
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２期周南市中心市街地活性化基本計画 

（概要版） 

 

 

令和２年４月 

令和２年３月３０日認定 

令和３年３月１２日変更 

令和４年３月 ８日変更 

令和４年８月２４日変更 

 

 

 

周 南 市 
 

 



1 

 

 

１．第１期中心市街地活性化基本計画の取組 
 

平成２５年３月に中心市街地の活性化に関する法律（中心市街地活性化法）に基づく「周南市中心市

街地活性化基本計画」を策定し、２つの基本方針及び数値目標を掲げ、７７事業の推進に努めてきた。 

 

■計画の概要 

計画期間 平成２５年４月～平成３０年３月（５年） 

区域面積 約１０２ha 

コンセプト まちのストックを活かした、豊かな心を育む 公園都市（パークタウン）周南 

 

■事業の進捗状況 

前中心市街地活性化基本計画の平成２９年度までの事業実施状況をみると、全７７事業のうち、「実

施済」の事業が２８．６％、「実施中」の事業が１４．３％、「継続中」の事業が４９．４％、「未実施」

が７．８％となっている。 

  事業数 実施済 実施中 継続中 未実施 

市街地の整備改善 
24 12 8 2 2 

31.2% 15.6% 10.4% 2.6% 2.6% 

都市福利施設の整備 
5 2 1 0 2 

6.5% 2.6% 1.3% 0.0% 2.6% 

居住環境の向上 
4 1 0 2 1 

5.2% 1.3% 0.0% 2.6% 1.3% 

商業の活性化 
40 7 2 31 0 

51.9% 9.1% 2.6% 40.3% 0.0% 

その他 
4 0 0 3 1 

5.2% 0.0% 0.0% 3.9% 1.3% 

合計 
77 22 11 38 6 

100.0% 28.6% 14.3% 49.4% 7.8% 

 

■目標達成の状況  

中心市街地活性化の目標 目標指標 
基準値 

（H24） 

目標値 

（H29） 

実績値 

（H29） 

参考値 

（H30.3） 

みんなが行きたくなる、魅力

あるモノやサービスが溢れる

まち 

中心商店街等の

新規出店数 
100  149  139 152 

みんなが快適に過ごせる、歩

きたくなるまち 

街なかの歩行者

等通行量（14

地点合計） 

25,278  28,000  25,063 33,268 
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２．中心市街地の課題 

 
テナントミックス推進事業等の取組により、

新規出店数については増加させることができ

た。しかし、その内訳を見てみると、増加傾向と

なった新規出店の業種は、飲食・食品販売の関係

の業種が多く、日常的なショッピングのための

新規出店については横ばいの傾向となってい

る。新規出店の促進について引き続き取り組ん

でいくとともに、日常的なショッピングのため

の物販・サービスなどの業種の新規出店を促すよ

うな取り組みが必要と考える。 

また、中心市街地と観光の関係について、徳山

動物園の来館者が減少傾向にあるため、動物園の

来館者の増加のための取り組みや、駅前と動物園

等の観光施設の連携した取り組みが必要と考え

る。 

 

 

 

 

 
賑わい交流施設整備事業により、目標指標であ

る歩行者等通行量（平日と休日の加重平均）を増加

させることができた。しかし、その内訳を見てみる

と、休日の歩行者等通行量は増加したが、平日の歩

行者等通行量については横ばいの状況となってお

り、平日の歩行者等通行量を増加させるための取

組が必要である。 

住環境の整備や医療・福祉などの生活支援サー

ビスの維持・充実等や、歩行者や自転車利用者、公

共交通機関利用者等を意識して、中心市街地内を

楽しく過ごすことのできる空間づくりにより、回

遊性を高める必要がある。 

  

① 商業機能の充実等による、来街・リピート・回遊を促進すること 

② 都市機能の充実と都市環境の改善により、利便性・快適さ・回遊性を向上すること 
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３．第２期中心市街地活性化基本計画の概要 

（１）目指す中心市街地の都市像  

中心市街地等の現状や課題等を踏まえ、中心市街地において以下のような理念のもと、まちづ

くりを推進していく。 

 

 

 

 

 

まちの資源（都市基盤、新規整備施設、人材及び人的ネットワーク等）が有機的につながり、

中心市街地が、まるで“公園”のように、高齢者・子育て世代・若者など誰にとっても居心地

が良く、利用・活躍できる舞台となることにより、人と人、人とまち、まちと市内各地域、モ

ノとコト等が連携・交流・融合した“みんなの公共空間”となることを目指す。 

 

