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2012年5月12日 

持続可能な都市づくりを目指して 

八幡東田におけるエリアマネジメントの取組みについて 

九州支店長  佐 藤 諭 貴 
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 開発概要 

1982年（昭和57年）当時の八幡東田地区 

新日鉄八幡製鉄所の工場跡地約120haを対象 
平成6年（1994年）基盤整備に着手、 
現在土地利用は95％まで進捗 

八幡東田総合開発エリア 
（約120ha） 

進出企業  約210社･団体 
就業者数  約6,000人 
居住者数  約900人（約520室） 
年間来街者 1,000万人以上 

平成24年（2012年）現在 
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開発の歩み 

第Ⅰ期 「パークコンプレックスシティ構想」 

第Ⅱ期「グリーンビレッジ構想」 

昭和63年（1988年） 北九州市ルネッサンス構想策定 

平成02年（1990年） テーマパーク「スペースワールド」開業 

平成06年（1994年） 東田土地区画整理、基盤整備着工 

平成10年（1998年） 日本テレコム社（現 ソフトバンクテレコム）進出 

平成13年（2001年） ジャパンエキスポ「北九州博覧祭2001」開催 

平成14年（2002年） 土地区画整理事業竣工（総事業費  約５００億円） 

                「いのちのたび博物館」「環境ミュージアム」開館 

明治34年（1901年） 官営八幡製鉄所操業開始 
  ～ 20世紀 日本産業近代化の礎  ～ 環境破壊と環境修復 ～ 鉄鋼業構造変化による空洞化 

平成15年（2003年） 八幡東田グリーンビレッジ構想策定 

                環境共生まちづくりﾓﾃﾞﾙ地区・北九州国際物流特区指定 

平成17年（2005年）  「地球温暖化対策・ヒートアイランド対策モデル地域」指定 

平成18年（2006年） イオン・ナフコ 大規模商業施設オ－プン 

平成20年（2008年） 「環境モデル都市」北九州の先進モデル拠点に位置づけ 

平成21年（2009年） 「リビオ東田ヴィルコート」竣工 

                （環境省・「街区まるごとCO2 20％削減事業」採択案件）  

平成22年（2010年） 「次世代エネルギー･社会システム実証地域」指定 

                （北九州スマートコミュニティ創造事業） 

平成23年（2011年） 「国際戦略総合特区」地区指定 

平成24年（2012年） 「新日鉄エンジニアリング北九州寮」竣工 

                北九州スマートコミュニティ創造事業実証開始 

平成9年（1997年） 
エリアサービス設立 

平成14年（2002年） 
里山を考える会設立 
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開発コンセプト1                    パークコンプレックスシティ構想 

「仕事」と「暮らし」の情報拠点 

メディアパーク（約17ha） 

北九州e-PORTの拠点と
してIDC、情報倉庫をは
じめ、産業・業務施設、
商業施設を複合集積。 

北九州テレコムセンター
１号館、２号館 

商業、業務、サービスの集積地 

タウンセンター（約12ha） 

幅員100ｍのシンボル
空間、東田大通りを中
心に商業施設が集積。 

イオン八幡東 
ショッピングセンター 

親水緑地と交流・レジャー施設の複合
開発によるアーバンリゾート拠点 

ベイフロントパーク（約11ha） 

洞海湾に面した立地を
生かし、親水緑地や交
流・レジャー施設、天然
温泉、結婚式場などを整
備。 

職・住・学・遊が融合し進化する「コンパクトシティ」の実現 

環境ミュージアム 

北九州市のＳＨＩＮＥ
博物館構想のもと、学
習・遊び・環境が一体と
なった自由時間拠点とし
て整備。 

文化環境と自由時間を楽しむ生活空間 

ミューズパーク（約７ha） 

21世紀の快適な都市生活を提案する
環境共生型住宅 

アーバンレジデンス（約５ha） 
21世紀型住居の
あり方を提示する
住宅ゾーンとして、
環境共生マンショ
ンを整備。 

リビオ東田ヴィルコート シーサイドスパ 
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開発コンセプト2                      八幡東田グリーンビレッジ構想  

