いわき市商工業活性化事業」 

     ・創業者に対しての事業資金の融資や信用保証料の補助を行い新規出店につなげる「いわ 

き市創業者支援融資制度事業」 

     ・創業を志す創業者のビジネスを軌道に乗せるための総合的な支援を行い新規出店につなげ 

る「創業者支援事業」 

     ・販路開拓に向けたアドバイザー派遣や展示会出展補助など、創業後の継続的な支援も実施す 

ることで新規出店しやすい環境を整える「販路開拓・経営革新支援事業」 

  ■増加の見込み 

    起業家支援事業による増         年間１件×５年 ＝ ５件 

     ※上記の起業家支援事業等の取組により、年間１件程度の新規出店を見込む。 

 
以上、ＡからＦの事業の実施により、過去５年間の新規出店数を維持しつつ、新たに 32 件の増加を見込み、

目標を達成する。 

26 件（過去５年間の新規出店数）＋32件（事業による増加見込み数） 

＝58件 ＞ 52件（目標値） 
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⑤略 

 

３）略 

 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地

の整備改善のための事業に関する事項 

［１］市街地の整備改善の必要性 

（１）略 

（２）市街地の整備改善のための事業の必要性 

このような現状から、田町・谷川瀬線交通安全施設整備事業等を実施することで、通行量の多い道路のバリ

アフリー化など、誰もが安心・安全に通行できる歩行環境を整備し、まちなかを歩いて回遊できる環境の充実

を図る必要がある。 

また、都市公園整備事業等を実施することで、磐城平城本丸跡地は、地域の歴史と文化を感じることのでき

る場を整備し、中心市街地内の既存の公園等は、ニーズを踏まえた再整備等を行い、未活用の地域資源の活用

を積極的に図る必要がある。 

加えて、いわき駅の南側の大規模な低未利用地において、いわき駅並木通り地区第一種市街地再開発事業を

実施することで、医療機関や公共公益施設、住宅等を整備し、都市機能の充実と、さらなる拠点性の向上を図

る必要がある。 

（３）略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：  

いわき駅並木通り地区第

一種市街地再開発事業 

 

内容： 

分譲マンション・医療機

関・公共公益施設・駐車

場・ホテルなどの整備 

 

実施時期： 

平成28～32年度 

市街地再開

発組合 

医療機関・公共公益施設・駐

車場・ホテルなどの都市機能お

よび住宅（分譲マンション）を

整備し、まちなか居住のための

住宅の供給とともに都市機能の

充実を図り、歩いて暮らせるコ

ンパクトシティの実現や、子育

てしやすく、かつ高齢者や障が

い者にもやさしいまちの実現を

図り、中心市街地への定住を促

進する。 

これは、「人を大切にした、

楽しく暮らせるまちづくり」の

ために必要な事業である。 

支援措置： 

社会資本整備

総合交付金（市

街地再開発事

業等） 

 

実施時期： 

平成 29～32 年

度 

 

事業名： 

都市計画道路搔槌小路幕

ノ内線道路改良事業 

 

内容： 

都市計画道路の整備 

いわき市 

都市計画道路を整備すること

で、既成市街地の交流、連携の

強化と良好な都市環境の創出を

図るとともに、暮らしやすいま

ちの形成を図る。 

これは、「人を大切にした、

楽しく暮らせるまちづくり」「歴

支援措置： 

中心市街地再

活性化特別対

策事業 

 

実施時期： 

平成 29～33 年

 

⑤略 

 