（２）中心市街地活性化の基本方針  

中心市街地の課題を踏まえ、中心市街地活性化の基本方針を以下のように設定する。 

 

 

商業施設の整備を中心に、商業・サービス機能や景観・街並み等を適切にマネジメントし、

様々なライフスタイルに対応できる商業空間としても、中心市街地の魅力と集客力を高めてい

くとともに、徳山駅前賑わい交流施設や商店街等と連携したイベント等のソフト事業により、

出店者にとっても魅力のある街を目指す。 

また、徳山動物園に対して、リニューアル等のハード事業や、集客を促すソフト事業を行う

ほか、動物園や美術博物館等と商店街等の連携した取り組みによって、文化・観光施設をもつ

中心市街地としての魅力についても向上を目指す。 

 

 

暮らしの利便性を高め、来街者が快適と感じる生活空間として中心市街地の価値を高める。

そのために、商業・サービス機能に加えて医療・福祉・教育・文化などの都市機能を充実させ

るとともに、公共交通の利便性の確保により、車がなくても移動しやすく、緑豊かで歩きたく

なる、居心地の良さを感じる都市環境を整備し、回遊性・滞在性を向上させる。 

 

公園都市（パークタウン）のイメージ 

○活気・元気にあふれ、魅力が自然と生まれる「まち」 

○便利な機能と豊かな環境が整備され、住んでみたくなる「まち」 

○気軽に出てこられる、ホスピタリティに溢れた「まち」 

○食べたり、遊んだりして、楽しさを感じられる「まち」 

○緑豊かで、思わず、ずっと居たくなる「まち」 

○全ての世代がくつろぎ、人と人のつながりを感じられる「まち」 

基本方針１：“賑わい”と“楽しさ”のあるまちづくり 

基本方針２：“利便性”と“快適さ”のあるまちづくり 
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（３）計画期間及び区域 

 ■計画の概要 

計画期間 令和２年４月～令和７年３月まで（５年） 

 

区域面積 

約１４９ha 

商業施設や公共公益施設等の主要な都市機能が集積していること、人口が密集して

いること等を考慮し、総合的かつ一体的な取組による効果を見込むことができる範

囲を中心市街地活性化基本計画の対象区域とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央図書館 

美術博物館 

文化会館 

徳山動物園 

山口県周南総合庁舎 

徳山小学校 

中央地区市民センター 

周南市役所 

徳山郵便局 
徳山商工会議所 

賑わい交流施設 

徳山駅 

ピピ５１０（貸ホール） 
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（４）中心市街地活性化の目標と目標指標の設定 

中心市街地活性化に向けた２つの基本方針に基づき、中心市街地活性化の目標として、次の２

つを設定し、それぞれの目標について数値目標を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【主要事業】 

 ・徳山駅前地区第一種市街地再開発事業 

 ・徳山あちこちマルシェ 

 ・つながる場面つくり～SLS(Super Local Site)～ 

 ・閉店・物件活用相談サポート事業 

 ・空き店舗見学ツアー事業 

 ・動物園リニューアル事業（アジアの熱帯雨林ゾーン） 

 ・児玉源太郎メモリアル事業 

 

 

 

 

 

 

 

  【主要事業】 

    ・徳山駅前地区第一種市街地再開発事業 

    ・商店街エリアマネジメント事業 

    ・徳山駅南口駅前広場整備事業 

    ・シビックプラットホーム活用事業 

    ・商店街で育む子どもの可能性を伸ばす場つくり事業 

 

 

 

目標１ みんなが行きたくなる、魅力あるモノ・コトがあふれるまち 

目標指標１ 物販・サービス業等新規出店数 

目標指標２ 中心市街地内文化・観光施設来館者数及び宿泊者数 

目標指標３ 平日歩行者等通行量 

目標２ みんなが快適に過ごせる、歩きたくなるまち 

６２ 件 
（Ｈ２６～Ｈ３０） 

８３ 件 
（Ｒ２～Ｒ６） 

９３６，９４０人 
（Ｈ３０） 

１，１１５，１５０人 
（Ｒ６） 

３２，９３７人/日 
（Ｈ３０） 

３８，６６０人/日 
（Ｒ６） 
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４．計画に位置づけた事業の概要 