高度な都市基盤と環境共生を両立させた次世代の街づくり 

地産地消型地域エネルギー 

エネルギーの地産地消 

「街には電力」「工場へは蒸気」の
コラボ供給 

東田コジェネ（32,000ｋＷ） 

工場から発生する水素をﾊﾟｲﾌﾟﾗｲ
ﾝ供給し街で燃料として利用 

北九州 
水素タウン 

太陽光発電の積極導入 

環境共生マンション 

リビオ東田ヴィルコート（170ｋＷ） 

いのちのたび博物館（160ｋＷ） 

住民が主役のまちづくり 

環境が繋ぐ 
地域コミュニティ 

社長公認
ごみ拾い 

エコドライブ
教室 

住民による 
植樹活動 

誰もが楽しく学べる場 

環境ミュージアム 

まち全体が環境ステージ 

21世紀環境共生型ﾓﾃﾞﾙﾊｳｽ 
｢ｴｺﾊｳｽ」も併設 

環境共生の街づくりを進める 
産学官民協働の『拠点』 

東田エコクラブ 
民設ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ。NPO法人が運営 

北九州水素 
ステーション 

低炭素型の交通システム 

カーシェアリング 
サイクルシェアリング 

グリーンＩＴで高い省エネを実現 

アジアン・フロンティア 
国内最大級の環境 
対応型次世代ﾃﾞｰﾀ 
ｾﾝﾀｰ 

 

北九州スマートコミュニティ創造事業へと発展 
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ＳＷ駅 

その他整備予定施設 
 
■安川電機  
■豊田合成 
H24FEMS（ﾌｧｸﾄﾘｰｴﾈﾙｷﾞ
ｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ）導入予定 
太陽光発電、蓄電池 
髙天井LEDシステム 
FCフォークリフトなど  
 
■ワタキューセイモア  
H24FEMS導入予定 
太陽光発電(50kW) 
ＬＥＤ   
 
■新日鉄八幡記念病院 
H24BEMS導入予定  

ENEOS ＧＳ 
燃料電池（3kW） 
太陽光（3kW） 
EV急速充電器 

地域節電所 
 
 
 
 
 
 
九州ヒューマンメディア創造
センター 
H24BEMS導入予定 
太陽光発電（10kW） 
小型風力（3kW） 

ナフコ (ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ) 
燃料電池（1kW） 
燃料電池ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ 

水素ステーション 
蓄電池（3kW) 

水素供給パイプライン 

自然史・歴史博物館 
H24BEMS導入予定 
太陽光発電(160kW) 
燃料電池（100kW） 
蓄電池（120kW） 

八幡駅 

東田第一高炉跡 官営八幡製鐵所（1901年） 

カーシェアリング・ 
サイクルシェアリング 

八幡クリニック 
H23BEMS導入 
太陽熱システム 

新日鉄エンジ寮 
H23BEMS導入 
地中熱システム 
太陽熱システム 

東田コジェネ 
33,000kw 
(5,500kw×6基） 

コミュニティ設置型蓄電池 
H23設置 
蓄電池（300kW） 

日鉄エレックス  
H23 BEMS（ビルｴﾈﾙ
ｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ）導入 
太陽光発電(10kW) 
蓄電池（90kW） 

環境ミュージアム・ 
エコハウス 
燃料電池（1kW） 
太陽光発電（5kW） 
小型風力（3kW） 
壁面緑化 
 

トピックス                北九州スマートコミュニティ創造事業の進捗状況 

本年5月よりいよいよ地域節電所（CEMS）が稼働。 
 全国初の電力需要家（個人・企業）と供給側が一体となった地域エネルギーマネジメントの実証を開始 

水素利用実証住宅（7戸） 
スマートメータ（全戸） 
直流電流ｼｽﾃﾑ導入予定 
太陽光発電（3kW） 
燃料電池（1kW×7） 
蓄電池（3kW） 

ダイナミックプライシング+インセンティブプログラム 

環境共生マンション 
（218戸） 
スマートメータ（全戸） 
H23HEMS（10戸）導入 
太陽光発電（170kW） 
高断熱・気密住宅等 
 



-6- 

開発の進捗状況1                              施設立地状況  

平成2年のスペースワールド開業以来55施設が立地（都市公園・駅含む） 

◆立地状況 
 公園     4ヵ所 
 文化施設  5施設（博物館等） 
 オフィス    18施設 
 商業施設  20施設（SW含む） 
 居住施設  3施設（519室） 
 交通施設  5施設（駅・IC） 
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開発の進捗状況2                         事業所数・人口の推移 

