再生ビジョン
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再生ビジョン

２０年後の目指すべきまちの姿

（仮称）福山駅前再生ビジョン／素案骨子

２０年後の目指すべきまちの姿

目指すべき
目指すべき
まちの姿
まちの姿

“ 働く・住む・にぎわい”が一体となった福山駅前

目指すべき備後圏域・福山市における福山駅前の位置付け
都市イメージの構築と発信の拠点
市民が誇れる，おしゃれでかっこいい新たな創造都市イメージの構築と新たな都市ブランド発信の拠点としての役
割を担うエリアを目指します。

備後圏域全体の産業・観光の拠点
圏域全体の経済活動や雇用を維持し，観光客をはじめ圏域への来訪者が増加するよう圏域全体の産業や観光の拠点
としての役割を担うエリアを目指します。
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再生ビジョン

６つの都市空間イメージ

（仮称）福山駅前再生ビジョン／素案骨子

６つの都市空間イメージ
福山の伝統と柔軟なアイデアが出会う
ビジネスの拠点
作成中

強みである素材を活用して次々とイノベーションが生み出されるエリ
アとなっている。
エリア：伏見町，三之丸町，東桜町

新しいライフスタイルの場
おしゃれで新しいライフスタイルを生み出し，発信するエリアとなって
いる。
エリア：伏見町，三之丸町，福山城周辺，中央公園

作成中

福山城などを活用したにぎわいのある空間
福山城を核として，新たな「観光都市」のイメージが構築されている。
エリア：伏見町，三之丸町，元町，福山城周辺

作成中
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再生ビジョン

６つの都市空間イメージ

（仮称）福山駅前再生ビジョン／素案骨子

ヒト・モノ・カネの活発な交流を支える交通環境
思わず立ち寄りたくなる，ブラブラしながら，楽しめるエリアが形成さ
れている。
エリア：伏見町，三之丸町，元町

作成中

地域づくり・人づくりの場
まちの課題解決に向けたワークショップの場など，まちづくりに関わる
ことのできる場となっている。
エリア：伏見町，三之丸町，東桜町，元町

作成中

情報発信の拠点
備後圏内や福山市内の歴史，文化，食，交通など地域の魅力に関する情
報や福山駅周辺のまちづくりに関する情報の発信拠点となっている。
エリア：伏見町，三之丸町，東桜町，元町