 

No. 事業名【実施主体】 内容 
１期からの

継続事業 

1 徳山駅前地区第一種市街地再開発事業

【徳山駅前地区市街地再開発組合】 

徳山駅前商店街の一部を大街区化し、業務・オフィス

施設、マンション、生活支援サービス、ホテル、商業

施設、駐車場、駐輪場、広場等を整備 

 

2 徳山駅南口広場整備事業【周南市】 ＪＲ徳山駅南口広場の拡幅・整備 〇 

3 徳山動物園リニューアル事業【周南

市】 

徳山動物園内の一部リニューアル 
 

4 コンビナート電力利活用事業【周南

市・民間】 

コンビナート電力の中心市街地施設での利活用 
〇 

5 都心軸空間デザイン事業【周南市】 都心軸の駐車場、土地利用、景観等について包括的に

検討 
 

6 Zoo っと周南推進事業【周南市】 ルートの公認、ネーミングアート、ラッピングバス、

動物モニュメント、動物を模した案内表示や工作物等

の整備、ＩＣＴの活用等 

〇 

7 公共下水道長寿命化対策事業（管渠）

【周南市】 

下水道長寿命化計画の策定、管渠改築工事 
〇 

8 歩道バリアフリー推進事業【周南市】 視覚障害者誘導用ブロックの整備  

9 歩行者優先道路化検討事業【周南市・

周南市中心市街地活性化協議会】 

銀座通等を歩行者優先の快適な道路空間とするための

検討 
 

10 良好な都市景観形成事業【周南市・景

観整備機構・一般社団法人山口県建築

士会】 

景観形成の推進、景観重要公共施設指定の検討 

〇 

11 シンボルロードグリーンアップ事業

【周南市】 

主要幹線道路等の緑化整備 
〇 

12 徳山駅前北口広場活用事業【周南市】 徳山駅前北口広場の利用の際のルール整備  

13 商店街エリアマネジメント事業【民間

事業者】 

民間事業者等が、市街地再開発区域を含む商店街一帯

に対して、街並みや緑化、公開空地などの維持管理、

イベント等の開催などによるエリアマネジメントを行

う。 

 

14 徳山下松港フェリーターミナル再編整

備事業【山口県】 

徳山ポートビルの建て替え等 
〇 

15 徳山動物園魅力向上推進事業【周南

市】 

来園者に対して、動物のプロフィールやその動物をと

りまく地球環境をわかりやすく伝えるガイドを職員と

ボランティアが行う。 
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No. 事業名【実施主体】 内容 
１期からの

継続事業 

16 徳山駅前図書館活用事業【徳山駅前図

書館指定管理者】 

徳山駅前図書館を身近に文化に触れることができる拠

点として活用 
 

17 市民活動支援センター交流事業【周南

市・公益財団法人周南市ふるさと振興

財団】 

市民活動支援センターを市民活動の拠点として活用 

 

18 徳山駅南北自由通路活用事業【周南

市・西日本旅客鉄道株式会社】 

徳山駅南北自由通路のイベント等での活用 
 

19 シビックプラットホーム活用事業【周

南市】 

市役所新庁舎シビックプラットホームを市民の活動の

場として活用 
 

20 こども・子育て総合支援拠点事業【周

南市】 

こども家庭相談室の市役所から徳山保健センターへの

移転 
 

21 地域子育て支援拠点事業（子育て交流

センターぞうさんの家）【周南市】 

乳幼児が自由に遊べる場の提供、親同士の交流・学習

の機会の提供、子育てについての相談業務、子育てに

関する情報の提供・適切な支援 

 

22 地域活性子育て応援プロジェクト「あ

そらぼ」【周南市・徳山駅前図書館指

定管理者】 

知育玩具･あそび道具による子どもの遊び場イベントの

定期的な開催  

23 ファミリー・サポート・センター事業

【周南市】 

児童の預かり等の援助を受けたい者と当該援助を行い

たい者とが会員となり、会員相互の援助活動に関する

連絡、調整等を実施 

 