３）略 

 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地

の整備改善のための事業に関する事項 

［１］市街地の整備改善の必要性 

（１）略 

（２）市街地の整備改善のための事業の必要性 

このような現状から、田町・谷川瀬線交通安全施設整備事業等を実施することで、通行量の多い道路のバリ

アフリー化など、誰もが安心・安全に通行できる歩行環境を整備し、まちなかを歩いて回遊できる環境の充実

を図る必要がある。 

また、都市公園整備事業等を実施することで、磐城平城本丸跡地は、地域の歴史と文化を感じることのでき

る場を整備し、中心市街地内の既存の公園等は、ニーズを踏まえた再整備等を行い、未活用の地域資源の活用

を積極的に図る必要がある。 

加えて、いわき駅の南側の大規模な低未利用地において、（仮称）平並木通り地区市街地再開発事業を実施

することで、医療機関や公共公益施設、住宅等を整備し、都市機能の充実と、さらなる拠点性の向上を図る必

要がある。 

（３）略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：  

（仮称）平並木通り地区市

街地再開発事業 

 

内容： 

分譲マンション・医療機

関・公共公益施設・駐車

場・ホテルなどの整備 

 

実施時期： 

平成28～32年度 

市街地再開

発組合 

医療機関・公共公益施設・駐

車場・ホテルなどの都市機能お

よび住宅（分譲マンション）を

整備し、まちなか居住のための

住宅の供給とともに都市機能の

充実を図り、歩いて暮らせるコ

ンパクトシティの実現や、子育

てしやすく、かつ高齢者や障が

い者にもやさしいまちの実現を

図り、中心市街地への定住を促

進する。 

これは、「人を大切にした、

楽しく暮らせるまちづくり」の

ために必要な事業である。 

支援措置： 

社会資本整備

総合交付金（市

街地再開発事

業等） 

 

実施時期： 

平成 29～32 年

度 

 

 

 

 

 

 

新規追加 
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Ｌ＝980ｍ 

Ｗ＝14.0ｍ～20.0ｍ 

 

実施時期： 

平成27～34年度 

史と文化等を活かして、訪れた

くなる魅力を育てるまちづく

り」のために必要な事業である。 

度 

事業名： 

田町・新川町線歩道整備事

業 

 

内容： 

歩道の段差解消 

Ｌ＝450ｍ 

Ｗ＝16.0ｍ 

 

実施時期： 

平成28～37年度 

いわき市 

既存の道路施設を有効活用し

ながら、効果的に歩道の段差解

消等を実施することで、良好な

都市環境の創出を図るととも

に、歩いても暮らしやすいまち

の形成を図る。 

これは、「人を大切にした、

楽しく暮らせるまちづくり」「歴

史と文化等を活かして、訪れた

くなる魅力を育てるまちづく

り」のために必要な事業である。 

支援措置： 

中心市街地再

活性化特別対

策事業 

 

実施時期： 

平成 28～33 年

度 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名： 

都市公園整備事業 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名： 

都市計画道路搔槌小路幕

ノ内線道路改良事業【再

掲】 

 

内容： 

都市計画道路の整備 

Ｌ＝980ｍ 

Ｗ＝14.0ｍ～20.0ｍ 

 

実施時期： 

平成27～34年度 

いわき市 

都市計画道路を整備すること

で、既成市街地の交流、連携の

強化と良好な都市環境の創出を

図るとともに、暮らしやすいま

ちの形成を図る。 

これは、「人を大切にした、

楽しく暮らせるまちづくり」「歴

史と文化等を活かして、訪れた

くなる魅力を育てるまちづく

り」のために必要な事業である。 

支援措置： 

社会資本整備

総合交付金（道

路事業（街路）） 

 

実施時期： 

平成 29～34 年

度 

 

事業名： 

田町・谷川瀬線 交通安全

施設整備事業 

（略） 

（略） （略） （略）  

（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

 

 

 

 

 

新規追加 

    

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名： 

都市公園整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

 

事業名： 

都市計画道路搔槌小路幕

ノ内線道路改良事業 

 

内容： 

都市計画道路の整備 

Ｌ＝980ｍ 

Ｗ＝14.0ｍ～20.0ｍ 

 

実施時期： 

平成27～34年度 

いわき市 

都市計画道路を整備すること

で、既成市街地の交流、連携の

強化と良好な都市環境の創出を

図るとともに、暮らしやすいま

ちの形成を図る。 

これは、「人を大切にした、

楽しく暮らせるまちづくり」「歴

史と文化等を活かして、訪れた

くなる魅力を育てるまちづく

り」のために必要な事業である。 

支援措置： 

社会資本整備

総合交付金（道

路事業（街路）） 

 