就業人口6000人・居住人口900人の街に成長 

事業所数：Ｈ20年～ イオン八幡東ＳＣ専門店数を含む。（八幡東田まちづくり連絡会調べ） 

平成
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月
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月
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事業所数 29 30 40 43 45 47 199 202 206 207 209 210

就業人口 3, 480 3, 365 3, 355 3, 475 3, 292 3, 056 5, 842 5, 436 5, 687 5973 5, 929 6, 000

定住人口 93 195 426 632 919
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東田エリアマネジメント1                         まちづくり推進体制 

八幡東田を特徴づける活発な産官学民の連携・協働 
（コミュニティ・ビルディング） 

八幡東田まちづくり連絡会 

八幡東田グリーンビレッジ 
推進地域協議会 

進出事業者・地権者 
北九州市 

進出事業者・地権者、国・北九州市 
大学、NPO、自治会 

 
事務局：北九州市 

（＝北九州スマートコミュニティ創造協議会に移行） 

北九州市 
・国・県 

市民 
（住民・市民団体・NPO） 

周辺自治会 
・商店街 

大学 立地企業 
・機関 

開発主体兼地権者 

（株）新日鉄都市開発グループ 
・（株）エリアサービス 
 ＝東田エリアマネジメントの担い手① 

・（株）日鉄コミュニティ 
・［北九州東田開発（株）］※2003年解散  

NPO法人里山を考える会 
 ＝東田エリアマネジメントの担い手② 
東田に活動拠点を置き、独自に多彩な市民
活動を展開中。 

東田エリアマネジメント主体 

（参画） 

事務局 

（会員） 

連携関係にあるが相互に独立 
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趣 旨   ：八幡東田開発地域の異業種交流団体 
創 立  ：平成12年7月 創立 
会員数 ：67社（団体）（平成24年3月現在） 
年会費 ：6,000円/1口   

34 正晃(株) 

35 セイコーエプソン(株) 

36 セブンイレブン八幡東田１丁目店 

37 (株)ソフトサービス 
38 ソフトバンクテレコム(株)北九州お客様センター 

39 ソフトバンクＢＢ(株) 

40 (株)ソルネット 

41 (株)インフォメックス 

42 (株)タカミヤメガフィールドポイント八幡本店 

43 データキューブ(株) 

44 (株)ナフコ ホームプラザナフコ八幡東店 

45 (株)日鉄エレックス 

46 (株)日鉄コミュニティ 

47 日本中央競馬会 ウィンズ八幡 

48 日本テレコムインフォメーションサービス(株) 

49 (株)ニューシーサイドスパ 

50 BBコール（株） 

51 ビズ・コレジオ(株) 

52 日乃出食品(株) 

53 ヒューマンメディア財団 

54 ファミリーマート八幡メディアパーク店 

55 (株)ベスト電器 Ｂ・Ｂ八幡本店 

56 帆柱タクシー(株) 

57 (株)ホンダカーズ博多 八幡東店 

58 マリコレ ウェディングリゾート＆レストラン（㈱千草） 

59 ミシマオーエーシステム(株) 

60 (株)ミズカミ 

61 安川情報システム(株) 

62 八幡板金工業(株) 

63 ＮＰＯ法人 夢追いバンク 

64 洋服の青山 八幡東店 

65 (株)リンク 

66 ワタキューセイモア(株)北九州営業所 

67 (株)ワンビシアーカイブズ 

1 (株)あきんどスシロー 八幡東田店 

2 (株)アドバンテスト 北九州R&Dセンタ 

3 (株)アドバンテスト九州システムズ 

4 (株)有薗製作所 

5 イオンリテール(株) イオン八幡東ショッピングセンター 

6 いのちのたび博物館 
7 (株)イムス 

8 (株)インターリンク 

9 (株)ENEOSフロンティア Dr.Driveセルフ八幡東田店 

10 (株)エリアサービス 

11 (株)亀の井ホテル 

12 北九州イノベーションギャラリー 

13 北九州市環境ミュージアム 

14 北九州八幡ロイヤルホテル 

15 (株)九州テン 

16 九州日本信販(株) 

17 九州明乳販売(株) 北九州支店 

18 九州旅客鉄道(株) スペースワールド駅 

19 九州旅客鉄道(株) 八幡駅 

20 九州労働金庫北九州西支店 

21 (株)協和エクシオ 

22 工藤産業(株) 

23 (株)コジマ NEW八幡店 

24 ＮＰＯ法人 里山を考える会 

25 (株)ジェイコム九州 

26 昭電テックス(株) 