24 子育て支援活動補助金【周南市・子育

て支援活動団体】 

子育て支援活動を行う団体が実施する事業に対して補

助金を交付 
 

25 「赤ちゃんの駅」登録事業【周南市・

民間施設】 

授乳やおむつ替えができる施設を登録し、乳幼児連れ

の家族の利用を図る 
 

26 赤ちゃんの駅整備事業費助成事業【周

南市・民間】 

「赤ちゃんの駅」として施設整備を図る事業者に対し

て補助金を交付 
 

27 移動式赤ちゃんの駅貸出事業【周南

市・民間】 

市内で開催されるイベントに、乳幼児のおむつ交換や

授乳を行うためのスペースとして移動式赤ちゃんの駅

を貸出し 

 

28 児玉源太郎メモリアル事業【周南市】 児玉源太郎コーナーの整備を行う。 
 

29 商店街で育む子どもの可能性を伸ばす

場作り事業【㈱コミクリ】 

小学生の放課後や長期休暇などに、就業体験や IT 学習

のできる場を提供 
 

30 住宅支援事業【周南市】 住み替えやＵＪＩターン希望者に対する空き家情報の

提供 
〇 

31 徳山駅前地区商業施設整備事業【民間

事業者】 

徳山駅前地区第一種市街地再開発事業のうちの業務・

オフィス施設、ホテル、商業施設、駐車場を整備 
 



8 

 

No. 事業名【実施主体】 内容 
１期からの

継続事業 

32 徳山駅前賑わい交流施設交流事業【徳

山駅前賑わい交流施設指定管理者】 

徳山駅前賑わい交流施設を市民の活動の場として活用 
 

33 テナントミックス推進事業【徳山商工

会議所】 

中心部商店街において新規出店する民間事業者等に対

する支援 
〇 

34 交流・情報拠点施設整備・運営事業

【徳山商工会議所】 

ふれあいパーク「街あい」の運営 
〇 

35 まち輝き活動団体育成事業【周南市】 中心市街地で商店街等のまちづくり団体が行うイベン

トに対する補助 
〇 

36 徳山夏まつり【徳山商工会議所】 市の代表的な夏のイベントの実施 〇 

37 周南みなとまつり ミナトのミーツ

【周南みなとまつりミナトのミーツ実

行委員会】 

市の代表的な秋のイベントの実施 

 

38 周南冬のツリーまつり【徳山商工会議

所・新南陽商工会議所・周南市】 

市の代表的な冬のイベントの実施 
〇 

39 専門人材活用事業【徳山商工会議所】 まちづくり人材の招聘等 〇 

40 オープンカフェ、マーケット等（食事

施設・購買施設等）の実施【周南市・

民間事業者】 

道路空間でオープンカフェやマーケット等を実施し、

これに伴う看板・広告等を設置する。  

41 徳山駅前市街地再開発事業実施に伴う

周辺エリアの回遊性創造プロジェクト

【周南市中心市街地活性化協議会、株

式会社まちあい徳山】 

徳山駅前地区第一種市街地再開発事業に併せ、周辺商

店街への回遊区域全体での集客を図る。 
 

42 まちなかオフィス立地促進事業【周南

市】 

新たに中心市街地に事業所を設置する事業者に対する

補助 
〇 

43 しゅうなん創業カレッジ【徳山商工会

議所】 

独立・起業希望者を対象としたセミナーの実施 
 

44 創業塾【西京銀行】 独立・起業希望者を対象としたセミナーの実施  

45 市内共通商品券発行事業【新南陽商工

会議所】 

共通商品券の発行 
〇 

46 まちのポート（案内所・特産品販売）

運営事業【一般財団法人周南観光コン

ベンション協会】 

観光案内と特産品販売をする施設の運営 

 

47 コンベンションシティ推進事業【周南

市・一般財団法人周南観光コンベンシ

ョン協会】 

各種会議や大会の誘致のための補助 

〇 

48 街の情報発信メディア「とくやまっ

ぷ」【株式会社まちあい徳山】 

ホームページ・フェイスブック・大型ビジョン、地元

ラジオ局等のメディアミックスによる情報発信 
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No. 事業名【実施主体】 内容 
１期からの