実施時期： 

平成 29～34 年

度 

 

事業名： 

田町・谷川瀬線 交通安全

施設整備事業 

（略） 

（略） （略） （略）  

（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 
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事業名： 

磐城平城本丸跡地に関す

る活用事業 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名： 

田町・新川町線歩道整備事

業【再掲】 

 

内容： 

歩道の段差解消 

Ｌ＝450ｍ 

Ｗ＝16.0ｍ 

 

実施時期： 

平成28～37年度 

いわき市 

既存の道路施設を有効活用し

ながら、効果的に歩道の段差解

消等を実施することで、良好な

都市環境の創出を図るととも

に、歩いても暮らしやすいまち

の形成を図る。 

これは、「人を大切にした、

楽しく暮らせるまちづくり」「歴

史と文化等を活かして、訪れた

くなる魅力を育てるまちづく

り」のために必要な事業である。 

支援措置： 

地方道路等整

備事業債 

 

実施時期： 

平成 28～37 年

度 

 

 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］都市福利施設を整備する事業に関する事項 

（１）略 

（２）都市福利施設の整備のための事業の必要性 

このような現状から、いわき駅並木通り地区第一種市街地再開発事業や地域密着型商業施設整備事業等を実

施することで、医療や介護支援機能の整備・拡充や子育て支援施設等を整備し、生活環境の充実を図る必要が

ある。 

（３）略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：  

いわき駅並木通り地区第

一種市街地再開発事業【再

掲】 

 

内容： 

分譲マンション・医療機

関・公共公益施設・駐車

場・ホテルなどの整備 

 

実施時期： 

平成28～32年度 

市街地再開

発組合 

医療機関・公共公益施設・駐

車場・ホテルなどの都市機能お

よび住宅（分譲マンション）を

整備し、まちなか居住のための

住宅の供給とともに都市機能の

充実を図り、歩いて暮らせるコ

ンパクトシティの実現や、子育

てしやすく、かつ高齢者や障が

い者にもやさしいまちの実現を

図り、中心市街地への定住を促

進する。 

これは、「人を大切にした、

楽しく暮らせるまちづくり」の

ために必要な事業である。 

支援措置： 

社会資本整備

総合交付金（市

街地再開発事

業等） 

 

実施時期： 

平成 29～32 年

度 

 

事業名： （略） （略） （略）  

事業名： 

磐城平城本丸跡地に関す

る活用事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

 

事業名： 

田町・新川町線歩道整備事

業 

 

内容： 

歩道の段差解消 

Ｌ＝450ｍ 

Ｗ＝16.0ｍ 

 

実施時期： 

平成28～37年度 

いわき市 

既存の道路施設を有効活用し

ながら、効果的に歩道の段差解

消等を実施することで、良好な

都市環境の創出を図るととも

に、歩いても暮らしやすいまち

の形成を図る。 

これは、「人を大切にした、

楽しく暮らせるまちづくり」「歴

史と文化等を活かして、訪れた

くなる魅力を育てるまちづく

り」のために必要な事業である。 

支援措置： 

地方道路等整

備事業債 

 

実施時期： 

平成 28～37 年

度 

 

 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］都市福利施設を整備する事業に関する事項 

（１）略 

（２）都市福利施設の整備のための事業の必要性 

このような現状から、（仮称）平並木通り地区市街地再開発事業や地域密着型商業施設整備事業等を実施す

ることで、医療や介護支援機能の整備・拡充や子育て支援施設等を整備し、生活環境の充実を図る必要がある。 

 

（３）略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：  

（仮称）平並木通り地区市

街地再開発事業【再掲】 

 

内容： 

分譲マンション・医療機

関・公共公益施設・駐車

場・ホテルなどの整備 

 