27 （株)シンテック 

28 新日鉄エンジニアリング(株) 九州支社 

29 新日鉄ソリューションズ(株) 西日本支社 

30 (株)新日鉄都市開発 九州支店 

31 （医）新日鐵八幡記念病院 

32 新日本製鐵(株) 八幡製鐵所 

33 (株)スペースワールド 

東田エリアマネジメント2                     八幡東田まちづくり連絡会 
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東田エリアマネジメント3                  担い手①（株）エリアサービス 

■エリアサービス 企業概要 

名称       株式会社エリアサービス 
 
本社所在地   北九州市八幡東区東田1丁目5-3 
 
設立       1997年（平成9年）3月 
 
資本金      1億円 
 
売上高      約4億円（平成23年度） 
 
従業員数    5名 
 
代表者      代表取締役社長 佐藤 諭貴 
 
事業概要    防災・防犯管理（機械警備、常駐警備）、ビル管理、設備管理、 
          緑地維持管理、その他都市管理に必要な各種サービス 
           
株式構成    株式会社新日鉄都市開発、セコム株式会社、 
          株式会社日鉄コミュニティ、株式会社スピナ 
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■エリアサービス業務内容 

アメニティサービス 
・事務管理業務  建物・施設の修繕計画立案・工事、賃料等請求事務代行、官公庁手続き代行等 
・清掃業務     清掃業務全般（室内清掃・ガラス・床面・ブラインド・照明器具等） 
・衛生管理業務  空気環境測定・害虫駆除・水質検査・貯水槽清掃等 
・植栽管理業務  植栽剪定・施肥・植栽消毒等 

セキュリティサービス 
・機械警備業務  24時間オンライン安全管理・画像監視、館内・室内出入管理 
・常駐警備業務  イベント・展示会等の会場警備・交通誘導・巡回警備等 

ユーティリティサービス 
・電力・水道検針業務  個別電力量計検針・水道メーター検針   
・廃棄物管理支援     廃棄物処理・廃棄物マネジメント 

コミュニティサービス 
・地域のまちづくり活動・コミュニケーション活動のサポート 
・八幡東田地区における八幡東田まちづくり連絡会の運営支援、関係機関との調整業務支援 

東田エリアマネジメント4                  担い手①（株）エリアサービス 

ファシリティサービス 
・設備保守・点検業務  設備運転管理・電気設備点検・消防設備点検・空調設備保守点検等 
・屋外施設管理      屋外設備保守管理、土地維持管理等 
・賃貸駐車場運営     賃貸駐車場運営管理等 
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東田エリアマネジメント5                  担い手②NPO里山を考える会 

■里山を考える会 概要 

名称        特定非営利活動法人里山を考える会 
 
所在地      北九州市八幡東区東田2丁目5-7   
 
設立       2002年（平成14年）3月 
 
売上高      約1.3億円 
 
従業員数    26名 
 
代表者      関 宣昭 
 
経歴   2002 設立 
            北九州市エコライフプラザ 運営受託 
       2006 山田緑地指定管理者を受託 

       2007 第1回もりフォーラム 開催（この年より毎年開催） 

       2009 経済産業省が選定するソーシャルビジネス55選を受賞 
       2009 北九州市環境ミュージアム指定管理者、山田緑地指定管理者を受諾 

        国土交通省「団塊の世代の学びによる地域活性化プロジェクトの調査」受託 

       2011 第13回手づくり市場in北九州 開催（毎年開催） 
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■里山を考える会／東田での活動内容（一部） 

里山を考える会では、「持続可能なライフスタイルを里山的暮らしのデザインで！」をコンセプトに、環
境や社会に負荷をかけない、都市での里山的な暮らしの在り方や実践を行うとともに、持続可能なラ
イフスタイルの地域づくり街づくりを目指した活動を実施。 

東田エリアマネジメント6                 担い手②NPO里山を考える会 
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東田エリアマネジメント7                  担い手②NPO里山を考える会 

■里山を考える会／その他の活動内容（一部） 
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街の持続的繁栄を目指した 
「地域魅力度＝満足度」向上のための様々な取組み 
 

 
 

           etc. 