継続事業 

49 商店街情報発信事業【徳山商店連合協

同組合・徳山商工会議所】 

ホームページ等による商店街情報の発信 
〇 

50 街なかマップ整備事業【周南市中心市

街地活性化協議会・徳山商工会議所】 

来街者及び市民に対する街なかマップの作成・配布 
〇 

51 中心市街地バリアフリーマップ事業

【周南市地域自立支援協議会】 

中心市街地の個店やバリアフリーに関する情報を掲載

した「まっちょるよマップ」の作成、インターネット

による公表、公的機関への配置等 

〇 

52 東川ぼんぼりまつり【東川ぼんぼりま

つり実行委員会】 

東川沿岸の桜並木を活かしたイベントの実施 
 

53 さくら街道祭り【徳山小学校区コミュ

ニティ推進協議会】 

中心市街地の桜並木を活かしたイベントの実施 
 

54 ＳＡＫＵＲＡアーチフェスタ【周南青

年会議所】 

中心市街地の桜並木を活かしたイベントの実施 
 

55 周南「絆」映画祭【周南映画祭実行委

員会】 

映画の上映、ゲスト・トークショー、ワークショップ

イベントなどの実施 
〇 

56 ちびっこたなばたまつり【徳山みなみ

銀座商店街振興組合・徳山商店連合協

同組合】 

市内幼稚園・保育園児が作った七夕飾りの展示、集中

イベントの実施  

57 ナイトフェスタｉｎ青空【徳山小学校

区コミュニティ推進協議会】 

まちなかの公園を活かしたイベントの実施 
 

58 クリエイティブキッズキャンプ【クリ

エイティブキッズキャンプ実行委員

会】 

ロボット、プログラミング、デザイン等のワークショ

ップイベントの実施  

59 萌えサミット【萌えサミット実行委員

会】 

アニメ・マンガ等、サブカルチャーをテーマにしたイ

ベントの実施 
 

60 ハロウィンカーニバル【新町ジャンク

ション実行委員会】 

商店街を回遊するハロウィンイベントの実施 
〇 

61 街なか音楽イベント事業【実行委員

会】 

街なかライブ等、音楽をテーマにしたイベントの実施 
 

62 あちこち“ほん”わか日和【あちこち

“ほん”わか日和実行委員会】 

作家のトークショー、古本市等、本をテーマにしたイ

ベントの実施 
 

63 ＹＯＳＡＫＯＩぶち楽市民祭【ＹＯＳ

ＡＫＯＩぶち楽市民祭実行委員会】 

商店街を会場としたよさこい演舞イベントの実施 
〇 

64 こどもっちゃ！商店街【こどもっち

ゃ！商店街実行委員会】 

リアル商店街を舞台にした子どもの職業体験イベント

の実施 
〇 

65 天使のツリー【銀南街商店街振興組

合】 

市内幼稚園・保育園児が作ったクリスマスツリーの展

示 
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No. 事業名【実施主体】 内容 
１期からの

継続事業 

66 辻コン【ＮＰＯ法人ライトアップ周

南】 

中心市街地における若者を中心とした交流イベントの

実施 
〇 

67 周南きさらぎ文化祭【徳山駅前賑わい

交流施設指定管理者・公益財団法人周

南市ふるさと振興財団】 

徳山駅前賑わい交流施設オープンの周年月間行事とし

て文化事業等を開催  

68 石巻ハッカソン in 周南市【株式会社

イトナブ周南支部】 

テーマに沿ったアプリをチームで開発する IT イベント

の実施 
 

69 徳山商店街えびす市【徳山商店連合協

同組合】 

来街者に対するサービスイベントの企画・運営 
〇 

70 工場夜景観光事業（周南コンビナート

夜景ツアー）【一般財団法人周南観光

コンベンション協会】 

船やタクシーによる工場夜景ツアーの実施 

〇 

71 徳山の歴史と文化を堪能するまち歩き

【周南市観光ボランティアガイドの

会】 

歴史的資産、文化資産を巡るまち歩きの実施 

〇 

72 徳山駅コン【西日本旅客鉄道株式会社

徳山駅】 

徳山駅及び南北自由通路を活用した音楽イベントの実

施 
 

73 徳山あちこちマルシェ【徳山あちこち

マルシェ実行委員会】 

パンを中心に毎回テーマを変えたマルシェイベントの

実施 
 

74 とくやま夢横丁【周南市まちをつなげ

感動・感謝を広げる会】 

商店街の空き店舗を活用した飲酒イベントの実施 
 

75 出張朝市【長穂朝市グループ】 中山間地域の農産物を販売する朝市の実施 
  

76 青空市場（朝市）【徳山小学校区コミ

ュニティ推進協議会】 

中山間地域の農産物等を販売する朝市の実施 
 

