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第Ⅰ部
第１章

本編
はじめに

まちなか空間は、商業、業務活動の場としてだけでなく、人々の交流の場として、地域
の歴史、文化を育む場として重要な役割を持っている。しかし、中心市街地を含むまちな
か空間はモータリゼーションの進展、高地価と権利の輻輳、商業集積の魅力低下等の様々
な要因により空洞化が進み、平成 10 年に、「中心市街地における市街地の整備改善及び商
業等の活性化の一体的推進に関する法律」（平成 10 年法律第 92 号。以下「中心市街地活
性化法」という。）
、
「大規模小売店舗立地法」
（平成 10 年法律第 91 号。以下「大店立地法」
という。）
、「都市計画法」
（昭和 43 年法律第 100 号）の、いわゆる「まちづくり三法」が
制定され、各種の活性化施策が実施されてきたが、空洞化に歯止めがかかったとは言えな
い状況にある。加えて、近年においては商業施設の大型化と郊外立地の傾向が進み、社会
経済状況等の変化の影響を受けて、まちなかに立地する大規模施設が突然閉鎖するなど、
わが国の大部分の自治体がまちなか空間の再生を喫緊の課題として抱えている。
こうした状況を受け平成 18 年 7 月、施行から 8 年を経て「まちづくり三法」が改正され
た。しかしながら、
「具体的に何をしたらよいのかわからない」という自治体も少なくない。
当調査は、地域が直面している具体事例調査に重点をおき、「現場」から導き出される課
題、解決策、成功要因を主に整理し、自治体等へ情報提供を行おうとするものである。
まず、まちなか空間の現状に関する既存文献の分析（第２章）をふまえ、第一に全国の
自治体にアンケート調査（第３章）を実施し、第二に研究会や講演 1 を通じてディベロッパ
ーや行政、商店街等、各々立場から最前線の意見を伺い（第４･５･６章）、加えて第三とし
て現地ヒアリング調査を実施することで様々なケースの再生事例（失敗事例含む）におけ
る課題と有効な手法を取りまとめ、それらから共通の成功要因を抽出しようと試みた（第
７章）。
なお、本報告書が対象とする「まちなか空間」とは「居住・業務・公共・商業など各種
都市機能が雑居し、周囲に比べ相対的に高い密度で定住人口と交流人口の両方が集中して
いる場所 2 」とする。
「まちなか＝商店街」として解釈されることが多かったが、実際には住宅・業務・公共・
商業の諸機能が一定以上の密度で集積し、継続的に投資と用途の入れ代わりが起きている
限定された場所を指しており、商店街はその一部に過ぎないと考えられる。

1 地域振興フォーラム（2006.10.17 開催）
、地域産業交流セミナー（2006.11.21 開催）
2 藻谷浩介「中心市街地空洞化問題のそもそも論と対処策」
『産業立地』2001.5 より引用
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第２章

まちなか空間再生の現況

２－１ 中心市街地・商店街の現況
(1) 中心市街地の現状
現在、わが国の中心市街地は一部地域を除いて衰退が深刻化しており、地域に対して
も大きな影響を及ぼしている。中心市街地の問題については各種の資料・報告書が公表
されているが、国土交通省社会資本整備審議会の昨年度報告書 3 では昨今の中心市街地に
みられる特徴的な状況について
①居住人口の減少と商業機能の衰退の関係
②業務機能・文化交流機能における中心性の低下
③空き店舗・空き地の増加
の３点を挙げている。つまり、中心市街地の現状は、単なる中心部の商店街の衰退と
いう商業機能だけが低下しているのではなく、居住・業務・文化交流等の都市の中心的
機能が複合的に低下していることを指摘している。
これらを経済産業省産業構造審議会流通部会・中小企業政策審議会経営支援分科会商
業部会合同会議が作成した参考資料 4 から概観すると、①については、中心部における居
住人口の減少と、小売販売額・売場面積のシュア低下が同時に進行している（図 2-1、2-2、
2-3）。都市人口規模が大きい地域は販売額が大きいことから、地域の人口と販売額には
相関性があり、中心部における居住人口の減少に伴って、中心部の小売販売額・売場面
積のシュアが減少し、中心部から中心部以外へ商業機能が移転していることが見て取れ
る。
②については、中心部における事業所数が一貫して減少しているとともに、従業者数
のシュアも減少している（図 2-4、2-5）。また、文化施設、病院、学校施設は郊外部での
立地が多くなっており、1980 年以降、文化施設、病院の郊外移転が進んでいることがわ
かる（図 2-6、2-7）。特に地方圏における病院については半数弱（46％）の施設が用途地
域外のいわゆる郊外に立地しており、郊外立地の割合は増加している（図 2-8）。これら
に呼応するように典型的地方都市において中心市街地の歩行者通行量が 10 年で半数近く
減少しており（図 2-9）、こうした状況から中心市街地では商業機能のみならず業務機能
や文化交流機能を含めた都市の中心的機能が相対的に低下していることがわかる。
③については、上述の結果として中心市街地における低・未利用地が件数、面積とも
に増加し、平面駐車場の面積が急増している（図 2-10）。中心市街地が形の上からも商業
活動の場、住む場、働く場、交流する場としての機能を喪失し、空洞化が進んでいるこ
とが伺える。

3 国土交通省社会資本整備審議会答申『新しい時代に対応した都市計画はいかにあるべきか。
（第一次答申）
』2006.2

＜http://www.mlit.go.jp/singikai/infra/toushin/toushin_04.html＞
4 経済産業省産業構造審議会流通部会・中小企業政策審議会経営支援分科会商業部会合同会議『中間報告』2005.12

＜http://www.meti.go.jp/report/data/g60106aj.html＞
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図 2-1 都市人口規模別の中心部の人口の推移

図 2-2 都市人口規模別の中心部の販売額の推移

図 2-3 都市人口規模別の中心部の売場面積の推移
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図 2-4 都市人口規模別の中心部の事業所数の推移

図 2-5 都市人口規模別の中心部の従業者数の推移
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図 2-6 公共公益施設の地域別立地状況

図 2-7 公共公益施設の郊外移転状況

5

図 2-8 地方圏における病院施設（延べ面積３千㎡以上）確認時期別立地状況

図 2-9 地方都市における中心市街地における歩行者通行量の推移

6

図 2-10 空き家・空き店舗等の件数及び面積の推移

なお、総務省の調査 5 では、まちづくり三法制定前後の中心市街地の状況を比較すると、
調査対象となった市町の中心市街地の人口・商店数・販売額等が低下していることに加
え、調査対象となった市町の半数以上（59％）で中心市街地が「活性化していない」と
の認識を示したことから、活性化が図られていると認められる市町は少ないと結論付け
ている。
また、全国の商工会議所を対象とした日本商工会議所による調査 6 では、中・長期的に
みた中心市街地の方向性として、「衰退に向かっている」又は「変わらない」との回答が
７割弱（66.9％）を占めるとともに、特に中心市街地に限定したものではないが、全国の
商店街を対象とした中小企業庁の調査 7 によると、全国 3,455 商店街の景況感は「停滞し
ている」又は「衰退している」と回答した商店街が大部分を占め（96.6％）、現場での認
識も極めて厳しくなっている。当該調査では商店街における問題として、従来、大型店
との競合等の影響が多く挙げられてきたが、近年は、後継者難や個別の店舗の魅力不足
等、商店街自体の問題を指摘する答えが増加しており、商店街の問題に対する意識が大
規模店舗等の外的要因だけではなく、商店街自体の内的要因へと変化していることが回
答結果から示されている

5 総務省『中心市街地の活性化に関する行政評価・監視』
（報道資料）2004.9

＜http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/pdf/040915_1_1.pdf＞
6 日本商工会議所『
「平成 16 年度まちづくり問題に関するアンケート調査」集計結果』2005.5

＜http://www.jcci.or.jp/machi/h050817tyousa.pdf＞
7 中小企業庁『平成 15 年度商店街実態調査の概要』2004.5

＜http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/20040519_syoutengai_hokokusyo_doc.pdf＞
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２－２ 大規模店舗の現況
現在、特に地方都市においては大規模店舗の郊外化、大型化、複合化が進む一方で、
大手流通資本の低迷、破綻に伴う撤退の問題が同時並行して発生しており、地域に大き
な影響を与えている。
(1) 大規模店舗の出店状況
商業施設の大型化と郊外立地という傾向はモータリゼーション流通革命需要構造の変
化によって生じ、規制緩和によって顕在化したと考えられている 8 。
こうした状況を経済産業省産業構造審議会流通部会・中小企業政策審議会経営支援分
科会商業部会合同会議が作成した参考資料 9 から概観すると、大規模小売店舗の新設届出
数については、平成２年の（旧）大店法の運用適正化措置による緩和以降急激に増加し
たが、平成 12 年の大店立地法の施行以降は増加傾向が見られず高い水準にはない（図
2-11）。しかしながら、大型店増加という印象を与えているのは、ここ数年、商業施設の
大型化が進んでいることが一面にあると考えられる（図 2-12）。
この、商業施設の大型化に伴う売場面積の増加が続く一方で、小売業の販売額は低下
傾向となっていることから、売場効率（１㎡当たりの販売額）は、店舗規模の大小を問
わず平成３年をピークに低下してきている（図 2-13）。こうした、店舗効率の低下も事業
コストが割安な郊外へと向かわせる要因に挙げられる。
これを示すように、近年の大型商業施設の立地は、用途地域別に見ると、商業系用途
地域の立地が減少する一方で、工業系用途地域・非線引き白地地域等への立地割合が拡
大している（図 2-14）。特に地方圏においては工業系用途地域・非線引き白地地域等への
立地割合が拡大しており、都市計画が想定している商業系用途地域の立地は 38％に過ぎ
ず（平成 13 年～16 年開店、延べ床面積 10,000 ㎡以上）、むしろ都市計画が想定してい
ない立地の方が主流となっている。
なお、同会議においても、改正前の都市計画法等の土地地用に関する制度が不十分で
あると指摘してあり、今回のまちづくり三法改正における都市計画法の改正案では、大
規模集客施設の立地調整の仕組みを適正化し、郊外への都市機能の拡散を抑制する内容
となっている。

8 国土交通省社会資本整備審議会答申『新しい時代に対応した都市計画はいかにあるべきか。
（第一次答申）
』2006.2
9 経済産業省産業構造審議会流通部会・中小企業政策審議会経営支援分科会商業部会合同会議『中間報告』2005.12

＜http://www.meti.go.jp/report/data/g60106aj.html＞
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図 2-11 大規模商業施設（3,000 ㎡以上）の立地動向

図 2-12 売り場面積規模別にみた大規模商業施設数の推移

出典：商業統計

9

図 2-13 売場面積規模別の販売効率の推移（販売額／売場面積）

図 2-14 大規模商業施設（延べ床面積１万㎡以上）の開店時期別立地状況

三大都市圏
地方圏
10

(2) 大手流通資本の破綻
大手流通資本の百貨店・スーパーが低迷を続ける中、長崎屋、マイカル、そごう、
壽屋、ダイエーの破綻が連鎖的に発生するとともに、全国で不採算店舗の撤退が相次
いだ。大規模店舗の突然の撤退は、特に大規模店舗がまちなか空間に立地している場
合、当該地区の空洞化を一気に進行させ、まちを大きく変質させる。それにとどまら
ず、日本商工会議所の報告書 10 では、失業者対策・後継店舗対策・取り壊し費用の発生
等、地域経済に大きな負担をもたらし、地域経済の衰退に拍車をかけているとしてい
る。
前出の「平成 16 年度まちづくり問題に関するアンケート調査」（日本商工会議所）
によれば、「退店店舗が多い立地場所」は「中心市街地」が約５割（50.9％）、「中心市
街地」の周辺が約２割（21.2％）を占めている（図 2-15）
。中心市街地の場合、大規模
店舗の撤退に伴う集客力の低下は周辺商店街の衰退を加速化させ、大規模店舗だけの
課題に留まらず、周辺地域にも大きな影響を及ぼすと考えられる。同調査では「影響
が最も大きかった退店店舗の状況」は「埋まっている」店舗が約４割（37.9％）に対し
て、
「空き店舗になっている」
「空き地になっている」店舗が約４割（41.4％）と調査時
点で半数近くの店舗が退店後も活用できていない状況にある（図 2-16）。
また、「退店に際しての地元への情報提供」について「事前の情報開示や跡地利用の
相談など早期の情報提供が概ね行われた」のは３割弱（27.4％）となっており、多くの
場合では十分な情報提供がないまま、影響の大きい大規模店舗が撤退したケースが多
くみられるとされている（図 2-17）
。
図 2-15 退店店舗が多い立地場所