実施時期： 

平成28～32年度 

市街地再開

発組合 

医療機関・公共公益施設・駐

車場・ホテルなどの都市機能お

よび住宅（分譲マンション）を

整備し、まちなか居住のための

住宅の供給とともに都市機能の

充実を図り、歩いて暮らせるコ

ンパクトシティの実現や、子育

てしやすく、かつ高齢者や障が

い者にもやさしいまちの実現を

図り、中心市街地への定住を促

進する。 

これは、「人を大切にした、

楽しく暮らせるまちづくり」の

ために必要な事業である。 

支援措置： 

社会資本整備

総合交付金（市

街地再開発事

業等） 

 

実施時期： 

平成 29～32 年

度 

 

事業名： （略） （略） （略）  
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中高大学生が集う空間づ

くり事業 

（略） 

（２）② 略 

（３）略 

（４）略 

 

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一

体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］街なか居住の推進の必要性 

（１）略 

（２）街なか居住の推進のための事業の必要性 

このような現状から、交通利便性や都市機能の集積等を活かしていわき駅並木通り地区第一種市街地再開発

事業やいわき都心型住宅整備事業等を実施することで、高齢社会に対応した住宅や、子育て世代をターゲット

にした住宅などを整備し、生活環境の充実を図る必要がある。 

（３）略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：  

いわき駅並木通り地区第

一種市街地再開発事業【再

掲】 

 

内容： 

分譲マンション・医療機

関・公共公益施設・駐車

場・ホテルなどの整備 

 

実施時期： 

平成28～32年度 

 

 

 

 

 

 

市街地再開

発組合 

 

 

 

 

 

医療機関・公共公益施設・駐

車場・ホテルなどの都市機能お

よび住宅（分譲マンション）を

整備し、まちなか居住のための

住宅の供給とともに都市機能の

充実を図り、歩いて暮らせるコ

ンパクトシティの実現や、子育

てしやすく、かつ高齢者や障が

い者にもやさしいまちの実現を

図り、中心市街地への定住を促

進する。 

これは、「人を大切にした、

楽しく暮らせるまちづくり」の

ために必要な事業である。 

支援措置： 

社会資本整備

総合交付金（市

街地再開発事

業等） 

 

実施時期： 

平成 29～32 年

度 

 

（２）② 略 

（３）略 

（４）略 

 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業、中心市街地特例通訳案

内士育成等事業その他の経済活力の向上のための事業及び措置に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

中高大学生が集う空間づ

くり事業 

（略） 

（２）② 略 

（３）略 

（４）略 

 

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一

体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］街なか居住の推進の必要性 

（１）略 

（２）街なか居住の推進のための事業の必要性 

このような現状から、交通利便性や都市機能の集積等を活かして（仮称）平並木通り地区市街地再開発事業や

いわき都心型住宅整備事業等を実施することで、高齢社会に対応した住宅や、子育て世代をターゲットにした住

宅などを整備し、生活環境の充実を図る必要がある。 

（３）略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：  

（仮称）平並木通り地区市

街地再開発事業【再掲】 

 

内容： 

分譲マンション・医療機

関・公共公益施設・駐車

場・ホテルなどの整備 

 

実施時期： 

平成28～32年度 

 

 

 

 

 

市街地再開

発組合 

 

 

 

 

 

医療機関・公共公益施設・駐

車場・ホテルなどの都市機能お

よび住宅（分譲マンション）を

整備し、まちなか居住のための

住宅の供給とともに都市機能の

充実を図り、歩いて暮らせるコ

ンパクトシティの実現や、子育

てしやすく、かつ高齢者や障が

い者にもやさしいまちの実現を

図り、中心市街地への定住を促

進する。 

これは、「人を大切にした、

楽しく暮らせるまちづくり」の

ために必要な事業である。 

支援措置： 

社会資本整備

総合交付金（市

街地再開発事

業等） 

 

実施時期： 

平成 29～32 年

度 

 