作成中
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再生ビジョン

６つの再生の方向性

（仮称）福山駅前再生ビジョン／素案骨子

６つの再生の方向性
目指すべき
まちの姿

都市空間
イメージ

主なターゲット

再生の方向性

再生イメージ

福山の伝統と
柔軟なアイデアが出会う
ビジネスの拠点づくり

作成中
働く人

起業家

創造力を刺激するモノ・コトと出会う場
アイデアのぶつけ合いで生まれるビジネスチャンス
稼ぐ力の創出

シニア世代

“働く・住む・にぎわい”が
一体となった福山駅前

働く

交流

学ぶ

ＩＴ

新しいライフスタイルの
実現

作成中

健康・スポーツ
若い女性

子育て世代

シニア世代

住む

子育て

交流

憩い

ＩＴ

福山城の遺構を活かした歴史を感じる空間
ばらやみどりのあふれる癒しの空間
おしゃれで未来的なイベントが多発するまち

福山城などを活用した
にぎわいの創出

作成中
観光客

ビジネス
パーソン

文化

観る

憩い

発信

ヒト・モノ・カネの活発な
交流を支える交通環境

作成中
福山駅前を
利用する人

交通

憩い

土地建物の 事業オーナー
権利者

誰もが行きやすい駅前
備後圏域の拠点にふさわしい交通ネットワーク機能の強化
車優先の空間から歩行者優先の空間への転換

多様な価値観が認め合える共生社会
公と民が連携してつくる持続可能なまち
安全で快適な暮らしの創出
シビックプライドの醸成

学生

交流

発信

戦略的な情報発信

作成中
ビジネス
パーソン

ＩＴ

ＩＴ

地域づくり・人づくり

作成中

観光客

ICT，IoT，AIなどを活用した生活の質の向上
自分らしく働く
楽しさを感じるまち
まちなか居住の促進

福山に関わり
のある人たち

発信

福山ならではの地域資源の発信
備後圏域の情報発信の拠点
ターゲットの明確化と多様なメディアの活用

ＩＴ
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再生ビジョン

６つの再生の方向性

福山の伝統と柔軟なアイデアが出会うビジネスの拠点づくり

（仮称）福山駅前再生ビジョン／素案骨子

福山の伝統と柔軟なアイデアが出会うビジネスの拠点づくり

01

再生イメージ

創造力を刺激するモノ・コトと出会う場
アイデアのぶつけ合いで生まれるビジネスチャンス
稼ぐ力の創出
■ イノベーション・ハブ・ひろしま“Camps（キャンプス）”

出典：Camps HP

取組のイメージ

■イノベーションや新規創業を生み出す好循環システムの構築
■若者や女性の就業，創業の支援
・デニム生地など地域の優れた資源とデザイナーや起業家など柔軟な発想で新しい価値を生み出す人たちが出会
う場をつくる
・駅を利用する多くのビジネスパーソンや場所や時間の制約を受けないワークスタイルを実践する人たちが働き，
交流する場をつくる

■遊休不動産を活用したビジネスモデルの構築
■福山らしいコンテンツの創出と集積
・福山の地域資源を生かしたモノ・サービスを提供するコンテンツを遊休不動産なども活用して集積させる

■ Material ConneXion Tokyo（マテリアル コネクション 東京）

≪参考：福山駅前再生協議会などでの意見≫
出典：Material ConneXion Tokyo HP

福山マテリアルミュージアム構想

○福山はファッションのま
ちであるし，文化の発
信ができるまちだと思う。
その拠点のような場に
なればと思う。
○具体的な取組としては，
「福山マテリアル・コレ
クション」という，福山の
素 材 や 技 術を 紹 介 す
る展示スペースをつく
る。コンシェルジュが常
駐し，求めている素材
や技術の相談ができた
り，商談もできる。

福山駅前再生協議会委員
生駒芳子さん

金融の仕組みづくり

○ お らが ま ち福 山
という精神で，市
民参加型のクラ
ウドファンディン
グを取り入れて
みてはどうか。あ
るいは企業 から
の寄付金も必要
になっ てくるの
では ない かと思
う。

福山駅前再生協議会委員
株式会社広島銀行

ＢtoＢのショールーム

リノベーションまちづくり
アクションミーティング
登壇者 藤田直史さん

○福山 はＯＥ Ｍのま
ち。ものづくりの技
術は持っ ているの
に付加価値がつけ
られておらずもっ
たいない。
○市外から製造業の
技術力を目当てに
来る人 達は 多い。
そうし た人 をター
ゲットにしたショー
ルームが駅前にあ
ると良いと思う。

デニムの産地

福山駅前再生協議会
アドバイザー 嶋田洋平さん

○デニムの産地
に福山 ブラン
ド の デ ニム が
売っていない
のは残念。
○デニムの産地
として良いも
のを作って売
れ ば 売 れる と
思う。
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再生ビジョン

６つの再生の方向性

新しいライフスタイルの実現

（仮称）福山駅前再生ビジョン／素案骨子

新しいライフスタイルの実現

02
再生イメージ

ICT，IoT，AIなどを活用した生活の質の向上
自分らしく働く
楽しさを感じるまち
まちなか居住の促進
■ICTなどを活用した次世代インフラが構築されたまち

取組のイメージ

・ICT，IoT，AIなどを活用した製品・サービスの普及や働く場，住む場，にぎわいの場の近接に
よって，家事や移動にかかる時間を短縮することで，子どもや家族と過ごす時間を増やすなど
充実した暮らしを提案する

■交流機会の創出
■市民の居場所づくり
■副(複)業など新しい働き方の推進
・副(複)業の広まりなど働き方の多様化に伴い，首都圏や近隣都市との二拠点就業など多様化する働
き方に応じた仕組みづくりを行う
■ 二拠点居住者向けの住宅イメージ
出典：沼津市リノベーションまちづくり推進ガイドライン