10日本商工会議所『地域における大型空き店舗の発生と処理状況～大型店退店に伴う地域への影響に関する調査結果～』

2005.4
＜http://www.jcci.or.jp/machi/h050817tyousa.pdf＞
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図 2-16 影響が最も大きかった退店店舗の状況

図 2-17 退店に際しての地元への情報提供

なお、今回のまちづくり三法改正では、大手流通業は「社会的責任」を求められ、
地域に対する退店の経済的影響を軽減することを目的に、地域への事前通告等の規定
が付加された。
下記は大手流通資本の破綻の現況である 11 。
○㈱長崎屋
・手続申立日：2000 年 2 月（会社更生法）
・売上高：単体で約 3,100 億円（1999 年 2 月期）
・従業員数：単体で約 2,600 名
・店舗数：55 店舗（1999 年時点では全国 96 店舗）
・負債総額：単体で 3,000 億円、グループ 4 社で約 3,800 億円

11同上報告書から引用
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○㈱そごう
・手続申立日：2000 年 7 月（民事再生法）
・売上高：単体で約 1,500 億円（1999 年 2 月期）
・従業員数：単体で約 1,900 名（グループ全体で約 1 万人）
・店舗数：国内 12 店舗（2000 年時点では国内 28、海外 18 店舗）
・負債総額：単体で 6,900 億円、グループ 22 社で 1 兆 8,700 億円
○㈱マイカル
・手続申立日：2001 年 9 月（民事再生法）
・売上高：単体で約 1 兆円（2001 年 2 月期）
・従業員数：単体で約 5,200 名（グループ全体で約 6 万人含パート）
・店舗数：全国 109 店舗（法的手続申請時には全国 144 店舗、グループ 215 店舗）
・負債総額：単体で約 1 兆 3,900 億円、グループ 7 社で 1 兆 7,400 億円
○㈱ダイエー
・手続申立日：2002 年 4 月（産業活力再生特別措置法認定）
2005 年 5 月（産業活力再生特別措置法認定）
・単体で約 5,800 億円（2007 年 2 月期）
・従業員数：単体で約 7,000 名
・店舗数：全国 208 店舗
・負債総額：単体で約 1 兆 390 億円
○その他流通企業の撤退
・ブーツ

業態：ドラッグストア（英系）、進出時期：1999～2001 年、店舗数：4

・ セフォラ

業態：化粧品専門店（仏系）、進出時期：1999～2001 年、店舗数：7

・ カルフール

業態：高級スーパー（仏系）、進出時期：2000～2005 年、店舗数：8
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２－３ 中心市街地活性化とまちづくり三法
(1) まちづくり三法制定の経緯
わが国のまちづくりの基本については、「中心市街地活性化法」、「大店立地法」、
「都市
計画法」の、いわゆる「まちづくり三法」が制定されている。かつては「大規模小売店
舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」
（昭和 48 年法律第 109 号。以下「大
店法」という。）により、大規模な集客が予想される大型店の出店に際して、既存の中小
店を保護するため、店舗の規模や閉店時間等の調整が行われていた。
しかし、近年の中心市街地の衰退状況から、出店するのが中心市街地か郊外かという
立地場所も焦点となってきた上、これまでの大型店の需給調整的な出店調整にとどまら
ない総合的な観点が求められるようになったことから、平成 9 年、大店法の廃止が決定
された。そして、平成 10 年、関連法を一体的に推進し、地域の実情に合ったまちづくり
を行うことを目的として制定（都市計画法は改正）されたのが、まちづくり三法である。

大店立地法（Ｈ12 年～）
大型店の立地に際して「周辺の生活環境の保持」の

中心市街地活性化法（Ｈ10 年～）

観点からの配慮を求める。

中心市街地の活性化のために 8 府省庁で「市街
地の整備改善」、
「商業等の活性化」を一体的に

都市計画法の改正によるゾーニング

推進。

（土地利用規制：Ｈ10 年～）
地域毎に大型店の適正な立地を実現。
大型店の郊外立地を制限する必要があると市町村
が判断した場合の土地利用規制制度を措置。（特別
用途地区、都区別用途制限地域）

(2) まちづくり三法改正の概要
まちづくり三法は中心市街地活性化法及び各種の支援策により活性化を実現しようと
するものであった。しかしながら、制定から７年を経て、中心市街地の活性化に取り組
む地域は数多くあるものの、目に見える効果が挙がっているところは少なく、総じて言
えば中心市街地の状況は必ずしも改善していない 12 。現状のまま中心市街地が衰退し、市
街地の機能が郊外へ拡散していくと、少子高齢化により人口が減少に転じる中で、地方
財政が都市のインフラ維持のためのコストに耐えられなくなるとともに、高齢化や治安
の悪化等によりコミュニティが荒廃するおそれもある。
こうした危機感から、近年、市街地の郊外への拡散を抑制し、まちの機能を中心市街
12まちづくり三法見直し検討ワーキングチーム、
『まちづくり三法見直しに関する最終取りまとめ』2005.12,p.1
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地に集中させるコンパクトシティの考え方が提唱されている。このような状況を背景に、
まちづくり三法の見直しが進められ、平成 18 年 5 月、まちづくり三法の改正法案が成立
した。改正法の概要を以下に述べる。
これまでの中心市街地活性化法では、
「中心市街地における市街地の整備改善及び商業
等の活性化の一体的推進」を法目的としていた。そのため中心市街地の活性化が商業者
保護のように捉えられ、地域住民の十分な協力が得られないケースもあった。このよう
な反省を踏まえ、今回の改正中心市街地活性化法では、法目的を「少子高齢化、消費生
活等の状況変化に対応して、中心市街地における都市機能の増進及び経済の活力の向上
を総合的かつ一体的に推進」に改めた。多様な関係者が集う中心市街地の活性化には関
係者間の連携が必要不可欠であり、中心市街地に対する参加意識を促していく必要があ
る。そのため基本理念においても「地域における社会的・経済的及び文化的活動の拠点
となるにふさわしい魅力ある市街地の形成を図ることを基本とし、地方公共団体、地域
住民及び関係事業者が相互に密接な連携を図りつつ主体的に取り組むことの重要性にか
んがみ、その取組みに対して国が集中的かつ効果的に支援を行う」ことを掲げ、
「連携」
の重要性を指摘している。
また、市町村が中心市街地活性化法に基づく支援措置を受けるためには、中心市街地
活性化基本計画を策定しなければならないが、改正法ではこれまでの公表・主務大臣及
び都道府県への写しの送付に止まっていた作成手続きを見直し、内閣総理大臣による認
定制度に改めている。内閣総理大臣を本部長とする「中心市街地活性化本部」を内閣に
設置し、基本方針案の作成、各省庁間にまたがる各種支援施策の総合調整、事業の実施
状況のチェック、レビューを行い、支援地域の選定を厳正に行う。「選択と集中」の仕組
みを導入し、やる気のある市町村の重点的支援により、中心市街地活性化の「成果」を
重視する。5 年以内に実現可能なプランでなければ基本計画に盛り込めない等、これまで
の基本計画と異なり、実現可能性の高い計画を積極的に支援していこうとするものであ
る。
このような計画を実際に実施するために、今回は「機能するＴＭＯ」の設置にも力点
をおいている。タウン・マネジメント活動の機能強化を図るため、改正前の中心市街地
活性化法に基づき、商業活性化のための取組み（中小小売商業高度化事業計画）に偏っ
て事業を推進してきたＴＭＯ(タウン・マネジメント機関)の組織及び活動を抜本的に見直
し、民間によるまちづくりの司令塔として、まちづくり全体に関わる活動を総合的に実
施することを可能とするタウン・マネジメント体制を構築するものである。具体的には、
内閣総理大臣の認定を受けた基本計画に記載された事業を一体的かつ円滑に実施するた
めに必要な事項を協議する「中心市街地活性化協議会」を中心市街地ごとに新たに設置
（法定化）する。協議会は、商工会議所・商工会・まちづくり会社等と中心市街地整備
推進機構等が共同で組織し、市町村や地権者など多様な担い手の参画を得て様々な民間
事業活動をとりまとめ、地域のまちづくりを総合的にコーディネート（企画・調整）す
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る。この取組みによってＴＭＯを、中心市街地に関わる様々な人々が参画できる総合マ
ネジメント組織として機能させることを目指している。
また、都市計画法・建築基準法の改正法では、これまで無制限に 3000 ㎡以上の大規模
商業施設の立地が可能となっていた第２種住居地域、準住居地域、工業地域といった商
業系以外の地域について制限を加えるなど、法全体として郊外にいくほど規制が厳しく
なる体系への移行が図られた。大規模商業施設の立地調整の面では機能していなかった
立地調整の仕組みを適正化した内容となっている。
○中心市街地活性化法の主な改正内容
①基本法的な位置づけへの改正
既存の法律名に含まれる「市街地の整備改善」、「商業等の活性化」にとどまらず、
総合的に活性化策を進める必要性から、基本法的な性格を持つ「中心市街地の活性化
に関する法律」へ名称変更する。また、多様な魅力を持った中心市街地の形成に向け
関係主体が連携して取り組み、それに対し国が集中的・効果的に支援を行うという、
活性化の基本理念を規定する。さらに国、地方公共団体及び事業者の中心市街地活性
化のための責務規定を新設する。
②国の体制等の強化
内閣総理大臣を本部長とする中心市街地活性化本部を設置して関連省庁の連携・調
整を図り、施策の総合的な推進体制を整える。また、市町村が策定した計画について、
内閣総理大臣が認定を行う制度を導入するとともに、本部においては、活性化事業の
実施状況のチェック＆レビューを行う。
②総合的推進体制の整備
ＴＭＯ を発展的に改組し、商工会・商工会議所等に加え、市街地の整備や住宅開発
等を行う事業者等、多様な関連主体が参加する「中心市街地活性化協議会」を中心市
街地ごとに新たに設置（法定化）。
協議会は、基本計画に対する関係者の意見をとりまとめて市町村と協議したり、基
本計画に基づく事業を実施する各主体が事前協議を行ったりするなど、地域のまちづ
くりを総合的にコーディネートする。これにより、多様な主体が目標を共有し、連携
をとりつつ、効果的に事業を推進できる体制を整備する。
③意欲的な中心市街地への支援拡充
市街地の整備改善、都市福利施設の整備、まちなか居住の推進、商業の活性化、公
共交通機関の利便性増進など、認定基本計画に対して補助事業の実施等の支援を重点
的に行う。