（２）② 略 

（３）略 

（４）略 

 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業、中心市街地特例通訳案 

内士育成等事業その他の経済活力の向上のための事業及び措置に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 
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（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：  

いわき駅並木通り地区第

一種市街地再開発事業【再

掲】 

 

内容： 

分譲マンション・医療機

関・公共公益施設・駐車

場・ホテルなどの整備 

 

実施時期： 

平成28～32年度 

市街地再開

発組合 

医療機関・公共公益施設・駐

車場・ホテルなどの都市機能お

よび住宅（分譲マンション）を

整備し、まちなか居住のための

住宅の供給とともに都市機能の

充実を図り、歩いて暮らせるコ

ンパクトシティの実現や、子育

てしやすく、かつ高齢者や障が

い者にもやさしいまちの実現を

図り、中心市街地への定住を促

進する。 

これは、「人を大切にした、

楽しく暮らせるまちづくり」の

ために必要な事業である。 

支援措置： 

社会資本整備

総合交付金（市

街地再開発事

業等） 

 

実施時期： 

平成 29～32 年

度 

 

事業名： 

チームスマイル・いわき

PITイベント連携事業 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名： 

いわきこども大学事業 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名： 

子育て支援施設の運営事

業 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名： 

中高大学生が集う空間づ

くり事業【再掲】 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名： 

来街者の利用しやすい駐

車場環境整備事業 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名： 

空き地・空き店舗情報事業 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名： 

健康・スポーツイベントの

実施事業 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名： （略） （略） （略）  

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：  

（仮称）平並木通り地区市

街地再開発事業【再掲】 

 

内容： 

分譲マンション・医療機

関・公共公益施設・駐車

場・ホテルなどの整備 

 

実施時期： 

平成28～32年度 

市街地再開

発組合 

医療機関・公共公益施設・駐

車場・ホテルなどの都市機能お

よび住宅（分譲マンション）を

整備し、まちなか居住のための

住宅の供給とともに都市機能の

充実を図り、歩いて暮らせるコ

ンパクトシティの実現や、子育

てしやすく、かつ高齢者や障が

い者にもやさしいまちの実現を

図り、中心市街地への定住を促

進する。 

これは、「人を大切にした、

楽しく暮らせるまちづくり」の

ために必要な事業である。 

支援措置： 

社会資本整備

総合交付金（市

街地再開発事

業等） 

 

実施時期： 

平成 29～32 年

度 

 

事業名： 

チームスマイル・いわき

PITイベント連携事業 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名： 

いわきこども大学事業 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名： 

子育て支援施設の運営事

業 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名： 

中高大学生が集う空間づ

くり事業【再掲】 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名： 

来街者の利用しやすい駐

車場環境整備事業 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名： 

空き地・空き店舗情報事業 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名： 

健康・スポーツイベントの

実施事業 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名： （略） （略） （略）  
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文化芸術の発展事業 

（略） 

事業名： 

まちなかイベント開催に

よる駅前活性化事業 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名： 

子どもプロジェクト事業 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名： 

いわき市商工業活性化事

業 

内容： 

技術の開発、活路開拓等の

ための調査、研究及び計画

策定事業等に対する補助 

 

実施時期： 

平成29年度～ 

いわき市 

技術の開発、活路開拓等のた

めの調査、研究及び計画策定や

イベント、イメージアップ事業

に対する支援を実施することに

より、民間による活発な事業活

動の促進を図る。 

これは、「事業活動が活発な、

活力あるまちづくり」のために

必要な事業である。 

支援措置： 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

 

実施時期： 

平成 30～33 年

度 

 

（２）② 略 

（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

事業名： 

地域密着型商業施設整備

事業【再掲】 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

大型商業施設内子育て施

設整備事業【再掲】 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

まち歩き支援アプリ開発

事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

いわきノマド てくてく

ウォーク事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

健康意識・体力向上まちづ

くり事業【再掲】 

（略） （略）   

文化芸術の発展事業 

（略） 

事業名： 

まちなかイベント開催に

よる駅前活性化事業 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名： 

子どもプロジェクト事業 

（略） 

（略） （略） （略）  

（４）からの移設 

    