■多様な手法を活用したまちづくり

■ 子育て支援施設のイメージ

・遊休不動産を活用したリノベーションによるまちづくりや市街地再開発事業等を活用する

■良質な居住環境の整備
・公共交通や徒歩を中心とした暮らしができるよう，日常生活に必要な施設やサービスが集積するなど
シニアや子育て世代など幅広い世代に対応した居住環境をつくる
≪参考：福山駅前再生協議会などでの意見≫

全国のモデルを福山で
○「複業モデル地区」プロジェクトとして，新しい
ワークスタイル・ライフスタイルを実現する環境
を産官学連携で整備し，人材を呼び込むとい
う仕組みを提案したい。
○今回提案する「複業モデル地区」プロジェクト
は，全国のモデルとなるものを福山の中でつ
くっていくというものになる。福山でまちづくりが
動き始めているし，社会的な背景や政府が兼
業副(複)業を推進していることもあり，追い風が
吹いていると思う。

「教育」という普遍的な集客コンテンツを活用
○普遍的集客施設は学校，教育
施設ではないかと思う。
○自社は教育サービス業で，子
どもや若者を対象にしたプログ
ラムを多く提供しており，生涯
学習施設と留学エージェントが
できると思う。「人を活かす町」と
して，福山を教育で活性化した
い。
福山駅前再生協議会委員
石川貴志さん

福山駅前再生協議会委員
久田数枝さん
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再生ビジョン

６つの再生の方向性

福山城などを活用したにぎわいの創出

（仮称）福山駅前再生ビジョン／素案骨子

福山城などを活用したにぎわいの創出

03

再生イメージ

福山城の遺構を活かした歴史を感じる空間
ばらやみどりのあふれる癒しの空間
おしゃれで未来的なイベントが多発するまち
■広場を活用したイベントの開催（サッポロフラワーカーペット）
（出典：札幌駅前通まちづくり株式会社ＨＰ）

取組イメージ

■歴史的な資産の活用
■福山城公園や中央公園の活用
■他都市からの集客を高める
・福山城やばらを生かしながら，福山ならではの美しい景観をつくり，人を惹きつける魅力をつくる

■エリアマネジメントの推進
・広場や通りなどの空間では，事業者等を主体としたエリアマネジメント組織によるおしゃれなイベントなど，屋
外での人の活動が活発に行われ，まちの遊び場として人を惹きつける都市空間をつくる

■ばらをアピールできる憩いの空間
・ばらや緑，木陰などがあり，時間を過ごすのに適した都市のオアシスのような空間をつくる

≪参考：福山駅前再生協議会などでの意見≫

福山城と駅の南側を一体に捉えた公園

○福 山駅の南 北を一
体に捉えて公園をつ
くる。駅前に緑があっ
て，市民が散歩や
ジョギングをしている
イメージを持っている。
公 園 内に は限 定的
なカフェやショップ，
個性的な店があれば
いいと思う。
○バスターミナルや自
家用車は地下へもっ
ていってはどうか。

福山駅前再生協議会委員
ディスカバーリンクせとうち

エリアの価値の向上

○どうすればこのエリ
アに価値が生まれ
る の か，最 終 的 な
目的としてエリアマ
ネジメントということ
も考えている。
○郊外に行けばある
程度のものが揃う
が，駅前に非日常
の空間があれば人
が集まってくるので
はないか。

福山駅前再生協議会委員
福山商工会議所

飲食業と福山城のつながり

リノベーションまちづくり
アクションミーティング
登壇者 高橋英樹さん

○福山の名所と名
物を発信できたら
良いと考えている。
ま ち の 中 で福 山
城との関連性をも
たせながらやって
いきたい。
○駅と城がこんなに
近いまちは他には
ない。一番の観光
資源になる。