○都市計画法・建築基準法の主な改正内容
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都市計画法の改正法は、大規模集客施設の立地調整の仕組みを適正化し、郊外への都
市機能の拡散を抑制するものである。この場合の大規模集客施設とは、延べ床面積が
10,000 ㎡を超える施設を指し、店舗以外にも、飲食店、劇場、映画館、展示場等が含ま
れる。
①大規模集客施設立地の適正化
・非線引き白地地域や準都市計画区域内で用途地域が定められていない地域での大規
模集客施設の建設は原則不可能とする。
・市街化調整区域への例外規定を廃止し、原則として全ての開発について許可制とす
る。
・用途地域による規制を厳格化し、大規模集客施設については、原則として商業地域・
近隣商業地域・準工業地域においてのみ立地可能とする。
・三大都市圏及び政令指定都市以外の地方都市では、準工業地域において大規模集客
施設の立地を抑制する特別用途地区を指定することが基本計画の認定を受けるため
の絶対条件となる。
・都市計画区域外の取り扱いを見直し、農業関係の規制と連携させる。具体的には、
準都市計画区域制度を見直し、農地を含め、土地利用の整序が必要な区域等に、幅
広く準都市計画区域を指定できるようにする。
②広域調整の仕組みの創設
・都道府県が広域的な視点から望ましい立地を調整できるような仕組みを整備する。
市町村が用途地域の変更等を行う場合には、都道府県知事の同意が必要となるが、
その際、関係する他の市町村の意見を求めることを可能とする。また、準都市計画
区域の指定権者を、現行の市町村から、広域的視点で指定が行える都道府県に改め
る。
③公共公益施設の中心市街地への誘導
・開発許可の不要であった医療施設・社会福祉施設・学校についても開発許可の対象
とする。
○大店立地法の主な改正内容
①業界ガイドラインの作成等による事業者の社会的責任を強化する。
②大規模小売店舗併設サービス施設を対象施設に含める。
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(3) まちづくり三法の改正後の状況
平成 18 年 9 月 8 日に「中心市街地の活性化を図るための基本的な方針」が閣議決定さ
れ、9 月 26 日には中心市街地活性化本部より「中心市街地活性化基本認定計画認定申請
マニュアル」が策定された。これを受け、まちづくりに取り組んできた全国の市町村で
は、中心市街地の指定を受けようと計画づくりに取り組んでいる。既に「コンパクトシ
ティ」施策に取り組んできた富山市や青森市は同年中に基本計画の認定を申請している。
○中心市街地の活性化を図るための基本的な方針の内容
①中心市街地の活性化の意義及び目標
人口減少、少子高齢社会を迎えている中で、高齢者にも暮らしやすいコンパクトな
まちづくりを進める。
②中心市街地の活性化のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針について
・政府における推進体制を整備する。
・基本計画の認定基準を設定する。具体的には、定量的な数値目標を設定（人口、歩
行者通行量、事業所数、年間小売販売額など）
、計画期間は、概ね 5 年以内を目安と
する。
・政府が基本計画の実施状況についての評価を実施する。
③中心市街地の位置及び区域
原則的には１市町村に１区域。
④各種事業等の推進
市街地整備、教育･医療･福祉等都市福利施設の整備、街なか居住の推進、商業の活
性化など事業推進のための措置を行う。
⑤事業等の総合的かつ一体的推進
・推進体制を整備する。具体的には、市町村の行政担当部局の連携のみならず民間事
業者、有識者、地域住民等の連携を図る。中心市街地活性化協議会(事業の実施者に
加え、地権者、地域住民、行政等多様な者の参画)を設置する。
・基本計画に基づく事業・措置の一体的推進、住民等様々な主体の巻き込み。
⑥中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置
・基本計画の認定に際しては、集積のための取組や周辺の開発状況等を踏まえ判断す
る。
・都市機能の集積を図るため、都市計画手法を活用する。
⑦その他中心市街地の活性化に関する重要な事項
・実践的、試行的な活動等により、厳選された事業による計画を策定する。
・都道府県で、必要な体制整備を行い、市町村との意見交換、市町村への支援、助言
を実施する。
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第３章

アンケート調査

３－１ アンケート調査の内容
前章の既存資料等によるまちなか空間再生の現況把握を受けて、全国のまちなか空間
空洞化の代表的事例把握を目的とした「まちなか空間再生事例調査」を実施した。
(1) 調査概要
・調査対象
全都道府県、政令指定都市の自治体担当者（計 62 件）
・調査方法
郵送留置法
・調査期間
調査票発送：平成 18 年 5 月 15 日

締切り：平成 18 年 5 月 31 日

・回答数
45 件（回答率 72.6％）
・調査内容
A：「空洞化の発生するおそれのある駅前商店街の事例」
B：「空洞化の発生するおそれのあったもしくは空洞化した駅前商店街が再生した事例」
C：「閉鎖される可能性のあるもしくは閉鎖された大規模店舗の事例」
D：「一旦閉鎖された大規模施設またはその跡地が有効活用され再生した事例」
の４ケースについて代表的な事例を情報提供していただくもの（以下、
「ケースＡ、
Ｂ、Ｃ、Ｄ」とよぶ。）
。
(2) 調査結果のポイント
・ケースＡ
「空洞化の発生するおそれのある駅前商店街」の代表的な事例として挙げられたも
のは、「近隣住民、近隣で働く人が中心」（17/20）で「小規模な小売店舗のみで構成」
（13/20）された「衣料・食料など生活必需品主体の商店街」（13/20）が多くなってお
り、近隣住民の生活に密着していた商店街が主に空洞化している現状が伺える。
・ケース B
「空洞化の発生するおそれのあったもしくは空洞化した駅前商店街が再生した事例」と
して挙げられたものはなく、空洞化した駅前商店街の再生が難題であることを示している。
となみ駅前商店街振興組合の１件のみ回答。砺波商工会議所が主体となり、空き店
舗対策事業を行うとともに景観事業に着手して活性化を推進しているものの、
「再生に
至った」という状態にはまだ至っていないとの但し書きがある。
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・ケース C
「閉鎖される可能性のあるもしくは閉鎖された大規模店舗」の代表的な事例として
挙げられたもののうち、半分以上は今後の利用計画はなく（27/42）、そのほとんどで
閉鎖したままの建物が残っている（24/42）。
また、駐車場はほとんどの地域で「十分あった」または「近隣の駐車場を利用すれ
ば問題なかった」（35/42）としており、自家用車のアクセスには対応できていたこと
が伺える。
いわゆる大手流通資本の破綻に関する事例が半数近く含まれていることから（15/42
（財団独自集計））、来客数の減少以外の理由による閉鎖もありうるものと考えられる。
なお、全体のうち下記７件については今後の利用計画があるとしている。
・十字屋仙台店（仙台市）→株式会社東急レクリエーションによる賃貸（キーテナ
ント：ヤマダ電機）（2007 年 3 月予定）
・西那須野 S.C とりせん（栃木県）→官民一体の整備計画推進中
・リヴィン前橋店（群馬県）→スーパー＋中央公民館を計画中
・ダイエー津田沼店（千葉県）→複合商業施設を計画中
・田丸屋ビル（西武百貨店静岡店）
（静岡市）→静岡パルコ（2007 年 3 月 15 日予定）
・丸正百貨店（和歌山県）→複合商業施設（2007 年 5 月予定）
・ダイエー那覇店（沖縄県）→民間事業者と交渉中
・ケース D
「一旦閉鎖された大規模施設またはその跡地が有効活用され再生した事例」の代表
的な事例として挙げられたもののうち、半数以上は、外観はそのままで再利用されて
いる（8/14）
。
再生の方法としては①民間中心で再生した事例と、②行政が関与して再生した事例
の大きく２つに分類できる。
①民間中心で再生した事例
本町十番館

建物改修をして福島学院大学福島駅前キャンパスとして再活用。

（福島県）
ハイパーマート富山店

建物はそのまま「富山マイプラザ」として再活用、施設内には、新

（富山県）

鮮市場、ジョーシン、ダイソーなどがある。

長野そごう

信越放送新本社を核とする、メディアと商業施設、公益施設、立体

（長野県）

駐車場が融合した再開発複合施設「TOiGO」として改築。

大丸百貨店

建物はそのままディスカウントストアとして再活用。

（和歌山県）
小倉東映会館

地元で賃貸マンションを多数供給する不動産会社が取得後、住宅商

（北九州市）

業複合施設として改築。
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スーパーかわの

地元ガス会社が取得後、フィットネスクラブとして改築。

（宮崎県）

②行政が関与して再生した事例
ア）第三セクターによる再生
木更津そごう

市が取得後、木更津商工会議所を中心に設立された第三セクターへ

（千葉県）

一括賃貸。テナントビル「アクア木更津」として再活用。

豊田そごう

市も出資する豊田まちづくり㈱が取得後、後継キーテナントとして

（愛知県）

松坂屋を誘致。ファッション専門店街「T-FACE」と併せて再活用。

エンドーチェーン

大店立地法の手続きを緩和する特区制度を活用し、市の出資した第

古川駅前

三セクターがシネマコンプレックスを含む商業複合施設「リオーネ

（宮城県）

ふるかわ」として改築。

イ）行政施設としての利用
長崎屋今市店

地元の「スーパーかましん」の入居とともに、市が市民サービスセ

（栃木県）

ンターを新規開設。

丸川屋

市が買取り、福祉関係の拠点施設「あい愛プラザ」として改修。

（群馬県）
東洋紡小松島工場

地域基幹医療施設として新築された「徳島赤十字病院」とコンビニ

（徳島県）

エンスストア等からなる複合施設として改築。

ウ）補助金の投入による再生
宮古サティ

地元商業者による共同出資会社を設立後、国・県の補助を受けて、

（岩手県）

施設を取得・改修。教養文化施設を含んだ商業施設「キャトル」と
して再活用。

サティ松山

地元の商店街振興組合が経済産業省・中小企業庁の補助金「大型空

（愛媛県）

き店舗活用支援事業」を受けて、空き店舗を借り受けるとともに、
店内改修を行い、テナント事業を行う。
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(3) 調査結果の概要
○都道府県別回答数単純集計
表 3-1 都道府県別回答数単純集計
札幌市
有
0
0
0
0

秋田県
有
0
0
2
0

山形県
有
1
0
2
0

関東
埼玉県 さいたま市 千葉県
有
有
有
0
0
0
0
0
0
1
0
3
0
0
1

千葉市
有
0
0
0
0

東京都 神奈川県
ナシ
有
0
0
0
0
0
0
0
0

横浜市
ナシ
0
0
0
0

川崎市
有
0
0
0
0

計

静岡県
有
2
0
0
0

静岡市
有
0
0
1
0

愛知県
有
0
0
0
1

名古屋市
ナシ
0
0
0
0

計

堺市
ナシ
0
0
0
0

兵庫県
ナシ
0
0
0
0

神戸市
有
0
0
0
0

奈良県
ナシ
0
0
0
0

和歌山県
有
1
0
1
1

計

中国・四国
広島市 山口県
ナシ
ナシ
0
0
0
0
0
0
0
0

徳島県
有
3
0
2
1

香川県
有
0
0
1
0

愛媛県
有
0
0
0
1

高知県
有
0
0
1
0

計

九州
長崎県 熊本県
有
ナシ
1
0
0
0
0
0
0
0

大分県
ナシ
0
0
0
0

宮崎県 鹿児島県
有
有
0
0
0
0
0
0
1
0

沖縄県
有
0
0
1
0

計

総計

6
0
8
2

20
1
42
14

北海道
ナシ
0
0
0
0

県名
回答
ケースＡ
ケースＢ
ケースＣ
ケースＤ

茨城県
有
0
0
1
0

県名
回答
ケースＡ
ケースＢ
ケースＣ
ケースＤ

新潟県
ナシ
0
0
0
0

富山県
有
1
1
1
1

石川県
有
0
0
1
0

福井県
有
3
0
2
0

山梨県
ナシ
0
0
0
0

県名
回答
ケースＡ
ケースＢ
ケースＣ
ケースＤ

三重県
ナシ
0
0
0
0

滋賀県
ナシ
0
0
0
0

京都府
ナシ
0
0
0
0

京都市
有
0
0
0
0

大阪府
ナシ
0
0
0
0

県名
回答
ケースＡ
ケースＢ
ケースＣ
ケースＤ

鳥取県
有
0
0
1
0

島根県
有
0
0
1
0

岡山県
有
1
0
2
0

広島県
ナシ
0
0
0
0

県名
回答
ケースＡ
ケースＢ
ケースＣ
ケースＤ

福岡県 北九州市
有
有
0
1
0
0
1
0
0
1

福岡市
有
0
0
0
0

佐賀県
有
4
0
6
0

栃木県
有
0
0
2
1

青森県
有
0
0
1
0

北海道・東北
宮城県 仙台市
有
有
0
0
0
0
1
1
1
0

県名
回答
ケースＡ
ケースＢ
ケースＣ
ケースＤ

群馬県
有
0
0
2
1

岩手県
有
1
0
0
1

北信越・中部
長野県 岐阜県
有
有
0
0
0
0
1
2
1
0
近畿
大阪市
有
0
0
0
0
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福島県
有
1
0
1
1