東田エリアマネジメント8                      エリアマネジメントとは？ 

安心・安全 景観・環境 生活利便性 

福祉・医療 余暇・文化 

コミュニティ・ビルディングの重要性 
 地域魅力度向上のためには、 
 様々な領域にまたがる課題解決が必要 
   ↓ 
 関係する多様なステークホルダー間の 
 相互連携・協働（コミュニティ・ビルディング）が不可欠 

教育 

交通アクセス 
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◆収益性の向上 
→サービス・メニューの拡大 
  サービス品質の安定・向上 

進出事業者の増加・定着促進 

八幡東田の持続的繁栄 

賃貸等不動産事業
の事業性向上 

地域経済活性化 
への貢献 

東田エリアマネジメント9                 （株）エリアサービスの設立目的 

     東田進出事業者等に対する利便機能としての 
     各種都市管理サービスの提供 

（民間企業として） 

収益事業としての期待 
（まちづくりとして） 

   利便性向上による 
   事業者満足度の向上 
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1．各種都市管理サービスの提供 
 ⇒日々の“食い扶持” 
 ・アメニティサービス    ・セキュリティサービス 
 ・ユーティリティサービス  ・ファシリティサービス 

◆近年、後者の役割の重要性が拡大 
○北九州ｽﾏｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨ創造事業における協議会・行政と東田立地事業者間の諸調整 
○相互交流促進を通じた各進出事業者における新規事業機会の創出 

（ナレッジマネジメント） 
○進出事業者のニーズ・問題意識を、開発主体・行政等へフィードバック 

東田エリアマネジメント10                   （株）エリアサービスの役割 
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1．個人居住者のまちづくり参加 
○八幡東田まちづくり連絡会、（株）エリアサービスは法人を対象としており 
 一般市民向け活動は不得手 
○居住者も町内会費等の他に、まちづくり連絡会に会費を払ってまで参加はしない 

いかにこうした人々にまちづくりに参加してもらうか？ 
＊彼らのニーズ・アイディアを把握することが街のレベルアップに繋がり、新たなビジネス機会も生み出す 

２．就業者・居住者の総合的な満足度向上 
○就業者や居住者にとって、働く環境、住む環境としての満足度の向上は、 
 東田域内だけでは充足し切れない。 
○厳しい地域間競争の中で、各種環境の整備・充実度合いは極めて重要 
＊某企業寮の新規入居者の要望。進出企業の採用活動への影響。 

中央町、八幡駅前をはじめとする近隣商店街等との有機的連携を通して 
地域総体としての魅力度の向上が問われる 

東田エリアマネジメント11            新たなコミュニティビルディングの必要性 

但し、開発が終盤に差し掛かる中で当初想定していなかった課題が顕在化 
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東田エリアマネジメント12                  「里山を考える会」との連携へ 

以上の課題認識により、東田エリアマネジメントも活動を多様化（“増殖”）しつつある 

  NPO法人との連携により、 
  個人をターゲットとしたエリアマネジメントを展開 

EX 「東田まつり」 
   →進出企業、個人居住者、周辺商店街も参加する初の東田発市民イベント 

東田就業者や個人居住者を対象に周辺商店街等も巻き込んだ 
草の根的コミュニティ・ビルディングを鋭意推進 
→東田まち連／（株）エリアサービスでは対応しきれない領域をカバー 

【NPO法人里山を考える会】の特徴 
○公共施設に係る指定管理者受託、東田エコクラブ「ハウス」大家としての賃貸収入等安
定的な経済基盤を有している 
○八幡東田グリーンビレッジ構想の主要企画メンバーであり、東田への愛着は極めて高い 
○一般市民を対象とした様々な事業、イベントを精力的に展開し実績も豊富 

  
【当社グループの協力】 
○東田エコクラブハウス建物の寄付、建物敷地の貸与 
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東田エリアマネジメント13                              東田まつり 
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カーシェアリング 

市民・NPO 

 新日本製鐵(株) 

 進出企業 

 ｅ-ＰＯＲＴ協議会 他 

企 業 

大 学 

民設民営コミュニティサロン 

東田エコクラブ 
運営：NPO法人里山を考える会 

タウンモービルネットワーク 
北九州 

市立環境ミュージアム 

エコハウス 

環境パスポート 

早稲田大学 

市民参加のエコポイント 

システム 

環境学習の場 

行 政 

市立環境ミュージアム 
＆里山を考える会 

環境モデル都市 
北九州市の先進的 
実験モデル都市 

東田エコクラブハウスの“コミュニティ・サロン”としての地域開放・運営 
誰もが気軽に立ち寄れる・利用できる“場所”は、実は非常に重要 
ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ構想、ｽﾏｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨ事業、乗合いﾀｸｼｰ等もすべてこの場所から生まれた！ 