77 中心市街地応援情報発信事業【中心市

街地活性化協議会等】 

徳山駅の魅力を全国に知ってもらうために SNS 等を活

用して情報発信を行う。 
 

78 「海の日」式典、行事【徳山・下松・

光・新南陽港区、海の日協賛会】 

海の月間行事 
 

79 情報・通信産業等支援制度【周南市・

山口県】 

まちなかでの情報・通信産業等の事業所の新規開設を

支援 
 

80 商店人材育成事業【中心市街地活性化

協議会】 

講習会の開催や、店舗の魅力アップのための指導対応 
 

81 周南 attra【市民団体 I-connect】 食等を通じた留学生との交流や留学生とのまちづくり

行事への参画 
 

82 徳山駅前ビアフェスティバル【徳山駅

前ビアフェスティバル実行委員会】 

徳山駅前の北口広場のビールイベント 
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No. 事業名【実施主体】 内容 
１期からの

継続事業 

83 まちえきスタンド【徳山駅前図書館指

定管理者】 

徳山駅前図書館にて、市内のイベント等の情報を集約

したスタンドの設置 
 

84 閉店・物件活用相談サポート事業【株

式会社まちあい徳山、中心市街地活性

化協議会】 

商店の閉店や、閉店後の物件の活用に関する相談を受

ける窓口を設置する。  

85 つながる「場面」つくり ～

SLS(Super Local Site) ～【徳山あ

ちこちマルシェ実行委員会、商工会議

所、ナシブドウグミ】 

マルシェ等で活用するテント、テーブル、メニュー等

の出店用セットの作成 
 

86 空き店舗見学ツアー事業【中心市街地

活性化協議会】 

空き店舗見学ツアーの実施。 
 

87 お土産開発促進事業【中心市街地活性

化協議会等】 

商店に対するお土産開発の協力や、既存のお土産とな

りえる商品の広報活動 
 

88 周南ポイントカードアプリ「ＳＨＵＰ

ＯＣＡ」事業【株式会社まちあい徳

山】 

公共施設等や商店等にを回遊してもらうためのスマー

トフォンアプリの運用  

89 市街地循環線運行事業【周南市】 市街地循環線「ちょい乗り１００円バス」の運行  

90 まちづくり交通実態調査等事業【周南

市】 

中心市街地内における自動車や歩行者等の交通量調査 
〇 

91 路上喫煙禁止区域指定等事業【周南

市】 

喫煙禁止区域の指定 
〇 

92 放置自転車追放ゾーン指定等事業【周

南市】 

徳山駅周辺の放置自転車追放ゾーンの指定 
 

93 徳山あちこちクリーンプロジェクト

【周南市中心市街地活性化協議会】 

ポイ捨て、路上喫煙等の迷惑行為の抑制及び清掃活動 
 

94 マナーアップ周南プロジェクト【周南

市中心市街地活性化協議会】 

「パークタウン周南」にふさわしいマナーや空間イメ

ージのデザイン性の向上 
 

95 しゅうなんシビックマルシェ【しゅう

なんシビックマルシェ実行委員会】 

市役所シビックプラットホームで行われるマルシェイ

ベント 
 

96 徳山下松港開港１００周年記念事業

【徳山下松港１００周年記念事業実行

委員会】 

開港１００周年を記念したイベント等の開催 

 

97 工場夜景サミット in 周南【周南市】 工場夜景イベントの開催 
 

98 徳山動物園リニューアル事業（極東ア

ジアから北極圏の自然ゾーン）【周南

市】 

徳山動物園内の一部リニューアル 
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No. 事業名【実施主体】 内容 
１期からの

継続事業 

99 さかなまつり【さかなまつり実行委員

会、周南市】 

地方卸売市場水産物市場を開放し、地場をはじめとす

る旬の魚介類等の販売と魚介グルメの試食・販売。模

擬セリ体験やマグロの解体ショー、生きた魚とのふれ

あいタッチプールなどのイベントの実施 

 

100 美術博物館展覧会事業【周南市】 美術博物館にて行う展覧会等の実施  

101 サルビアウェディング【実行委員会】 徳山駅前賑わい交流施設で行う結婚式イベント  

102 高齢者バス・タクシー運賃助成事業

【周南市】 

市内のバス・タクシーを利用する高齢者に対して運賃

の一部を助成 
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５．事業実施個所 

 

 