計
3
0
8
3

0
0
9
3

6
1
8
3

1
0
1
1

4
0
8
2

○ケースＡ「空洞化の発生するおそれのある駅前商店街の事例」集計
表 3-2 ケースＡ集計
項

目

選

択

肢

回答数

①閉店・休業した店舗は少ないが、人通りの少ない商店街

6

②建物は残っているが、閉店・休業した店舗の多い商店街

10

＊現状
③閉店・休業した店舗に加え、利用計画のない空き地や青空駐車場の多い商店街

4

④その他（具体的に）

0

①近隣にはあまりお店がない

0

②近隣に他の商店街がある

3

＊立地環境
③近隣に百貨店や総合スーパーなど大規模施設がある

15

④その他（具体的に）

2

①十分あった

3

②一応あるが不足、ただし近隣の駐車場を利用すれば問題なかった

6

③一応あるが不足、近隣にも駐車場なく、車では行きにくい

9

④車での来店は想定できない

2

＊駐車場

①近隣住民、近隣で働く人が中心の商店街

17

②遠くからも来るような拠点的な商店街

2

③観光客の多い商店街

0

④なんとも言えない

1

＊当該商店街の客層

①小規模な小売店舗のみで構成

＊商店街構成

②百貨店や総合スーパーなど大規模施設を含んだ構成

2

③事務所や工場を含んだ構成

0

④住宅を含んだ構成

4

⑤その他（具体的に）

1

①衣料・食料など生活必需品主体の商店街

＊商品構成

13

13

②洋品店、宝石店など生活必需品以外の専門店主体の商店街

1

③飲み屋やレストランなど飲食店主体の商店街

2

④観光地やみやげ物店主体の商店街

0

⑤その他（具体的に）

4

23

○ケースＣ「閉鎖される可能性のあるもしくは閉鎖された大規模店舗の事例」集計
表 3-3 ケースＣ集計
項

目

選

択

肢

回答数

①利用中

2

②空き地（利用計画はない）

2

③建物は残っているが、利用されていない（利用計画はない）

24

＊現状
④空き地（利用計画がある）

0

⑤建物は残っているが、利用されていない（利用計画がある）

6

⑥その他（具体的に）

7

①まちなかでの単独立地（近隣にはあまりお店がない）

3
29

②商店街の一構成店
③駅ビルや映画館等の集客施設に隣接（合築含む）

5

④大病院や市役所など公共施設の近く

2

⑤郊外

1

⑥その他（具体的に）

1

＊立地環境

①十分あった

23

②一応あるが不足、ただし近隣の駐車場を利用すれば問題なかった

12

＊駐車場

＊当該施設の客層

＊施設構成

③一応あるが不足、近隣にも駐車場なく、車では行きにくい

3

④車での来店は想定できない

3

①近隣住民、近隣で働く人が中心の施設

20

②遠くからも来るような拠点的な施設

14

③なんとも言えない

7

①食品主体のスーパーまたは専門店

4

②百貨店や総合スーパー（食料・衣料・雑貨主体）または複数の専門店が入居す
るビル

34

③量販店（チェーン店、たとえば電気製品販売店）

1

④その他（具体的に）

2
30

①日用品、買回り品中心
②高級品中心

6

③電気製品等たまに買うもの中心

1

④その他（具体的に）

4

＊商品構成
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○ケースＤ「一旦閉鎖された大規模施設またはその跡地が有効活用され再生した事例」集計
表 3-4 ケースＤ集計
項

目

＊現状

選

択

肢

回答数

①別の人が利用（建物外観はそのまま利用）

8

②別の人が利用（建物も建て替え）

3

③その他（具体的に）

3

①まちなかでの単独立地（近隣にはあまりお店がない）

1
10

②商店街の一構成店
③駅ビルや映画館等の集客施設に隣接（合築含む）

2

④大病院や市役所など公共施設の近く

1

⑤郊外

0

⑥その他（具体的に）

0

①十分あった

6

②一応あるが不足、ただし近隣の駐車場を利用すれば問題なかった

4

③一応あるが不足、近隣にも駐車場なく、車では行きにくい

0

④車での来店は想定できない

4

①近隣住民、近隣で働く人が中心の施設

6

②遠くからも来るような拠点的な施設

7

③なんとも言えない

1

①食品主体のスーパーまたは専門店

1

＊立地環境

＊駐車場

＊当該商店街の客層

＊施設構成

②百貨店や総合スーパー（食料・衣料・雑貨主体）または複数の専門店が入居す
るビル

10

③量販店（チェーン店、たとえば電気製品販売店）

0

④その他（具体的に）

3

①日用品、買回り品中心

9

②高級品中心

3

③電気製品等たまに買うもの中心

0

④その他（具体的に）

2

＊商品構成

25

第４章

商店街再生の要件と課題

地域総合整備財団は、平成１８年度の調査事業として、まちなか再生をテーマにフォー
ラムやセミナーを主催し、また識者による講演会、自治体の協力を得てアンケート調査や
ヒアリングを実施した。第４章と第５章では、そうした活動の中で特に参考となった話や
事業を紹介し、共通の成功要因や課題についての整理を試みている。本章（第４章）では、
商店街再生について、次章（第５章）では、閉鎖された大規模商業施設の再生について、
取り上げる。

４－１ 地域産業交流セミナー 13 における論点と示唆
－共通の成功要因は「理念の共有化」と「まちづくり組織の形成」－
平成 18 年 11 月 21 日に開催された、地域総合整備財団主催のセミナーは、まちなか再生
をテーマに、三浦展氏（カルチャーズスタディーズ研究所主宰）14 による基調講演、藻谷浩
介氏（日本政策投資銀行参事役） 15 をコーディネーターに成功事例をリードしてこられた
方々によるパネルディスカッションが行われた。パネルディスカッションでは以下の事例
が紹介された。
加藤博氏（（有）PMO代表取締役）16 はコンパクトシティで有名な青森市を、西郷真理子
氏（㈱まちづくりカンパニー・シープネットワーク代表）17 は高松市丸亀町商店街、埼玉県

13 地域産業交流セミナー（2006.11.21 開催）
14 カルチャーズスタディーズ研究所主宰：1999 年、消費・都市・文化研究シンクタンク「カルチャースタディーズ研

究所」設立。団塊ジュニア世代、新人類世代、団塊世代などの世代マーケティングを中心に、自動車、家電、情報機器、
食品、化粧品などの商品企画、デザインのためのマーケティングの調査、コンサルテーション等を行う。近年特に、世
代別のデザイン志向性を調査し、どの世代にどんなデザインの製品が売れるかと推定する「感性言語連想法」によるデ
ザインマーケティング調査の実績を積んでいる。また、家族、消費、都市問題などを横断する独自の「郊外社会学」を
展開するほか、
「下流社会」
「ファスト風土」
「２００５年体制」「真性団塊ジュニア世代」などの概念を提案、マーケテ
ィング業界のみならず、社会学、家族論、青少年論、教育論、都市計画論、住居学、建築論など各方面から注目されて
いる。
主な著書に『下流社会－新たな階層集団の出現』
（光文社）、
『
「家族」と「幸福」の戦後史－郊外の夢と現実』
（講談社）、
『ファスト風土化する日本－郊外化とその病理』
（洋泉社）などがある。
15 日本政策投資銀行地域企画部参事役・ＮＰＯ法人 ComPus 地域経営支援ネットワーク理事（無報酬）
：小笠原と三宅

島の２村を除く平成合併前 3,200 市町村の 99.9％をおおむね私費にて巡歴し、地形・交通・産業・人口動態・通勤通学
動態・郷土史等を詳細に把握。さらには海外５３ヶ国をおおむね自費にて巡歴（特に米国は５０州全てを訪問）
。他方で、
ファイナンス、マーケティング、交渉術理論、プレゼンテーション技術、経営戦略論、統計などの経営技術を習得。こ
れまで、中心市街地、産業振興、市町村合併、地域金融、観光振興、地域再生などをテーマに、累計 1,800 回強の講演・
シンポジウム・ＴＶ出演等の公的情報発信を実施。現在、月刊石垣に「全国まちづくり行脚」を連載中。
16 有限会社ＰＭＯ代表取締役社長：家業を手伝い商売の面白さを知り青森市の武田百貨店に入社、1973 年（株）東北

ニチイに出向、転籍し東北ニチイ山形店、八戸店を経て、本部にて婦人衣料バイヤーを経験し、八戸店店長を務める。
1986 年自分の思い通りの商売をやりたく退社、同年 11 月青森市新町商店街に婦人服専門店を開店。1988 年より商店街
のまちづくりを契機に、青森市中心街区の「まちづくり」運動を展開し現在に至る。
17 ㈱まちづくりカンパニー・シープネットワーク代表：コミュニティデザイナー。都市計画家、建築家という専門家の

職能をまちづくりのなかで総合的にとらえ、住民とのパートナーシップでプロジェクトを遂行している。特にコミュニ
ティをテーマにしたまちづくり「既成市街地の再生」に関して研究活動、実践活動を行っている。主な活動に、川越蔵
づくりの町並み保存と商店街活性化、長浜の商店街活性化、漆の産地活性化のための「木曽くらしの工芸館」の計画立
案と建築設計、高松丸亀町商店街再開発事業、高松丸亀町まちづくり会社設立のサポート、佐原市町並み形成のための
計画と基本計画、東京下町の谷中銀座を始めとした商店街活性化、北九州市門司港の商業活性化事業計画等。中心市街
地活性化計画として長浜市、掛川市、いわき市、佐原市ＴＭＯ構想策定事業、長浜、佐原ＴＭＯ計画等がある。
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川越市、滋賀県長浜市を、関悦子氏（㈱ア・ラ・小布施取締役）18 は長野県小布施町を、そ
れぞれ紹介した。
5 つの事例の概要は以下の通りである。
青森市
（青森県）

