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本事業の背景

現在進んでいるスマートコミュニティ事業
■最先端の技術導入を中心とした取り組みが中心
■都心などエネルギー需要密度の高い地区での適用
（川崎駅、武蔵小杉駅、富士見地区、臨海部…）

小杉駅周辺地区

川崎駅周辺地区

臨海部富士見地区

都市拠点の形成や居住環境
の整備更新の機会を捉えて
モデル事業を創出していく
地域
→大多数を占める一般市街地に
どのようにアプローチしていくか
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本事業の背景

一般市街地において低炭素まちづくりを進めていくためには、
都心部とは異なった条件が求められる

①「低炭素」だけでなく「住みやすい」「お金をかけない」
などの別の動機づけ

②中長期にわたって継続・発展していくための仕組みや体制

③より多様な主体（価値観）の理解や協力

「まちづくりと融合した」「ボトムアップ型の」
低炭素まちづくりのあり方が求められる
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本事業の目的

一般市街地の中でも地縁組織が機能している商店街を対象として…

①低炭素まちづくりを積極的に推進できる可能性のある
地区を空間的・社会的側面から抽出

②積極的に導入が進められる低炭素まちづくりのあり方の検討

③自律的・継続的にまちづくりを推進できるスキームや体制の検討

ボトムアップ型まちづくり手法による
低炭素地区の実現手法検討
～商店街を対象として～
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本事業の提案ポイント①

まちづくりと環境技術の統合化
◆低炭素のみを目的とした取り組みだけでは住民や事業者の理解が得られない

◆本事業は単に環境技術導入ではなく、まちづくり政策を通した低炭素化を目的

◆単に環境負荷低減だけではなく、生活の質向上、地域活性化につながる施策を対象

→反対に住民やまちづくり側から、新たな環境技術に対するニーズ把握の可能性も 6



本事業の提案ポイント②

ボトムアップ型の取り組み支援
◆住民によるボトムアップ型の取り組みによる継続的な取り組み実施体制を目指す
◆事前学習発表、住民との街歩き、地域問題マップ、エコマップなど
住民の意識高揚との組み合わせによる合意形成支援
◆実施した取り組み支援と住民等の態度変容は詳細に記録に残しシナリオ化・定量化
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本事業の提案ポイント③

科学的情報を用いたまちづくり支援
◆これまの環境まちづくりは、実際の環境負荷低減効果が検討されないことが多い
◆本事業では推計や計測により、取り組み効果を数値で評価する仕組みを構築
◆また、地域の関係者へのフィードバックにより、理解とやる気の促進
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大日本コンサルタント

大西暁生
東京都市大学環境学部 准教授
博士（工学）

東京都市大学

研究代表者

●研究全体のとりまとめ
●効果検証とロードマップ作成

室田昌子
東京都市大学環境学部 教授
博士（工学）

共同研究者

●ワークショップ企画実施
●まちづくりスキーム検討

森田紘圭
技術士（建設部門）

共同研究者

●施策シミュレーション
●実証実験等の実施準備

海老原学共同研究者

横浜市立大学

井村秀文共同研究者

●国内外の政策に関する
指導・助言

横浜市立大学 特任教授
工学博士

川崎市
●対象地域及び川崎市全域における基礎データ提供
●対象地域となる商店街の紹介・選定、各種調整、
およびワークショップ等推進支援

対象地区（商店街）
○既存組織が機能している地区
○取り組みへの主体的な協力

研究担当者 関連実績

研究代表者
大西暁生

環境省地球環境研究総合推進費E-
806メンバー（H20～H22）、環境
省環境研究総合推進費1E1105研究
協力者（H25)など低炭素まちづく
りに関する研究実績多数

共同研究者
室田昌子

中央区日本橋地域学生工房プロジェ
クト（H15～H24）、横浜市都筑
区・町田市などにおける商業地域活
性化の調査研究、イギリスのロンド
ンにおけるボトムアップ型の低炭素
政策の調査研究（H23～25）など関
連分野の研究実績多数

共同研究者
井村秀文

環境省地球環境研究総合推進費E-
806研究代表者（H20～H22）、環
境省環境研究総合推進費1E1105研
究分担者（H23～H25)など、環境政
策に関する研究実績多数

共同研究者
森田紘圭

環境省環境研究総合推進費1E1105
研究協力者（H24-H25)、次世代エ
ネルギーインフラ（都市モデル）構
想策定調査業務（岐阜県、H22)な
ど、低炭素まちづくりの調査・計
画・研究業務実績多数

共同研究者
海老原学

H25地域省エネルギー促進事業委託
（岐阜県、担当技術者)、H25ごみ
減量・エネルギー化調査業務委託
（岐阜市、担当技術者)などエネル
ギー実証実験に関する実績あり

本事業の実施体制
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商店街での検討内容 効果検証および
シミュレーション