・徳山駅前地区第一種市街地再開発事業
・徳山駅前地区商業施設整備事業
・商店街エリアマネジメント事業

・徳山駅南口広場整備事業

・シンボルロードグリーンアップ事業

・コンビナート電力利活用事業

・徳山下松港フェリーターミナル再編
整備事業
・「海の日」式典、行事

歩道バリアフリー推進事業

・徳山駅南北自由通路活用事業
・徳山駅コン

・シビックプラットホーム活用事業
・しゅうなんシビックマルシェ

■中心市街地全域で実施・推進する事業
・公共下水道長寿命化対策事業（管渠） ・「赤ちゃんの駅」登録事業 ・ファミリー・サポートセンター事業 ・子育て支援活動補助金 ・赤ちゃんの駅整備事業費助成事業

・移動式赤ちゃんの駅貸出事業 ・住宅支援事業 ・まち輝き団体育成事業 ・専門人材活用事業 ・しゅうなん創業カレッジ ・創業塾 ・市内共通商品券発行事業
・コンベンショ ンシティ推進事業 ・商店街情報発信事業 ・中心市街地バリアフリーマップ事業 ・情報・通信産業等支援制度 ・街の情報発信メディア「とくやまっぷ」

・街なかマップ整備事業 ・まちづくり交通実態調査等事業 ・商店街応援情報発信事業 ・商店人材育成事業 ・周南attra ・路上喫煙禁止区域指定等事業
・徳山あちこちクリーンプロジェクト ・マナーアップ周南プロジェクト ・お土産開発促進事業 ・周南ポイントカードアプリ「ＳＨＵＰＯＣＡ」事業 ・放置自転車追放ゾーン指定等事業
・歩行者優先道路化検討事業 良好な都市景観形成事業 ・都心軸空間デザイン事業 ・つながる「場面」つくり ～SLS（Super Local Site）～ ・徳山夏まつり ・周南みなとまつり

・ミナトのミーツ ・周南冬のツリーまつり ・周南「絆」映画祭 ・ちびっこたなばたまつり ・ナイトフェスタin青空 ・クリエイティブキッズキャンプ ・萌えサミット
・ハロウィンカーニバル ・街なか音楽イベント事業 ・YOSAKOIぶち楽市民祭 ・こどもっちゃ！商店街 ・天使のツリー ・辻コン ・周南きさらぎ文化祭

・石巻ハッカソンin周南市 ・工場夜景観光事業（周南コンビナート夜景ツアー） ・徳山の歴史と文化を堪能するまち歩き ・徳山あちこちマルシェ ・とくやま夢横丁
・出張朝市 ・青空市場（朝市） ・徳山駅前ビアフェスティバル ・徳山下松港開港１００周年記念事業 ・工場夜景サミットin周南 ・サルビアウェディング
・高齢者バス・タクシー運賃助成事業

・交流・情報拠点施設整備・運営事業

・まちのポート（案内所・特産品販売）運営事業

・東川ぼんぼりまつり

・さくら街道まつり
・SAKURAアーチフェスタ

・市街地循環線運行事業

・テナントミックス推進事業
・閉店・物件活用相談サポート事業
・空き店舗見学ツアー事業
・徳山駅前市街地再開発事業実施に伴う周辺エリアの
回遊性創造プロジェクト

・徳山駅前北口広場活用事業
・オープンカフェ、マーケット等（食事施
設・購買施設等）の実施

・まちなかオフィス立地促進事業

・徳山商店街えびす市

５０ １００ ２００m０

計画区域：約149ha

港湾

工場

商業

業務

行政

教育

・こど も・子育て総合支援拠点事業

・地域子育て支援拠点事業（子育

て交流センターぞうさんの家）

・児玉源太郎メモリアル事業

・徳山駅前図書館活用事業
・徳山駅前賑わい交流施設交流事業

・市民活動支援センター交流事業
・地域活性子育て応援プロジェクト「あそらぼ」
・あちこち“ほん”わか日和
・まちえきスタンド

・商店街を育む子どもの可能性を伸ばす場作り事業

・徳山動物園リニューアル事業（アジアの熱帯雨林ゾーン）
・徳山動物園リニューアル事業（極東アジアから北極圏の自然ゾーン）
・徳山動物園魅力向上推進事業
・Ｚｏｏっと周南推進事業

文化

・さかなまつり

・美術博物館展覧会事業