歴史的なものを残しながら新しいものを

福山駅前再生協議会委員
渡邉一成さん

○行政に頑張って
も らわ ないといけ
ないこ とに，歴史
を残す ことがある
と思う。
○伏見 町には福山
城の史跡がたくさ
んある。歴史的な
ものを残しながら
新しいものを作っ
てい く とい う の は
大事なことだと思
う。
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再生ビジョン

６つの再生の方向性

ヒト・モノ・カネの活発な交流を支える交通環境

（仮称）福山駅前再生ビジョン／素案骨子

ヒト・モノ・カネの活発な交流を支える交通環境

04

再生イメージ

誰もが行きやすい駅前
備後圏域の拠点にふさわしい交通ネットワーク機能の強化
車優先の空間から歩行者優先の空間への転換
■ 歩行者優先の空間のイメージ（岡山市西川緑道公園） 出典：岡山市ＨＰ

■アクセシビリティの向上
取組イメージ

・周辺の市町や観光地に対する交通ハブ機能を強化するため，各交通機関の乗換えを含めた利便性の向
上を図る

■駅を中心とした歩行者の回遊性の確保
■歩いて楽しい空間の創出
・歩行者にとって快適な動線をデザインし，それに合わせた車の動線をデザインするなど歩行者を中心とし
た交通空間に再編する

■駐車場や駐輪場の適切な配置
・駅周辺にある駐車場を集約・再編するなど，車の利用者にとってもアクセスしやすい環境をつくる

■ 駐車場の誘導や集約化のイメージ

≪参考：福山駅前再生協議会などでの意見≫

駅南北間の回遊性確保を

○駅前のロータ
リーを２階建にし
て（ デッキ をつ
くって）天空のば
ら園をつくるのは
どうか。福山城
公 園 に も ば らを
植 え て，伏 見 町
と空中通路でつ
なげて回遊性を
持たせる。

福山駅前再生協議会委員
奥山健二さん

出典：『都市再生特別措置法に基づく駐車場の配置適正化に関する手引き（改訂版）』（2015年（平成27年））（国土交通省） p.5

分断の解消

○伯備線の備中高梁駅
では，駅のバリアフ
リー化として，橋上駅
舎及び自由通路の設
置により東西が分断さ
れていたものを解消し
た。高 梁市は駅自 由
通路に併設した図書
館 （ TSUTAYA+ ｽ ﾀ ｰ
ﾊﾞｯｸｽ）を開設し，学
生 の ま ちなの で駅 を
中心に集えるようにし
ている。

駅前を歩いてまわれるエリアに

○車を置いて歩
いて，お城 か
ら か つ ての 城
下町エリアを
楽しめるまち
に なれ ばい い
と思う。

福山駅前再生協議会委員
西日本旅客鉄道株式会社

福山駅前再生協議会座長
清水義次さん

緑を大切にし，歩く喜びを感じる駅前を

○場所の記憶とはひと
つの建築が作るもの
では なく ，地域 全体
の風景で作り出すも
のである。
○そのためには古いも
の も 含 め て， 歩 く 喜
びが感じられる中心
市街地の環境づくり
や基盤となる土木デ
ザイ ンが 重要であ
る。

福山駅前再生協議会委員
前田圭介さん
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再生ビジョン

６つの再生の方向性

地域づくり・人づくり

（仮称）福山駅前再生ビジョン／素案骨子

地域づくり・人づくり

05

再生イメージ

多様な価値観が認め合える共生社会
公と民が連携してつくる持続可能なまち
安全で快適な暮らしの創出
シビックプライドの醸成

■パブリックマインドを持った人材との連携
・地域の課題を解決していくため，パブリックマインドを持った人材と行政の連携を推進していく
取組イメージ

■外国籍の人が活動しやすい環境
・外国人住民の増加や今後ビジネスや観光においてさまざまな生活習慣を持った人たちの交流が増
加していくなかで，多様性を受け入れ，認め合う意識の醸成を行う

■防災性と持続性を備えた都市インフラの再構築
・多くの人が住み，働き，行き交う場所であり，インフラ設備の耐震化や空地の配置などにより災
害時でも安全を確保できる環境をつくる