高松市丸亀町商店街
（香川県）

川越市
（埼玉県）

長浜市黒壁
（滋賀県）

豪雪地域である青森市は、1988 年の青函連絡船の廃止により駅
前からの人通りが急減するとともに、病院や図書館といった主要集
客施設の移転、モータリゼーションの進展による居住人口の郊外シ
フトにより除雪費用やインフラの建設費用が増大していた。そこ
で、1991 年以来、いち早く「コンパクトシティ構想」を打ち出し、
「まちなか居住」を進めてきた。
具体的には TMO 的な民間組織である PMO（パサージュ・マネジメ
ント・オフィス）を中心として、市場､商業施設､公共施設等が一体
となった駅前再開発ビル「アウガ」や、意欲のある人たちが新たに
商売を始められる「パサージュ広場」などのハードの整備、一店逸
品運動を始めとする各種ソフトサービスの創造に取り組んでいる。
高松市丸亀町商店街は城下町のメインストリートに置かれた商
店街で、初代城主が丸亀から商人を連れて移動してきたことからそ
の名がついたと言われている歴史ある商店街である。
高松丸亀町商店街振興組合は 1963 年に発足し、これまでも駐車
場経営等多くの事業に取り組んできた。しかし、アーケード、カラ
ー舗装、駐車場などこれまでの施設だけでは、周辺部の再開発や郊
外店舗に太刀打ちできないと考え、1989 年から商店街の再開発の
計画を進めてきた。その結果、全体を A から G の７街区に分け、ま
ちづくり会社と定期借地権を活用した再開発を進めることとなり、
2006 年 12 月、A 街区の「高松丸亀町壱番街」がオープンした。
川越市は古くから城下町として栄えた。旧藩当時から賑わいをみ
せる一番街は、明治・大正・昭和始めと県内屈指の商業地として栄
えたが、鉄道の開通による中心市街地の移動に加え商業形態の変化
などにより衰退した。
しかし、1960 年代頃から蔵造り保存に対する提言が行なわれ、
まちづくりへの運動が一定の高まりをみせはじめると、1987 年に
は「町づくり規範に関する協定」が結ばれ、「町づくり委員会」に
よる独自の景観コントロールが行われるようになり、また、蔵の会
による「商業活性化による景観保全」の理念が掲げられ、自主的な
まちづくり活動が行なわれるようになった。その後、周辺商店街に
も受け継がれ、「蔵のまち」として全国的に有名となっている。
長浜は「楽市・楽座」で知られるように、430 年の間商業の街と
して栄えてきたが、湖北地域 15 万人の商圏を誇っていた長浜市商
店街も月間わずか約 4000 人の来街者となり伝統芸能の祭りを継承
することが困難になっていた。
さらに街のランドマーク的建物の旧黒壁が売却され、跡地にマン
ション建設計画が持ち上がったことに対し、取り壊しに危機を覚
え、建物の買戻し・修復を目的とし、第三セクター㈱黒壁を設立。
ガラスを核とし、観光客を対象としたまちづくりを行った。現在で
は、家賃を比較的低い水準に設定し、出店のハードルを低くするこ
とで多くの店を集め、また、各店舗の外観の統一により、独自の雰
囲気を創出している。

18 ㈱ア・ラ・小布施取締役：小布施町が実施した過疎対策事業をきっかけに小布施へ移住した新小布施人。小布施で昭

和初期にカナダ聖公会のサナトリウムとしてスタートした新生病院で総務課長を務め、バングラディッシュ、中国など
での海外医療奉仕活動や、音楽･演劇などの地域文化活動の企画運営を手がける。その後、子供の独立をきっかけに病院
を退職、夢であった自給自足暮らしへの準備とボランティア活動を楽しむ生活を開始するが、それまでの経験を見込ま
れて株式会社ア・ラ・小布施からスカウトを受け、企画部長へ就任。現在、プチホテル・喫茶店・ガイドセンターの運
営、小布施国際音楽祭・小布施演劇フェスティバルなど様々な文化活動の企画運営、遊休荒廃地を有効活用した伝統的
野菜（小布施丸茄子）の復活を目指している。
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小布施町は古くから物流拠点として栄え、葛飾北斎などの文化人
に愛されてきた。「北斎館」の開業を契機として、「小布施の資源」
を核としたまちづくりに取り組むようになり、個人々々が景観に配
慮した和風の改修・改築を施し、時間をかけて少しずつ修景してき
たことにより、統一された街並みが形成されている。
「ア・ラ・小布施」は、小布施町商工会地域振興部によって開催
された第三セクターまちづくり会社の設立のための勉強会等を通
じ、町から 100 万円の出資を受け入れて、発足する運びとなった。
以後、町の補助を受けずにまちづくり活動に取り組み、まちづくり
の中心的な役割を果たしている。

小布施町
（長野県）

コーディネーターの藻谷氏は、５つの事例を以下のように総括した。
「それぞれ別々のよ
うに見えて共通要因が２つある。１つはまちづくりの理念（ディシプリン）を関係者が共
有していることである。もう１つは、まちづくりを実践する会社あるいは組織が存在する
ことである。」また、「２つの要因の実現を見るのは容易ではない。可能とした秘密を持っ
ている訳で、それを披露していただきたい。」と問いかけた。
以下は、パネリストの説明を藻谷氏の総括や問いかけに添う形で整理したものである。
なお、西郷氏は、冒頭に次のように整理した。
「今後単身世帯が増えていくが、助け合い
のまちをつくっていくことが重要になる。そのためには、①快適な美しい町であること、
②伝統的な助け合いの仕組みを活かした市民ディベロッパーの活動、③土地の所有と利用
を分離し地価を顕在化させないスキ－ムづくりが必要である。」
(1) 青森市 19 の事例

～加藤博 氏～

○コンセプトは「コンパクトシティ」と「歩き回れる商店街」
青森市は、コンパクトシティ政策を 20 年近く継続してきた。市のエリア拡大を背景に
年間 25 億円の除雪費がかかるが、このままでは持続可能なまちづくりは難しいと現在の
市長が気付き、その後施策は一貫し、ぶれることはなかった。商店街も「人と緑に優し
いまちづくり」、「福祉対応型商店街」を政策理念として掲げた。まちづくり３法が出来
た平成 10 年に、皆で中心市街地がダメになった理由を議論したが、人口および公共施設
の郊外シフトにより通行量・交流人口が減少したこと、と総括した。交流人口を取り戻
すために「ウォーカブルタウン」歩き回れる商店街に徹していくとの方針を立て現在ま
で続いている。これがパサージュ広場の開設、商業支援ベンチャーの設立という形に結
実した。
○商店ベンシャー支援組織ＰＭＯの創設
組織としては、加藤氏が代表である PMO（パサージュ・マネジメント・オフィス）が
大きな役割を担っている。PMO は、地域の「おばちゃん」を主な出資者とする純粋民間
組織であり、実質ＴＭＯの役割を演じている。元々は、中心市街地道路沿いの市有地を

19 人口約 31 万人

平成 18 年 10 月より中核市
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借り広場として整備し周囲に店舗を建設・賃貸する、そしてテナントとなる「商業ベン
チャー」を支援する、そうした組織としてつくられたものである。この一角は、｢パサー
ジュ青森｣と称されて PMO の名前の由来となっているが、駅前商店街の特色ある広場そ
して道路を繋ぐ路地として、交流の中心となっている。PMO は、若手商店主の教育・訓
練の場ともなっており、地域振興全般において課題とされる「人材の継続」を担保する
装置ともなっている。また、八戸駅前再開発事業においても活動している。
加藤氏は、長年に亘る地道な活動の成果とも言える「パサージュ青森」とその運営主
体である PMO の存在の重要性を強調する。即ち、「パサージュ青森」が完成して間もな
く、これに次ぐ形で二つの駅前再開発が相次ぐ実現を見たのである。この二つの再開発
は構想策定以来実現を見るまで長年を要していた。13 年 1 月に完成した商業・業務複合
施設「アウガ」は計画策定後 20 年後の完成で、18 年 1 月に完成した「ミッドライフタ
ワー」は計画策定後 25 年後の完成である。
○長年に亘り漸進的に目標達成を目指す
加藤氏はまちづくり活動の進め方について、次のように言及した。
「一般に商店街はまとまりにくい。意思統一を少しずつ進めていった。例えば賛成、
中立、反対が２：６：２の場合は、まず賛成の２割だけで進めると６割がついてくる。
翌年は残りの２割も参加する。また、商店街の若い人を集めて勉強を始めたが、それが
育ちついてきてくれる。大きかったのは、政治と経済のベクトルが同じで基本政策の軸
がぶれなかったこと。県庁所在都市としては例外的に積雪が多く、居住地の拡散は除雪
費の増嵩を招き財政的にもコンパクトシティを目指さざるを得なくなった。佐々木市長
は元々商工会議所副会頭で、中心市街地空洞化問題にかねてより対策が必要であること
を唱えていた。」こうした状況が加藤氏をはじめとする活動を後押した。もちろん、商店
街等が佐々木市長を支援し続けており、相互支援効果が働いた。
(2) 高松市 20 丸亀町商店街の事例

～西郷真理子 氏～

○商店街として徹底的な合意形成
高松市の丸亀町商店街については、藻谷氏は、
「ディスプリンと経営主体で最も進んで
いる」と評した。1988 年に商店街発足 400 年周年祈念式典が行われたが、その際 500 周
年祈念を目指そう、向こう 100 年間のまちつくりの理念・戦略をまとめようということ
になった。西郷氏はそのときに支援要請を受けたが、「人生をかけて」（福川千葉大教授
談）取り組んできている。
徹底的な議論（ワークショップ）を経て、次のような基本合意が形成された。「地元商
店は土地所有者であり土地代金は不要、建物を共同で建てる、そのために定期借地権を
活用、公的支援があれば広場整備・低家賃実現・不足業種の導入が可能、以上を動員す
20 人口約 33 万人（合併後約 42 万人（平成 18 年 1 月合併）
）、商圏約 100 万人
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れば再開発事業は必ず成功する。」である。即ち、「土地はそのままにしてその上に建物
を建てていく（土地権利返還・全館保留床型）
、商店街が事業主体でありランニングコス
トがコントロールできる」ことになる。ワークショップでは、商店街全体のコンセプト
についても議論を尽くした。先行する A 街区の着工によりその効果・影響が周囲に波及
する。丸亀町全体の調和をとるために、A～G 街区それぞれのテーマを決め、店の移動や
ゾーニングを行う。これはタウン・マネジメント・プログラムと称しており、地区計画
とデザインコードを同時に検討し、土地の利用と種類に分けたプログラムを進めている。
実際の調整はまちづくり会社が行うが、これがポイントとなる。
○まちづくり会社の理想形を目指す
西郷氏は、まちづくり会社について次のように解説する。まちづくり会社とは、商店
街でタウン・マネジメントを行う組織である。タウン・マネジメントとは、空家や空き
店舗を利用する、ある種の再開発等を行うことである。加えて会社が地域に投資する、
開発利益の一部が会社に戻る仕組みをつくり再投資する、というエンジンのスタ－タ－
のような役割をも担うべきである。丸亀町はこのイメージの会社を目指して実際に活動
を開始している。また、まちづくり会社は、関係者が出資を通じてパートナーシップを
構築する際の仕組みを提供する。地権者は土地を提供してリターンを得る、行政は支援
はするが税金徴収により戻る、
（中小）企業・市民も参画しメリットを受ける、のである。
丸亀町の場合、ディシプリンと経営主体は一体不可分である。経営主体もディシプリ
ンの重要な一角を占めている。既に、3 つの組織が設立され活動している。「丸亀町まち
づくり会社」は商店街組合と高松市を主な株主とする第三セクターであり、テナント募
集・テナントミックスやプロモーション等を行う所謂ＴＭＯである。A 街区は、全体に先
行する形で整備され 18 年 12 月にオープンしているが、同区再開発事業の保留床等の買
取り・管理等を行う同区地権者等による「共同出資会社」が設立されている。また、再
開発事業に地元資金を呼び込む受け皿組織としての「地域投資会社」が存在する。
丸亀町商店街再開発事業は、A 街区を皮切りに B～G 街区を順次開発する計画であるが、
「丸亀町まちづくり会社」は、全街区に亘りＴＭＯとしての役割を担う。床を所有・管
理する組織は、A 街区と同様に「共同出資会社」が創設されるが、対象面積が大きくない
場合はＴＭＯが実施する場合も想定されている。「地域投資会社」は、地元からの出資と
先行する事業から得る蓄積を下に、後続の事業に投資する役割を担う。A 街区等先行事業
からの蓄積を次々に波及させていく方式である。また、投資会社は、移転地権者の土地
を購入する。地元資金が導入される根拠は、再開発事業の事業性に帰着する。低金利時
代を前提とすると対象土地の収益率は十分に魅力的であり、その土地代が顕在化されな
い床を利用した商業もフィージブル（実現可能）とされる。
○町全体での合意形成が出来た理由
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西郷氏は、合意形成の可能性について、次のように言及する。「まちの人が持っている
歴史みたいなものが大切である。私（西郷氏）の仕事は、そのブラッシュアップ（磨き
上げる）をお手伝いすること。日本は伝統的に、一緒になって経営しているある地域の
範囲があり、それが商店街の単位と同じになっている。それを考えると自分たちも出来
るのではと思えるようになる。ワークショップで議論を何度も積み重ねそうした合意を
形成することが重要。急がば回れである。高度成長の前ぐらいの町のイメージを共有す
ることではないか。」
丸亀町商店街は、400 年前の高松城築城の際に丸亀地区（現丸亀市）から移ってきた商
人が形成したものだが、それ以来の長い伝統がある。また、イベントの開催や駐車場の
建設・運営を自らの手で実施した実績があり経営基盤があった。商店街としてはハイレ
ベルの位置にある。郊外で相次いだ大規模店舗開発への危機意識も合意形成を後押しし
た。
(3) 川越市 21 の事例