東田エリアマネジメント14            「里山を考える会」が担うもう一つの役割 



-22- 

総括 

◆「やる気」あるいは「危機感」はあるか 
○人口減少と財政の疲弊が進む中で、地域の生き残り可否は、直接当事者たる地域関係者
の意志・意欲の強弱次第 
＊残念ながら八幡東田やユーカリが丘開発のように民間企業主導の街づくりは、地方都市においてはレアケース 

◆持続的な「まちづくり」の視点を共有できるか 
○目先の個別利害にこだわるのではなく、街の持続的な繁栄こそ、結果として個人・個社 
 の資産価値の最大化、事業収益の最大化等をもたらすという考え方 

◆“仲間”を集められるか 
○様々な領域にまたがる課題解決のためには、関係する多様なステークホルダー間の相互連 
 携・協働（コミュニティ･ビルディング）が不可欠 
○皆が集まれる“場所”の整備も重要 

◆自律的経営基盤の具備（補助金頼み、ボランティア頼みは×） 
○活動の継続性、レベルアップを担保（特に優秀人材の確保） 
＊特に補助金は、縦割り行政の弊害もあり却って自由度が失われるﾘｽｸがあるため要慎重 

これまでの実績から得られたエリアマネジメント成立のための知見 
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日経流通新聞 
平成24年3月19日朝刊（第1面） 

参考：街づくり会社の事例1 
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事業の目的  
1 商店街、商店の販売促進のための共同事業並びに商業振
興を図るための企画、デザイン、施設建設、運営、コンサルティ
ング及び情報提供 

2 景観に関する調査、デザイン及びコンサルティング並びに景観
施設の建設及び運営 

3 都市開発、観光開発及び土地、建物の有効利用に関する企
画、調査、研究、計画、設計及びコンサルティング 

4  各種イベントの企画、立案、制作及び受託に関する業務 
5  公共施設等の管理運営受託に関する業務 
6  駐車場及び駐輪場の管理及び運営 
7  不動産の売買、仲介業、賃貸借、リース業及び管理業 
8  人材派遣業、広告代理店業、旅行斡旋業 
9  地域防災、地域防犯のための監視及びサービス業務 
10 都心部共通駐車券事業の運営 
11 商品券、入場券、切手、印紙類の販売及び斡旋 
12 買物代行業及び買物宅配サービス業 
13 地域コミュニティサービスのための企画、調査及び施設運営 
   に関する業務 
 

14 環境啓発に関わる事業の運営 
15 地域福祉及び高齢者サービスの調査、計画及び施設運営に 
   関する業務 
16 インターネットを利用した広告・宣伝に関する企画並びに制作 
17 インターネット上のショッピングモールの開設 
18 飲食店の経営と受託及び委託に関する業務 
19 米穀類、生鮮食品、保存食品、加工食品、酒類、清涼飲料、 
   嗜好飲料及び調味料の販売 
20 日用雑貨、キャラクター商品などのデザイン・企画販売 
21 書籍、印刷物の企画制作及び出版並びに販売 
22 保育所及び託児所の経営と受託又は委託に関する業務 
23 一般乗合旅客自動車の運行委託、運転代行業及び宅配便業 
24 損害保険代理店業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険 
   代理店業 
25 前各号に附帯関連する一切の事業 
 
*下線の事業が収益基盤となっている模様 

社名 札幌大通まちづくり株式会社 
所在地 〒060-0063 札幌市中央区南3条西3丁目11番地 メッセビル4
階 
代表電話 TEL 011-211-1185  FAX 011-211-1186 
設立年月日 平成21年9月1日設立  

資本金        9,050,000円 
株主       一番街商店街振興組合 二番街商店街振興組合 札幌三番街商店街振興組合 
               札幌四番街商店街振興組合 札幌狸小路商店街振興組合 札幌地下街商店会 
               百貨店・専門店10社 企業6社 金融機関6社  札幌商工会議所 札幌市 
代表取締役社長    廣川雄一（札幌四番街商店街振興組合理事長） 
従業員数       5名 

参考：街づくり会社の事例2 

（出典：同社ホームページより引用） 
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持続可能な都市の創造に貢献する 

Sustainable Urbanization for Future 

ご清聴ありがとうございました。 