（２）② 略 

（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

事業名： 

地域密着型商業施設整備

事業【再掲】 

（略） 

（略） （略）  

 

事業名： 

大型商業施設内子育て施

設整備事業【再掲】 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

まち歩き支援アプリ開発

事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

いわきノマド てくてく

ウォーク事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

健康意識・体力向上まちづ

くり事業【再掲】 

（略） （略）   
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（略） 

事業名： 

人・街にやさしい飲食店整

備事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

フラガールズ甲子園プロ

ジェクト事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

食育推進事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

市創業者支援融資制度事

業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

創業者支援事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

販路開拓・経営革新支援事

業支援事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

いわき市観光誘客施設無

線LAN環境整備事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

JR常磐線利便性向上推進

事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

生涯スポーツ振興事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

いわき市立美術館教育普

及事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

いわき都心型住宅整備事

業【再掲】 

（略） 

（略） （略）   

事業名： （略） （略）   

（略） 

事業名： 

人・街にやさしい飲食店整

備事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

フラガールズ甲子園プロ

ジェクト事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

食育推進事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

市創業者支援融資制度事

業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

創業者支援事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

販路開拓・経営革新支援事

業支援事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

いわき市観光誘客施設無

線LAN環境整備事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

JR常磐線利便性向上推進

事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

生涯スポーツ振興事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

いわき市立美術館教育普

及事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

いわき都心型住宅整備事

業【再掲】 

（略） 

（略） （略）   

事業名： （略） （略）   
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まちなか循環バス運行検

討事業 

（略） 

事業名： 

介護支援機能の開設とイ

ベント運営事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

大型商業施設連携事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

まちなか情報の発信事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

城下町景観づくり事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

歩いて楽しい商店街づく

り事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

回遊性向上に向けた取り

組み事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

「日常を楽しくする買い

物」に関するイベントの開

催・運営事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

いわき市総合観光案内所

の機能強化事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

まちなか食のコミュニテ

ィスペースの開設運営事

業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

まちなかを活用した起業

家支援事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： （略） （略）   

まちなか循環バス運行検

討事業 

（略） 

事業名： 

介護支援機能の開設とイ

ベント運営事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

大型商業施設連携事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

まちなか情報の発信事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

城下町景観づくり事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

歩いて楽しい商店街づく

り事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

回遊性向上に向けた取り

組み事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

「日常を楽しくする買い

物」に関するイベントの開

催・運営事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

いわき市総合観光案内所

の機能強化事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

まちなか食のコミュニテ

ィスペースの開設運営事

業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

まちなかを活用した起業

家支援事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： （略） （略）   
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まちづくり株式会社自立

促進事業 

（略） 

事業名： 

まちづくり基金の活用事

業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

伝えたい誇れるいわき醸

成事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

ウェルカムいわきメニュ

ー事業 

（略） 

（略） （略）   

 

 

 

 

 

（２）①に移設 

 

 

 

 

    

事業名： 

リノベーションまちづく

り支援事業 

（略） 

（略） （略）   

 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）① 略 

（２）② 略 

（３）略 

（４）略 

 

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

 

 

 

まちづくり株式会社自立

促進事業 

（略） 

事業名： 

まちづくり基金の活用事

業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

伝えたい誇れるいわき醸

成事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

ウェルカムいわきメニュ

ー事業 

（略） 

（略） （略）   

事業名： 

いわき市商工業活性化事

業 

 

内容： 

技術の開発、活路開拓等の

ための調査、研究及び計画

策定事業等に対する補助 

 

実施時期： 

平成29年度～ 

いわき市 

技術の開発、活路開拓等のた

めの調査、研究及び計画策定や

イベント、イメージアップ事業

に対する支援を実施することに

より、民間による活発な事業活

動の促進を図る。 

これは、「事業活動が活発な、

活力あるまちづくり」のために

必要な事業である。 

  