■都市と市民をつなぐコミュニケーションのデザイン
・市内に居住する人だけでなく，福山に関わったことのあるすべての人が福山を好きになり，誇り
や愛着を持ち，応援したくなるよう，多様なまちとの関わり方を提供する

■リノベーションまちづくりアクションミーティング
（2017年9月25日開催）

≪参考：福山駅前再生協議会などでの意見≫

「まちづくり」，「まち育て」は
まちの大切なコンテンツ

○学生や教員は駅前
を フィールドに しな
がら学ぶことができ
ると思う。
○駅前のまちづくりを
テーマに授業やゼミ
で取り組 んだり，学
生 の 主 体 的 なま ち
づくり活動を通して，
まちづくりやま ち育
てに取り組むことが
できる。

福山駅前再生協議会委員
渡邉一成さん

まちづくりに向けた情報の共有

○ ハコ モノをつくれ
ばいいとは思わな
い。岡山でも一緒
に再開発をしてい
る。倉敷の再開発
も今少しずつ進ん
でい る。上手 く進
んだやり方など情
報の 提供などが
できればと思う。

福山駅前再生協議会委員
株式会社中国銀行

人づくりとハードの整備

福山駅前再生協議会委員
佐々木伸子さん

○人づくり，人
育ては福山
では必要な
軸になると
思う。人育
てと関 連す
るハードの
整備が重
要になって
くる。

おもしろい人たちが集まるところに
若者は集まる

福山駅前再生協議会委員
久田数枝さん

○何かモノがあるというこ
とではない。若者は
やっぱりおもしろい人た
ちが集まっているところ
に行きたいと思っている
ようだ。
○福山にもすごい人がい
る。その人たちと若い人
がコミュニケーションで
き る 場が あれ ば ，若い
人 たちも こ の ま ちの 魅
力をわかると思う。
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再生ビジョン

６つの再生の方向性

戦略的な情報発信

（仮称）福山駅前再生ビジョン／素案骨子

戦略的な情報発信

06

再生イメージ

福山市ならではの地域資源の発信
備後圏域の情報発信の拠点
ターゲットの明確化と多様なメディアの活用

■福山市や備後圏域の地域資源の発掘
■テーマやストーリーのある情報の発信

■ 福山市の観光情報アプリ
出典：福山市ＨＰ，福山観光コンベンション協会ＨＰ

取組イメージ

・駅前は市内外から多くの人が集まる都市の玄関口となる場所であり，この場所から得られる情報は
都市イメージの形成に大きく影響する。この場所から福山市の地域資源や都市イメージを発信し，
福山市への訪問機会の増加につなげる
・福山市だけでなく備後圏域全体の観光情報などを一度に手に入れられるよう発信し，交通分野だけ
でなく情報分野についても備後圏域の拠点機能を強化する

（左）■ 福の山百選
（右）■ ふくやま景観100選

■多様化する伝達手段への対応
■市民一人ひとりが情報発信のメディア
・ SNSなどの多様なコミュニケーションツールが普及している。今後も技術の進展に伴い多様化す
るコミュニケーションツールに対応し，ターゲットに必要な情報を最適なタイミングで届ける情
報発信を実現する

≪参考：福山駅前再生協議会などでの意見≫

福山のものづくりを発信

○福山はものづくりのまちだと
思う。海外のトップブランドも
福山の素材や技術を採用し
ている。それなのに市民には
浸透していない。
○これだけ素晴らしい素材が
福山にあるので，企画・プロ
デュースする人が来て，マッ
チングできれば，福山発のも
のがたくさん生まれると思う。

まちが発信する情報

○エリアからの情報
がいかに発信され
るかは，まちづくり
にとって大事な事
だと考えている。

福山駅前再生協議会委員
生駒芳子さん

福山駅前再生協議会
アドバイザー 嶋田洋平さん

○面白いクオリティの
高い情報が発信され
ているかどうかで，ま
ちの魅力がほぼ決ま
る。来客数もほぼ比
例関係にある。

福山駅前再生協議会座長
清水義次さん
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