～西郷真理子 氏～

共通の方針が重要であることを認識し実践したことについては、埼玉県川越市がその
嚆矢と言っていいだろう。既に 20 年前には、街づくり規範およびデザインコードを作成
し、これを皆が合意し、一軒一軒の店をコードに沿って改修していった。商店街の通り
に面しない内側に中庭があるところは、快適な空間を生んでいる。これをまちの人全員
の共通認識とする。新しく建物を作るときでも、羊羹の様に細長い建物を作るのではな
く、中庭を作ることとする。これを合意した。このデザインコードを基に、一軒一軒の
まちづくりを積み重ねた。町並み委員会をつくり、町づくり規範を運用している 22 。
こうしたことに先陣を切る形で出来たのは、土地柄・歴史的な背景がある。川越は歴
史的に助け合いの仕組みが存在する。メーンストリートで商売に失敗した人は、行伝寺
の参道にある「お助け長屋」でもう一度チャレンジすることが行われていた。また、埼
玉銀行の初代頭取は、川越の一番街商店街の理事長であった。お金の助けあいの仕組み
である講（こう）は、いまの金融の原点である。
(4) 長浜市 23 黒壁の事例

～西郷真理子 氏～

長浜は、まちづくりの成功例として有名である。商店街崩壊に伴う地域文化喪失に強
21 当時人口約 10 万人（現在約 33 万人）
22 平成 18 年 5 月 18 日の参議院国土交通委員会における西郷氏の参考人陳述

「---例えば川越というところは、日本の歴史的な都市と同じで、四間のところに商業があり、四間のところに住宅があ
り、八間から十二間の間に中庭があるというようなゾーニングをもう長い間行ってきたわけです。ところが、これは別
に何か決まっている制度ではありませんので、細長い敷地に対してようかんのような建物を造ると反対側が駐車場にな
ったりして歯抜けになっていくというような悪い土地利用が始まってきたときに、町の人たちが町づくり規範というル
ールを作りまして、この元々持っていた町のルールを自分たちのルールであるというようなことをきちんと作ったわけ
です。それで、町並み委員会をつくりまして、町づくり規範を運用するというようなことをやっているわけです。これ
は、これを基に川越市は伝統的建造物の保存地区というのを指定したわけですけれども、この基準の基にもなっている
ということです。---」
23 当時人口約 5 万人（現在約 8 万人）
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い危惧をもった商工会議所の有志が、徹底的な勉強と議論を経て、「長浜ならではの店作
り品揃えとそのための歴史的建造物保存が重要」、そして人を集めるための取っかかりと
して「国際的に通用する文化の創造と発信」が肝要としそれをガラス加工に求めた。組
織としては、㈱黒壁を創設し、これが個々の事情に応じて不動産を購入あるいは賃借し、
テナントとの募集・交渉を行った。即ち実質的にＴＭＯと同様の活動を行った。長浜の
場合は、商店組合全体の合意形成に先駆けて、地元の製造業・運輸業等に従事する有志
がフットワーク良く、先行したのである。この活動が商店街に波及していくことになる。
長浜は人口 5 万人であり、人口 10 万人の川越と比べ、商店街が一軒一軒修景していく
ほどのパワーがない。それで黒壁が頑張らざるをえなかった。壊されそうな建物を買い
取ってスタートした。黒壁モデルのポイントは、土地や建物を買うときに、重要な建物
は自分で取得する、そうでもないところは借りたり買ったりしながら多様な事業所を展
開していく、ということである
(5) 小布施町 24 の事例

～関悦子 氏～

○「栗と北斎と花のまち」の方針の下に住民が修景事業に参加
長野市の北のほうに位置する人口 12000 人の小さな町。30 年前に北斎館を開設したが、
その頃からまちが変わり始める。町は「栗と北斎と花のまち」の方針を打ち出したが、
実践者は住民である。景観に配慮したまちづくりを目指し、個々が補助金を貰わず町並
みを少しずつ修景してきた。家そのものが｢意識｣を発信し、徐々に一軒一軒変わる。お
菓子屋さんが移転・修景すると隣の郵便局も修景せざるを得なくなる。そうした連鎖が
生じる。十数年で随分と変わった。また、「交流のまちにしよう」、「ウェルカムトゥマイ
ガーデン」を合言葉に、個人の庭の開放し、誰が入ってきてもいいようにする。それは
心を開放するオープンマインドの心意気・姿勢を示す。小・中学もオープンガーデンで、
学校も瓦と土壁で出来ており門はない。田舎ということだろうが、瓦と土壁と木で作ら
れた日本独特の文化を大事にしようという心意気を示す。
○ＮＰＯ「ア・ラ・小布施」の活動とパトロンの気風
関氏が経営に携わる「ア・ラ・小布施」は、公の施設である「ガイドセンター」、喫茶、
ホテル、駐車場を経営する。13 年前に、当時小布施堂の副社長であった（現町長）市村
良三氏の肝いりで設立された。住民を主にお金が集まり、現在資本金 2900 万円で株主は
60 人である。社名にも表れているが、小布施風に金、智恵、力など持てるものは全て出
して運営している。配当しない株式会社で実質ＮＰＯである。「ガイドセンター」は、地
域の人がそろばん教室、バイオリン教室等に活用する公の施設で、同社が指定管理者と
なっている。管理委託料収入が貴重な財源となっているが、町から補助金を受けていな
い。ホテルと駐車場が主たる収入源で、何とか黒字を出している。余剰資金は、国際音
24 人口約 1.2 万人
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楽祭（費用 1000 万）や映画祭・演劇祭等に拠出している。ビジネスで観光客を相手にし
ているが、ガイドセンター運営もあり、商売という感じはしない。地域のコミュニティ
のために活動を支えている、このまちでどうやって生きたいか、何を実現したいのか、
との意識が活動している。ホテルは、100 年たった納屋と蔵を 4000 万かけて改造したも
ので、４室で年間 1000 万以上稼ぐ。
小布施には喫茶店が多い。ある喫茶店は、3000 万円かけて改造したが、家賃が安いこ
ともあり、なんとか経営が成り立っている。「旦那衆・パトロン」がまだ存在している。
「高井鴻山の志・精神を受け継いでいる限り大丈夫かなと思う。」（関氏談）
○小布施風の歴史的背景
歴史的に、小布施町は、異質のものが入り込むまち、刺激を受けるまちである。葛飾
北斎は、高井鴻山という地元の豪商と通じあい、小布施を気に入り４回訪問した。北斎
の最後の号である「卍」を持つ作品が数百点ある。地元最大の企業である新生病院は、
74 年前にカナダ人により開設されたキリスト教の結核療養所を嚆矢とする。
藻谷氏は次のようにコメントした。
「昔から、人が来たらもてなしておこう、芸術家が
いたら何かおもしろいものをやってもらおう、という気風があった。町そのものがある
種の原理を持っていた。
」
「個々人が色々とやっている、普通の民家をお互いのオープン・
スペースのようにして使いながら（地価を顕在化させないで）それぞれが投資している。」
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４－２ 地域振興フォーラム 25 における論点と示唆
－集客の工夫、キーパースン、危機意識、歴史資産利用－
18 年 10 月 17 日に、地域総合整備財団は、愛知県庁の全面的な支援の下で、「まちなか
再生の実現を目指して」をテーマにフォーラムを開催した。大阪市立大学教授の矢作弘氏 26
の基調講演に続いて、パネルディスカッションが行われた。井澤知旦氏（㈱都市研究所ス
ペーシア代表取締役）27 のコーディネートの下で、長野市について服部年明氏（㈱まちづく
り長野、タウンマネージャー）28 が、長浜市について笹原司朗氏（㈱黒壁、前代表取締役社
長）29 が、そして地元愛知県からは、豊川市稲荷商店街に関して同市まちづくり推進課長の
荘田慶一氏 30 および瀬戸市銀座通り商店街のチャレンジショップ出店に尽力した名古屋学
院大学助教授の水野晶夫氏 31 に参加頂いた。

25 第 2 回地域振興フォーラム（2006.10.17 開催）
26 大阪市立大学大学院創造都市研究科教授・元日経新聞編集委員：専攻は都市政策であり、内外の商店街・都市再生に

詳しく、中心市街地の重要性を説く。著書として「地域おこしを考える視点」
「地方都市再生への条件」など多数。
27 株式会社 都市研究所スペーシア代表取締役：名古屋市が文化のみちとして整備している白壁地区（名古屋市東区）

は近代建築が集積しており、これらを活かしたまちづくりの一貫として白壁アカデミアを設立。また、産業観光をテー
マにした「ものづくり文化の道」推進協議会（名古屋市西区）会長。公共空間の有効利用の方法としてオープンカフェ
を提唱・展開。歩道を合法的に活用したオープンカフェは全国初。
28 ㈱まちづくり長野タウンマネージャー：大手流通企業（信州ジャスコ元常務）で活躍していた実績を評価され、長野

商工会議所からの要請を受け、長野市のＴＭＯである㈱まちづくり長野タウンマネージャーに就任。改正中心市街地活
性化法に基づき９月に発足した長野市の協議会のタウンマネージャーにも就任。閉店（撤退）したダイエー店舗を活用
した「もんぜんぷら座」や、善光寺参道において 蔵などを改修活用し商店街に再生した「パティオ大門」などの整備
を実施。
29 琵琶倉庫株式会社代表取締役社長・株式会社黒壁前代表取締役社長：
「長浜の黒壁方式」は、商店街活性化事例とし

て全国的に有名であり、歴史的建造物を利用した店づくりは観光名所ともなっている。笹原氏は、滋賀県長浜市商店街
の再生を進めた中心人物。その手法の根幹は、地権者の理解を得て活性化に不可欠な店舗開設・テナント誘致を推進す
ること。また、継続的な誘客を実現し、まちが発展していくためには文化の発信が不可欠との信 条の下に、
「地域にと
らわれず長く続けられるものに取り組む」との視点で、ガラス工芸 を取り入れ、国際性豊かな良いガラスを世界に発
信。
30 豊川市建設部まちづくり推進課課長：豊川市の豊川稲荷商店街は、愛知県を代表する商店街活性化事例であるが、そ