事業名： 

リノベーションまちづく

り支援事業 

（略） 

（略） （略）   

 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）① 略 

（２）② 略 

（３）略 

（４）略 

 

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 
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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］略 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）いわき市中心市街地活性化協議会の概要 

略 

○いわき市中心市街地活性化協議会構成員（順不同） 略 

○いわき市中心市街地活性化協議会（平地区）の開催状況 

   

 

 

 

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］略 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）いわき市中心市街地活性化協議会の概要 

  略 

○いわき市中心市街地活性化協議会構成員（順不同） 略 

○いわき市中心市街地活性化協議会（平地区）の開催状況 
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開催 開催日 検討議題等 

第１回協議会 平成 27年５月 27日 

⑴中心市街地活性化協議会設立の経緯について 

⑵中心市街地活性化基本計画の策定について 

⑶「(仮称）いわき市中心市街地活性化協議会（平

地区）」規約（案）について 

⑷役員選任について 

⑸今後のスケジュールについて 

第１回運営委員会 平成 27年７月 22日 
⑴運営委員会の設置について 

⑵今後の進め方について 

第１回プロジェク

トリーダー会議 
平成 27年 10月９日 各プロジェクト事業計画の情報共有について 

第２回プロジェク

トリーダー会議 
平成 27年 10月 27日 各プロジェクト事業計画の情報共有について 

第３回プロジェク

トリーダー会議 
平成 27年 11月 27日 各プロジェクト事業計画の情報共有について 

第２回運営委員会 平成 27年 12月 18日 

⑴中心市街地活性化基本計画策定に向けた提案

書（素案）について 

⑵今後のスケジュールについて 

第２回協議会 平成 28年１月 26日 

⑴個別プロジェクト事業計画策定までの経過に

ついて 

⑵いわき市中心市街地活性化協議会（平地区）

個別プロジェクト事業計画について 

第３回運営委員会 平成 28年 10月４日 
⑴いわき市中心市街地活性化基本計画（素案）

について 

第３回協議会 平成 29年１月 20日 

⑴いわき市中心市街地活性化基本計画（案）に

ついて 

⑵いわき市中心市街地活性化基本計画（案）に

対する協議会意見書について 

第１回キックオフ

イベント 
平成 29年３月２日 主要事業のプレゼンテーション 

第２回キックオフ

イベント 
平成 29年８月 10日 主要事業のプレゼンテーション 

第４回協議会 平成 30年５月 25日 

⑴平成 29年度事業報告について 

⑵平成 30年度事業計画（案）について 

⑶役員選任について 

⑷平成 29 年度認定中心市街地活性化基本計画

報告（内閣府）に関する中心市街地活性化協

議会の意見（案）について 

第５回協議会 

（書面） 
平成 30年 10月 16日 

いわき市中心市街地活性化基本計画の変更につ

いて 

○規約について 略 

○基本計画（案）に対する活性化協議会の意見書 略 

［３］略 

 

 

