
府中天満屋活用事業（第２期整備等）における官民連携事業の検討事項

経済観光部 商工労働課 Ｒ２.１０.３０

１ 委員会等の意思決定スキーム案及びアウトプットイメージ案

◆コンセプトと具体的検討イメージ【現段階でのコンセプトと検討イメージ】

２ 検討員会・ＷＧの進め方【展開イメージ】

狙い・ゴールのイメージ 議論内容 要素・ポイント 資料等
開催時期

(予定)

検討委員会

１回目

■取組み経緯、必要性

■現状計画の共有化（行政エリア１

期事業と２期事業、天満屋エリア）

■今後の検討内容（議論テーマ）

■コンセプト、ターゲット、コ

ンテンツの検討と確定

■検討委員会とＷＧの役割り

■総合計画、グランドデザイン

における玄関口としての賑わい

■駅周辺における回遊性向上

（若者、女性、子育て世代）

■第５期総合計画

■グランドデザイン

■プロポ―ザル提案書

■第１期事業計画デザ

イン

１０月下旬

２回目

■ＷＧの第１回検討内容の議論

■業務委託内容（整理）についての

意見交換と方向性の絞込み

■ＷＧ意見内容の整理と意見の

深掘り

■サウンディング調査の指示

■業務委託内容のまとめ素案

■ＷＧの内容の実現可能性の見

極め

■第１回ＷＧ検討資料

■業務委託内容素案資

料
１２月中旬

３回目

■ＷＧの第２回検討内容の議論と実

現可能性検討

■業務委託内容の方向性確認

■第１期事業、第２事業の取りまと

め

■業務委託内容のとりまとめ ■ＷＧの内容の実現可能性判断

■事業全体のとりまとめ

■第２回ＷＧ検討資料

■業務委託内容とりま

とめ資料 ２月中旬

ＷＧ

１回目

■取組み経緯

■現状計画の共有化（行政エリア、

天満屋エリア）

■実施事業・事業企画についての意

見交換

■サウンディング

■行政エリアの機能について

（叩き台）

■事業アイデア、プレイヤー候

補の可能性

■総合計画、グランドデザイン

における玄関口としての賑わい

■駅周辺における回遊性向上

（若者、女性、子育て世代）

■サウンディング

■第５期総合計画

■グランドデザイン

■プロポ―ザル提案書

■第１期事業計画デザ

イン

１１月初旬

２回目

■検討委員会の意見を踏まえて

■第１回意見の深掘り

■実施事業、事業企画のとりまとめ

■事業の具現化の検討

■実施事業、事業企画の実現可

能性

■サウンディングによる実現可

能性を検討し、状況によって軌

道修正
１月中旬

【アウトプットイメージ】

①事業全体の方向性検討・進め方

②ＷＧの内容の実現可能性判断

③第１期、第２期事業の調整・整理

【アウトプットイメージ】

①プレイヤー候補としての意見吸い上

げ

②事業アイデアの検討

③活用策の検討（府中らしさ、府中な

らでは）

④周辺施設との連携・整合性の検討

⑤市内経済の循環

検討委員会 業務委託事業者（凸版印刷） ＷＧ

【業務委託内容】

※天満屋活用事業とりまとめ

①事業背景の整理 【検討委員会】

②事業目的に基づくコンセプトの策定 【検討委員会】

③空間機能の整理とゾーニングの作成 【検討委員会】

④実施事業の検討、事業企画の検討 【ＷＧ】

⑤運営手法、運営体制の検討 【検討委員会】

⑥整備経費及び運営経費の財源の検討 【検討委員会】

⑦プレイヤー発掘、サウンディング調査 【ＷＧ】

⑧概算事業費の算出、整備スケジュールの作成【検討委員会】

調査・検

討・議論

指 示

とりまとめ

意見吸い上げ

サウンディング

●ものづくりハイブリッド大学（リアルオンライン両方の学び、大学の単位取得と連携

したカリキュラム）

●先端技術体験（ドローン操縦体験、５Ｇを活用したＶＲ、ＡＲ）

●市内企業ＰＲ（市内企業の技術体験、世代を超えた学びの提供、リクルート支援）

●貸し会議室（テレビ会議室システムなど最新の会議設備の提供、サテライトオフイス

の提供）

●コンテンツ制作スタジオ（最新コンテンツ制作、Ｖｔｕｂｅｒスタジオ提供）

●新規企業支援（チャレンジショップ、シェアオフィス）

●働く親（子育て世代）にフォーカスした事業の検討

子育て世代の自己実現の機会の創出、家事軽減、自分時間、お買い物予約サービス、

ドライブスルー、ネウボラとの相乗効果演出、自己実現のテストマーケット、モニタ

ーによる商品開発、コラボ商品開発、行政サービス、府中まちなか繁盛隊一店逸品運

動、ストリートピアノ、黒板アートetc.