の行政サイドの担当。住民主体のまちづくりを目指し、地元の地道なまちづくりを粘り強くかつ積極的に支援。ソフト
とハードが一体となったまちづくりを推進。コミュニティ一丸となって取り組む月１回のイベント開催により来客数の
増加に成功。一方、諏訪町地区においては、業務施設や再開発等による大規模商業施設の整備を伴う まちなかの活性
化を進めており、地域の特徴に応じたまちなか再生を実践している。
31 名古屋学院大学経済学部助教授：瀬戸市銀座通り商店街再生のキーパースン。大学教育における社会活動・経済活動

の重要性を説くとともに実践。大学当局等と粘り強く交渉し、単位やインターシップ等の位置づけを整備。活動の場と
して空き店舗が目立っていた銀座通りを選択したが、若者誘致で若者通行量増の端緒を開く。同商店街にて名古屋学院
大学・学生ＮＰＯが経営する「カフェ＆雑貨マイルポスト」は、愛知県インターシップ事業第１号店であるが、
「まちづ
くり（地域活性化）
」と「自分づくり（自己実現）
」という基本理念の実現を目指す。学生活動と商店街活性化の連携の
端緒として全国的な注目を集める。
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各商店街等の概要は以下の通りである。
長野市門前町商店街
（長野県）

長浜市商店街

長野市門前町商店街は善光寺の門前町として歴史的な蓄積をも
ち、さまざまな便益を提供しその中心を担ってきたが、一方で、中
心市街地の商業機能の衰退が問題となっていた。
2004 年に、株式会社まちづくり長野が TMO 認定を受け、中心市
街地活性化に向けた本格的な取組みを進めてきた。
特に、活用されていない土蔵、立派な庭を備えた空き家屋という
地域資源活用による商店街の活性化と善光寺拠点を支える新しい
魅力拠点の形成を図るために、テナントミックスによる新たな商業
施設を設置する「ぱてぃお大門整備事業」が有名となっている。
27 頁参照

（滋賀県）
豊川市稲荷商店街
（愛知県）

瀬戸市銀座通り商店街
（愛知県）

愛知県豊川市は、日本三大稲荷に数えられる豊川稲荷を有し、年
間では数百万もの観光客を集めており、その豊川稲荷門前商店街
は、古くから観光商業で栄えてきた。しかしながら、近年、ライフ
スタイルの変化等により観光客が減少し年間販売額も半減し、店舗
数も減少していた。
2002 年より若手商店主が中心となり、ハード先行のまちづくり
から脱却し、地域再生計画を活用したソフト先行まちづくり「いな
り楽市」を推進。来街者が増加傾向を示している。
「銀座通り商店街」は、人口 13 万人の瀬戸市中心部に位置し、
瀬戸市における 3 つの中心商店街のうちの一つであるが、核店舗の
衰退以降、郊外部での大型店の出店もあり、急速に空き店舗が増加
していた。
2001 年 4 月より、瀬戸まちづくり株式会社空き店舗対策事業と
して、銀座通り商店街内に名古屋学院大学の「人コミュ倶楽部」の
事務所を構えたことから発展して、大学教員・学生・商店主たちと
のコラボレーションにより、商店街を舞台として常設スポット「カ
フェ＆雑貨マイルポスト」を運営。商店街の活性化に寄与している。

パネルディスカッションを通じて、各事例に共通したキーワードは、
「集客・交流人口
を増やす工夫」、
「キーパースンの存在」、
「危機意識」、
「歴史的資産利用」である。以下、
これらのキーワードに焦点を当ててパネリストの説明を要約する。
(1) 長野市の再生事業

～服部年明 氏～

以下は、服部氏発言を要約したものである。
長野市は、人口約 38 万人の中核都市であるが、都市の郊外化により中心商店街は衰退
した。2000 年にそごう、ダイエーが相次いで撤退し問題は非常に深刻化した。2002 年３
月には長野商工会議所ＴＭＯが認定を受け同時に服部氏は市や商工会議所から強く請わ
れてタウンマネージャーに就任した。服部氏は、長年信州ジャスコの籍を置き、長野の
状況や関係者に精通しており、商業施設ディベロッパーとしても経験を積んでいた。長
野市の商店街が再生していく過程であるこの５年間の服部氏の活躍は特筆される。タウ
ンマネージャーとして、まちづくり構想策定、ポイントなる複数の施設整備に関する陣
頭指揮、関係者の役割分担への助言等々、文字通りマネージャーの役割を果たしてきた。
ダイエーの跡活用事業である「門前プラザ」では、食品スーパーを自営し、また行政・
ＮＰＯ等施設の入居をみた。また、そごう跡地再開発事業等においては、信越放送の郊
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外からの移転受け皿とし、働く、商う、学ぶ場所の複合施設として完成をみている。
商店街の再生としては、善光寺門前に位置するが完全に空洞化していた大門南地域の
再生事業「パティオ大門」に尽力する。観光客と地元の人がともに活用できるまち、市
民が魅力を感じるそして小さな旅行気分を味わえるまちとのコンセプトに統一。古くか
らの商家のあるところで、土蔵づくりの蔵、庭、居宅を活用する。12 軒の地権者から 20
年の定借契約を結ぶとともに建物は無償譲渡を受け、国と市の補助金を入れた。パティ
オ大門を核とし、細かい修景を施すことで門前商店街全体が景観を形成する。こうした
集客の工夫により、完成後の訪問者数は前年度比 148％増を記録。
商店街再生実現の要因は、その多くはコンセプトや土地有効活用についての合意や共
通認識の形成に拠る。パティオ大門の成功も、個々の問題を抱える地権者説得の成功に
負うところが大きい。地権者の合意形成について、
「10 年間かかって出来なかったことを
2 ヶ月でやるように」との要請に応えた。ご先祖様の意向は資産の有効活用と活気のある
商店街の形成にあるはずと説いた。公の価値を上げて始めて私的価値が上がる、共同し
ないと価値が上がらないと繰り返した。所謂町衆の合意形成は一般に非常に難しい。服
部氏は、長野の事情に詳しい一方で、町衆から見て関西弁を話す「よそ者」である。よ
そ者が来てやらざるを得ないといったときに逆に町衆が動くことがある。なぜまちを活
性化しなければならないか、当事者が使命感を持つ。
パティオ大門の場合、キーパースンは町衆からみて「よそ者」である服部氏で、集客
方法は「地元民が楽しむとのコンセプトと歴史建造物活用」を核とした全体の景観形成
である。相次ぐ大規模店舗の撤退が強い危機意識を生んだ。
(2) 長浜市商店街

～笹原司朗 氏～

「1 時間のうちに商店街を通ったのは老人４人と犬１匹だけだった。
」というのが、初
代㈱黒壁社長である笹原氏の言として伝説とされている。長浜は豊臣秀吉以来 430 年の
歴史があり、商店街は地域文化の担い手である。特に長浜神輿が廃れることへの懸念は
商業と直接関係のない笹原氏やその商工会仲間にとり大きな問題であった。歴史的建造
物である「黒壁」銀行の売却は、地域文化の破滅を決定付けるように映り、笹原氏とそ
の仲間は資金を出し合ってこの建造物を買い取る。これをどう活用するかについて議論
を続け、大企業に対抗するにはお金ではつくることのできない「歴史、文化、国際性」
をキーワードとして継続的に人が訪れるところにしなければならない。文化の発信がな
ければ注目は一時的に留まり永続性が期待できない。そこで思いついたのがガラス文化
そのものを事業化することである。世界に通用するガラス品の生産と販売・展示を実行
した。日本で他に存在しておらず地元の特産品とも競合しない。商店街の活性化も来客
がないことには新たな店舗の進出は望めない。再生の第一歩として人を引き付ける仕掛
けが必要であり、買取った「黒壁」を活用することを考えた。笹原氏が中心となり、内
外のガラス産地を徹底的に勉強し、また地元の能力ある女性を活用し、日本を代表する
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産地となりまた博物館も設けた。
黒壁が評判となり集客が進むのに合わせて、魅力ある品揃え、魅力ある店舗の整備に
取り組んでいく。評判が高まると全国から出展希望者が出てくる。黒壁の横を走ってい
る古い町並みの残る北国街道の存在に気が付く。古い建物をリニューアルしながらガラ
ス文化を入れ込んでいき「ガラス街道」に仕立てていく。個々の事情によりケースバイ
ケースの柔軟な対応を行った。㈱黒壁は、地権者から土地・床を買取るあるいは借りる。
その床には自ら出展する、あるいはテナントに出展させる。またテナントと地権者の仲
介をする。改修費は調達力のある主体が資金を負担しそれは賃料や権利金に反映させる。
事業が成り立つようにリーズナブルな料金設定とするが、これが結果として地価を反映
させないシステムとなる。（これは、西郷氏を通じる形で丸亀町商店街システムのヒント
となっていく。）笹原氏を中心としたメンバーの驚異的な働きにより、数年のうちに 30
施設もの黒壁グループが形成され、町は活性化していく。
また、笹原氏は商店街を１日５～６回まわり、閉じたシャッターの裏側に住んでいる
老人と顔見知りになった。そして魅力あるテナントに貸すよう、お土産屋やファースト
フード等に貸さぬよう説き続けた。笹原氏に情報が集り、笹原氏の了解無しには不動産
取引や出店者選択をしにくい雰囲気が醸成されるようになった。これらの行為は、実質
ＴＭＯ活動である。黒壁グループの活動が見えまた黒壁に集まる観光客がまちに溢れ買
い物をしだす。実際これを見ていた商店街は、品揃えを考えるようになり、地権者は不
動産の柔軟な利用を開始した。観光客も客、いいものが売れ出す、考えたら売れる、リ
ニューアルしたらいい店になる、みんな頑張りだす、外から来たやつと競争しだす、等々
商店街が回りだした。そして空き店舗が殆どなくなった。黒壁グループ以外に新たな店
舗が 100 店程オープンしている。現在黒壁だけで 220 万人、町全体で 350 万人の集客が
ある。
今後も、いい店を集めていい商店街にする、という基本線は不変である。８年前、町
をどうしていくか皆で研究するために、ＮＰＯ「まちづくり役場」をつくった。商店街
のレベルの維持・向上していくことを重視し、そのため「まち歩きマップ」を作成し優
良店 100 店舗を紹介している。一店当り５万円を徴収し 50 万部を刷り来客者に配ってい
る。
キーパースンは、笹原氏とまちの外にいてまちの文化の崩壊を心配した仲間である。
集客方法は「黒壁」を利用したガラス文化の発信および歴史建造物の活用そして全国に
先駆けたまちなか再生「長浜モデル」の構築である。危機意識は長浜神輿に象徴される
地域文化崩壊の現実性であり、北国街道沿いの宿場風建造物の利用である。
(3) 豊川市稲荷商店街