開催 開催日 検討議題等 

第１回協議会 平成 27年５月 27日 

⑴中心市街地活性化協議会設立の経緯について 

⑵中心市街地活性化基本計画の策定について 

⑶「(仮称）いわき市中心市街地活性化協議会（平

地区）」規約（案）について 

⑷役員選任について 

⑸今後のスケジュールについて 

第１回運営委員会 平成 27年７月 22日 
⑴運営委員会の設置について 

⑵今後の進め方について 

第１回プロジェク

トリーダー会議 
平成 27年 10月９日 各プロジェクト事業計画の情報共有について 

第２回プロジェク

トリーダー会議 
平成 27年 10月 27日 各プロジェクト事業計画の情報共有について 

第３回プロジェク

トリーダー会議 
平成 27年 11月 27日 各プロジェクト事業計画の情報共有について 

第２回運営委員会 平成 27年 12月 18日 

⑴中心市街地活性化基本計画策定に向けた提案

書（素案）について 

⑵今後のスケジュールについて 

第２回協議会 平成 28年１月 26日 

⑴個別プロジェクト事業計画策定までの経過に

ついて 

⑵いわき市中心市街地活性化協議会（平地区）

個別プロジェクト事業計画について 

第３回運営委員会 平成 28年 10月４日 
⑴いわき市中心市街地活性化基本計画（素案）

について 

第３回協議会 平成 29年１月 20日 

⑴いわき市中心市街地活性化基本計画（案）に

ついて 

⑵いわき市中心市街地活性化基本計画（案）に

対する協議会意見書について 

新規追加   

新規追加   

新規追加   

新規追加   

○規約について 略 

○基本計画（案）に対する活性化協議会の意見書 略 

［３］略 
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10．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 

［１］略 

［２］略 

［３］略 

［４］都市機能の集積のための事業等 

都市機能の集積にあたっては、以下に示す事業を推進する。これらの事業によって、既存の集積している都市機

能と相乗的な活性化を図る。 

 

【４．市街地の整備改善のための事業】 

・都市公園整備事業             ・磐城平城本丸跡地に関する活用事業 

・いわき駅並木通り地区第一種市街地再開発事業 

 

【５．都市福利施設を整備する事業】 

・いわき駅並木通り地区第一種市街地再開発事業・いわき都心型住宅整備事業 

・大型商業施設内子育て施設整備事業     ・中高大学生が集う空間づくり事業 

・地域密着型商業施設整備事業       

 

【６．居住環境の向上のための事業】 

・いわき駅並木通り地区第一種市街地再開発事業・いわき都心型住宅整備事業 

 

【７．経済活力の向上のための事業】 

・いわき駅並木通り地区第一種市街地再開発事業・いわき都心型住宅整備事業 

・地域密着型商業施設整備事業        ・大型商業施設連携事業 

・大型商業施設内子育て施設整備事業     ・いわき市総合観光案内所の機能強化事業 

・子育て支援施設の運営事業         ・子どもプロジェクト事業 

・文化芸術の発展事業            ・チームスマイル・いわき PITイベント連携事業 

・介護支援機能の開設とイベント運営事業   ・まちなかイベント開催による駅前活性化事業 

・まちなか食のコミュニティスペースの開設運営事業 

 

【４から７までの事業及び措置と一体的に推進する事業】 

・まちなか循環バス運行検討事業       ・大型商業施設連携事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 

［１］略 

［２］略 

［３］略 

［４］都市機能の集積のための事業等 

都市機能の集積にあたっては、以下に示す事業を推進する。これらの事業によって、既存の集積している都市機

能と相乗的な活性化を図る。 

 

【４．市街地の整備改善のための事業】 

・都市公園整備事業           ・磐城平城本丸跡地に関する活用事業 

・（仮称）平並木通り地区市街地再開発事業 

 

【５．都市福利施設を整備する事業】 

・（仮称）平並木通り地区市街地再開発事業 ・いわき都心型住宅整備事業 

・大型商業施設内子育て施設整備事業   ・中高大学生が集う空間づくり事業 

・地域密着型商業施設整備事業       

 

【６．居住環境の向上のための事業】 

・（仮称）平並木通り地区市街地再開発事業 ・いわき都心型住宅整備事業 

 

【７．経済活力の向上のための事業】 

・（仮称）平並木通り地区市街地再開発事業 ・いわき都心型住宅整備事業 

・地域密着型商業施設整備事業      ・大型商業施設連携事業 

・大型商業施設内子育て施設整備事業   ・いわき市総合観光案内所の機能強化事業 

・子育て支援施設の運営事業       ・子どもプロジェクト事業 

・文化芸術の発展事業          ・チームスマイル・いわき PITイベント連携事業 

・介護支援機能の開設とイベント運営事業 ・まちなかイベント開催による駅前活性化事業 

・まちなか食のコミュニティスペースの開設運営事業 

 

【４から７までの事業及び措置と一体的に推進する事業】 

・まちなか循環バス運行検討事業     ・大型商業施設連携事業 

 

 

 