低炭素まちづくりに
関する理解醸成（勉強会）

アンケートによる
ニーズ把握

まちづくり体制の検討

まちづくり
ワークショップの継続

夏季の現況計測調査
と取組アイデア検討

冬季の現況計測調査
（と取組アイデア検討

まちづくり実証実験
の企画・実施

継続的な取組体制
の検討・確立

市民による
取組ロードマップ作成

地域の情報収集・整理

低炭素まちづくりの
メニュー抽出

効果や実現可能性の
ロードマップ案の構築

実証事業の企画検討

エネルギー現況分析
と省エネ効果の整理

効果的な省エネ取り組み
のデータベース化

まちづくり実証実験
の効果検証

他地域への普及展開
における効果の算出と
方法論の確立

H26

H27

H28

○低炭素まちづくりの
推進体制案
○施策に対する住民
ニーズの把握
○商店街における
施策メニューの
データベース構築

○まちづくり手法による
取り組みのアイデア
○エネルギー使用実態
○省エネ型ライフスタイルの
定量的効果の把握
○省エネに関する普及啓発

○既成市街地への導入に有効な
まちづくり施策の実証
○他地区へ普及できる
実施スキームの構築
○市民の自主的な低炭素まち
づくりの推進

各年度の
主要アウトプット

本事業の実施内容（期間全体）
平成26年度：地区の体制検討（ニーズ把握、意識醸成）とデータベース構築

平成27年度：まちづくりワークショップ、実態把握（及び省エネ対策）と実証実験の企画

平成28年度：まちづくりの方向性を踏まえた取り組み実証と効果検証



今年度の研究成果イメージ

１．低炭素まちづくりを展開しやすい地区の抽出とポテンシャルの把握

◆地理的・空間的特性（建物容積率、用途構成、配置など）や社会的特性
（団体の活動状況、これまでの実績など）から、低炭素まちづくりを
展開しやすい地区を抽出

３．低炭素まちづくりにおける施策データベースとロードマップの構築

◆データベースやワークショップにおける成果をもとに、既成市街地に
おける低炭素まちづくりのロードマップ案を作成

２．市民や活動団体におけるニーズの把握

◆市民の受容性や要望、効果の認識等低炭素まちづくりの施策メニューに
対する市民ニーズを把握
◆低炭素まちづくりを推進するためのスタートアップとして、住民主体の
体制づくりを検討
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地区のポテンシャル把握と施策効果シミュレーション
◆各地区における低炭素まちづくりの展開可能性を把握するため、
各地区の空間的、社会的特性を整理し、ポテンシャルを把握

◆地区ごとの施策導入による効果をマクロ的に把握
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DB整理項目 内 容

エネルギー消費量 地区で消費されるエネルギー量の推計

容積率、用途構成 各地区の用途構成、建物ボリューム

市街地の形成時期 地区内建物の変遷

地域の住みやすさ 地区における住宅環境や周辺環境などの生活の質

地縁組織の活動状況 地域で取り組みを行っている団体の状況

居住者特性 地区に居住する生活者の特性やニーズ
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±
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電気料金削減率(%)

- 4.00
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市民や活動団体におけるニーズの把握

◆市民や活動団体における低炭素まちづくりのイメージ、ニーズ、課題に対する
ニーズをアンケートやヒアリングから把握
◆ニーズを踏まえた環境教育や理解醸成のための具体的な手法論について整理

荏田南小エコワークショップ
レゴを使用したエリア別
電力消費 地域問題マップ作り

地域緑化のための住民・学生街歩き

小学生発表会

歴史カルタ班の成果
全体像 カルタ内容

カルタケースに入れて完成

町田発表会
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施策データベースとロードマップの構築
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工 程 １年目 ２年目 ３年目 ５年目 10年目 15年目 20年目 25年目 30年目

施策の展開ステップ

省エネ行動の普及展開

地区における環境技術の段階的導入

まちづくりと連携したイベント系施策

まちづくりと連携した継続的取り組み

まちづくりと連携したハード対策

行政や関係者の支援

スタートアップのための意識醸成 ●

取り組み推進のための組織形成の支援 ● ●

規制緩和や許可などの支援 ● ● ●

補助金等の金銭的支援 ●

イベントや社会実験での取り組み
から継続的・ハード的取組に展開

個々の建物の改修等のタイミングによる
適切な設備導入推進の仕組み

主にハード整備に対する
支援が望ましい

イベント等実施に必要な許認可
継続的な取組に対する規制緩和

DB整理項目 内 容

施策効果 施策によるエネルギー・CO2削減効果（原単位）

初期費用 施策導入に伴い必要となる初期費用

維持費用 施策導入に伴い必要となる1年あたりの維持費用

市民の受容可能性 市民が考える導入しやすさや導入に対する態度

◆施策データベースは、対象地域や川崎市内の他の地域で活用できるよう、
効果、初期・維持費用に加え、ワークショップを踏まえた受容可能性等を整理

◆既成市街地において展開できる施策の超長期的なロードマップを
ニーズやポテンシャルから整理、作成