●レストラン機能と活用

●道の駅や周辺の空きスペースの活用も視野に（天満屋事業に止まらないことを意識）

【コンセプト骨子】

「学び」と「チャレンジ」～幅広い世代への学びの場・機会の提供～

府中市のものづくり産業の集積、次世代育成の取組み、熱意のある人材・企

業が豊富であることなどを背景に、幅広い世代に対する学び・学び直しの機

会を提供することで、企業レベル個人レベルを通してた新たなビジネスや経

済循環の発現、自己実現の達成など、市民がチャレンジしている姿をブラン

ド価値にするという観点から、大学等と連携した遠隔授業や、５Ｇ・ドロー

ンなど先端技術を活用したコンテンツの展開

～アイデアをカタチに モノづくりデザイン～

知的好奇心～知る、学ぶ

ブックカフェ、ギャラリー、ワークショップやセミナーなど、お洒落で好奇

心をくすぐる内容

アイデアをカタチに～触れる、造る

府中市ならではの特色が体感できる、地場産業ショールームや工房、ドロー

ンや映像関連のスペース

実演・発表～魅せる、見せる

ドローンサーキット→飛ばす、走らせる、働かす、映像ディスプレイ（投

稿、動画、コンテスト）

集う・憩う・参加する

多くの世代がくつろいで時間を過ごしたり、フリマ、チャレンジショップな

どで市民が自由に使える溜り場、広場

【具体的検討イメージ】

資料７



３ 体系図と役割り

府中市議会 賑わいづくり特別委員会

調整・説明

凸版印刷株式会社

業務委託

業務調整・成果品

先進・類似・先端事例調査

調査・ヒアリング・視察調整

株式会社天満屋ストア

事業連携

福山市立大学 教 授 渡邉 一成

府中商工会議所 副会頭 岡崎 浩二

上下町商工会 会 長 伊藤 敏雄

ＵＲ都市再生機構 課 長 河野 吉輝

たんぽぽ園保育所 所 長 吉原 純

府中市観光協会 会 長 髙橋 良昌

(有)ミツワヤ 社 長 本宮 俊信

もみじ銀行府中支店支店長 藤田 佳浩

（株）タテイシ広美社会長 立石 克昭

(株)ＮＴＴドコモＣＳ中国部長 沖本 茂雄

府中市 副市長 村上 明雄

㈱天満屋ストア管理本部長 加島 誠司

（オブザーバー）

意見吸い上げ サウンディング調査・検討・議論
指 示

とりまとめ

地元企業・団体、市外事業者

ヒアリング

■ＮＰＯ法人府中ノアンテナ

代表 水主川 緑

■府中商工会議所青年部会

会長 森山 直洋

■(株)モノミラ

代表取締役 山路 大介

■若葉家具（株）

代表取締役 井上 隆雄

■府中大学誘致の会

会長 井上 達也

■（株）ケーブルジョイ

副社長 唐川 克秀

■出義

代表者 出原 義史

■写真家

島田 達彦

■中下モータース（株）

河村 昌子

■ネウボラコーディネーター

池田 恵子

■子育て世代

大畑 及愛

■子育て世代

有永 実香

■㈱天満屋ストア

松木 裕太

■タテイシ広美社

渡邉 大樹

■府中市立図書館

館長 田中 いづみ

■シンメン

平 康太朗

■大学生

稲葉 遥

ビジネス・産業振興等（8名）+4課 働く女性・若者・子育て等（9名）+5課

ＷＧメンバー案（17名）＋ キャップ(4名)+8課
検討委員会メンバー案（11名）＋1名

【庁内連携体制】

■政策企画課

■情報政策室

■地域振興課

■商工労働課（連係室）

※原則、ミッションの中心となる

メンバーによる構成

【庁内連携体制】

■都市デザイン課

■女性こども課

■教育政策課、学校教育課

■商工労働課

※原則、ミッションの中心となるメ

ンバーによる構成

まちづくり 渡邉 一成（福山市立大学） まちづくり 河野 吉輝（UR都市再生機構）

産 業 竹田 清則（政策アドバイザー） ＩＣＴ 國丸 昌之（政策アドバイザー）

府中市経済観光部商工労働課

事務局

経済観光部長

副 市 長

プロジェクトリーダー

天満屋活用プロジェクト推進チーム

・政策企画課 ・地域振興課 ・情報政策室

・女性こども課 ・都市デザイン課

・教育政策課 ・学校教育課

関係課