～荘田慶一 氏～

全国三大稲荷の参道沿いに展開する伝統ある商店街であるが、時代に押し流されるよ
うな形で衰退した。市は、地区計画・建築基準をかけて通りと店の正面だけでもきれい
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にしようと、商店街に話し合いをもちかけ、定期的に会合が開かれるようになった。必
ずしも商店街側の関心は高くなく、会合に集まる人数は減少していったが、市役所側の
熱心な働きかけに若い世代を主に共鳴する動きが出てきた。いつしか役所職員と熱心な
商店主とによる話し合いが毎週深夜まで行われるようになり、商店街再生に係るあらゆ
ることが話題にとなった。「とにかく小さくともやれるところからやってみよう。」が結
論となった。財政上の制約がありハード整備等行政の支援にも限界がある中で、
「やれる
こと」としてイベントに思いついた。役人仕事の域を超えているのではないかとも思わ
れるほどの打ち込みに対して、役所は組織としてバックアップした。
この「稲荷楽市」と称する月一回の商業イベントは、道路を歩行者天国としそこに戸
板（木製雨戸）を並べ、市を立てる。毎月イベントを開催することは容易ではない。毎
週の会合の中で次回のイベントについても検討が行われる。このイベントは商店街沿い
に 400m にも及ぶ(特に豊川稲荷を起点とする北側 200m)。伝統的な仮装行列や大道芸・
チンドン屋が出現する。また、金管バンドの出場等地元生徒の登場が大人の参加を誘発
した。普通の商業イベントであるが、全て手作りで商店主自身が汗をかく。補助金は一
切なく、市は職員をチンドン屋の格好で商店主の環の中に飛び込ませた。
今では、毎回２万人を集める名物行事となり、全国から見学に訪れるようになった。
行政等の見学者には参加を求めた。愛知県庁の担当課長や担当者、国土交通省の担当課
長も仮装行列に参加した。イベントによる商店街活性化で先陣をきったことで、マスコ
ミにも取り上げられ、各省の施策にも乗るようになった。
商店街が注目を集め、訪問客も増えたことで、商店街は自信をとり戻し始めた。そし
て上昇気流を逃さないとの思いで、商店街の具体的な整備に乗り出し始めている。空家
を買取り新たな店を出そうとする個人がいる。歴史のある建物を買取り有効活用しよう、
そのために会社を作ろうという動きも出てきている。イベントによる交流人口の増加か
ら、それを梃子にした具体的な商店街再生に向けた次のステップに移ろうとしている。
そのステージならではの課題があろうが、地域のまとまりが出て若いリーダーが現出し
ている。課題を乗り越えるだけの基盤があると期待したい。こうした動きを支援する仕
組みも必要であろう。
豊川市は、商業振興と基盤整備を一元的にやる組織として「まちづくり推進課」を立
ち上げた。ここにまちなか再生の責任と情報が集中し、職員のやる気と自信を醸成し大
きく成長した。イベントに注力し、地区計画、建築協定の話は暫く棚上げとした。商店
街のやる気をサポートすることが基本であるが、市が仕掛けたこともある。国の地域再
生制度を直接稲荷楽市に活用し、国の地域再生第一号認定を取得した。予想以上のヒッ
トとなり、また頑張る商店街 77 選にも選ばれた。中央政府幹部も相次いで視察に訪れ、
マスコミにも多くとりあげられた。こうして自信と意欲が醸成された。
キーパースンは自治体職員（市はヒーロー不在で普通の人が頑張っている例と謙遜し
ているが）と共鳴した若手商店主、集客方法はイベント。豊川稲荷とそれを起点とする
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参道を利用している。
(4) 瀬戸市銀座通り商店街

～水野晶夫 氏～

以下は、パネリストの水野助教授のパネルディスカッションにおける発言のほか、銀
座通り商店街の山内会長へのインタビューを基にまとめている。
瀬戸市銀座通り商店街は、名鉄の尾張瀬戸駅の近くにあり、路地のような狭い通りの
両側に古い商店街が並んでいる。時代の波に押し流される形で、寂れた商店街となった。
この商店街は喫茶店等のチャレンジショップ「マイルポスト」を運営する名古屋学院大
学の学生が集う商店街として、有名になった。その立役者である水野助教授が最初に訪
れた際に「感じとしては１／２のシャッターが降りていた。通りの向こうまで二人のお
ばさんしか歩いておらず、しかも「おふくろさんの会」のメンバーだった。」と述懐して
いる。水野氏が同商店街を選んだのも、「賃料ただで貸してくれそうな寂れた雰囲気だっ
たから」と、積極的な理由があった訳ではない。しかし、一旦チャレンジショップがオ
ープンすると、若者が集い雰囲気は変わった。店舗が改修され、空き店舗は減り、人通
りが増えるようになった。18 年 5 月には経産省の「がんばる商店街 77 選」にも選ばれ
た。水野氏が初めて訪れた６年前に比べ、空き店舗は半減し通行量は 1.5 倍になった。な
お、マイルポストは４年前にオープンしている。
水野助教授は、実践的な活動と講義の一体化が重要であるとの理念の下に、商店街で
の活動を、ボランティアではなく大学における学習活動の一環として正式に位置付ける
ことに尽力した。それにより意欲ある学生による一過性の動きではなく組織としての持
続的な活動となる仕組みを構築した。折からの大学に対して地域等実社会への貢献を期
待する動きもあり、同大学の正式な活動として認められることになる。この大学と商店
街との交流は愛知県も支援を開始し、またモデルケースとして全国的に注目されるとこ
ろとなった。
この動きに触発される形で、銀座通り商店街の再生の動きが活発化した。商店街側の
キーパースンは山内会長であり、空き店舗の利用や商店街にとり必要と考えられる店舗
の誘致・取次ぎ、そして地権者の説得に注力する。学生への低コストでの賃借に加え、
導入された定期借地権を活用して個別に地権者の警戒感を解き、合理的な水準の賃借を
誘導する。当時殆ど存在しなかった飲食店を選択し、集客施設としてギャラリー等もオ
ープンすることとなった。山内氏が商店街に何箇所かの地権者であるという幸運もあり、
そこを中心に、和風レストラン、沖縄料理店、ＴＭＯが運営するガラス材等のギャラリ
ー等が新たにオープンした。核となる店舗の開設でまちの雰囲気が随分と変わった。
水野氏は、活性化した要因として、①当事者が自ら動いた、②大学を全学体制にした、
③地元とのネットワークを構築した、の３点を挙げる。当時商店街は、自ら店をつくる
ために合資会社を立上げていた。商店街側も学生側もやりたいと思う人が動き、これが
いい形で出会ったのだ。また、学生の活動を大学の教育プログラムに位置付け、一期生
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が卒業しても継続できるようになった。さらに、商店街、大学、行政、商工会議所、Ｎ
ＰＯ等が集まりネットワークを形成した。顔の見える関係は、何か問題が生じたときも
いい方向に収まりやすい。人と人との繋がりは大事であるが、丁寧に繋がることの重要
性を強調する。互いの利益が一致しないとプロジェクトとして成立しにくい。マイルポ
ストは、ＮＰＯのお年寄り向けパソコン教室のフォロ－アップ事業を行っている。お年
寄りからは喜ばれ、ＮＰＯからは学生にアルバイト代が支払われ、お年寄りは授業料と
してコーヒー一杯を注文する。
銀座通り商店街のケースでは、集客のきっかけを生んだ水野助教授とその動きを商店
街の具体的な再生に結びつける中心となった山内会長が、キーパースンである。学生活
動による集客力を起爆剤として、定期借地権を利用し地価と利用を分離する形で個別に
空き店舗利用に取り組んでいる。
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４－３ 藻谷浩介氏講演 32 における論点と示唆
地域総合整備財団は総務省地域振興課とともに、識者をお招きし９回に亘り「まちなか
空間再生事例調査研究会」
（以下、研究会という。）を開催した 33 。第５回研究会では、全国
のまちづくり事例に精通している日本政策投資銀行の藻谷浩介参事役を講師に招き、
「中心
市街地の今日的状況について」との題で講演をお願いした。成功事例を中心に事例の紹介
とその要因や課題等について、解説があった。本節は、講演内容を整理したものである。
(1) 商店街の再生に関し低賃料実現に成功した事例：地権者調整が鍵
藻谷氏が主張する成功要因の最大のポイントは、
「魅力あるテナントを誘致するために
は、現状に見合う合理的な賃料を提示できるかにかかっており、そのためには地権者の
理解あるいは地権者への説得が鍵を握る。工事代を抑える工夫も重要。」というものであ
る。商品戦略、建築デザインも要因ではあるが、その重要性は格段に落ちる、とする。
この論旨に沿って、分かりやすい事例として４事例を紹介する。対象となる店舗が一つ
で「プロトタイプ」としている店舗佐賀市内商店街の子供向け書店「ピピン」、区画整理
の換地の際にやる気のある地権者５人集めて専門店団地をつくった都城市の「オーバル
パティオ」、組織的な対応事例として長浜市の黒壁グループの活動、プロフェッショナル
に商店街全体を建替える事例として高松丸亀町商店街振興組合の活動を取上げた。以下
で、その４事例の概要を藻谷氏の説明に沿って記述する。
○佐賀市

子供向け書店「ピピン」
：一つの店舗の取組み、プロトタイプ

子供向け書店「ピピン」はＮＰＯが市郊外で運営していたが、市内への移転を希望し
ていたことを市職員が聞きつけて、商店街入口に位置する老朽店舗を探した。オーナー
がＮＰＯ活動に理解を示したために実現。ＮＰＯに改修資金はなく、市職員が間伐材を
用いボランティアで改修した。
「ピピン」の売上げは約 800 万円だが、人件費は手弁当で
賃料は固定資産税見合いである。コミュニティビジネスの最たるものといえる。
佐賀市では再開発事業は難しい状況になっているが、おしゃれな飲食店を主に、個別
に自力で立ち上げる例（平屋）が増えてきた。
「ピピン」の出現に触発されたとも考えら
れる。なお、ピピン近隣のＴＭＯ第 1 号「エスプラッツ」は破綻している。
○都城市

専門店団地「オーバルパティオ」：区画整理を利用しやる気のある者を集約

都城市は、郊外店も含めオーバーストア状態にあり中心商店街の衰退が目立つが、小
規模ながら元気のいい生活提案のできる専門店団地「オーバルパティオ」がある。団地
整備の中心となった野口氏は、区画整理制度を利用し換地の際にやる気のある地権者を
集めるのに成功し共同で店舗建設・運営を行った。地権者は５人でうち１人は貸すだけ、
32 第５回まちなか空間再生事例調査研究会（2006.9.1 開催）
33 資料編 審議経過参照
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また借りるだけの人を３人集めて、店舗７軒でスタートした。地権者が貸しているので
土地代がかからず上物は安く作った。最大のポイントは協同組合をつくり収益管理をし
たことである。即ち、売上げの上がらない店舗を改善・交代させる。地権者の店も例外
ではなく成績が悪いと貸す側に回ってもらう。地権者同士が握っており、所有と利用を
分けている。このスキームの乗ってくれる人の土地だけを使うので、敷地は正方形では
ない。
区画整理の換地の際にやる気のある地権者を集めて実施するこのスキームは、小さい
町でも実行可能と考えられる。
○長浜市

黒壁スクエア：少し組織的な話

商店街再生で有名な長浜市は非常に賑わっている。しかし、その真の要因、何がすご
いかについては、実は地元も含め知られていない。旧銀行の建物を黒壁ガラス館に改修
したことが呼び水となった。黒壁スクエアが先陣を切り、北国街道を主にその周辺通り
が劇的に変わった。倉庫会社会長で㈱黒壁社長であった笹原氏は、その強いリーダーシ
ップにより、｢死に店舗｣を 15 年かけて店を貸すように変えて来た。それがブームを呼び
連鎖的に店舗改修が進んだ。
｢黒壁方式｣は色々な意味で用いられるが、真の意味は、低賃料を実現するための工夫
である。店を間口だけでなく奥まで借りる一方で家賃を下げる（当時で 7000 円/月坪）、
入居者の礼金を改修資金に当てることで地権者は安く貸すだけで立派な店が手に入る、
家主が安く貸すだけで建て直し資金を入居者が出す、ということが実現した。行政の補
助無しでも開発が進む訳で、このスキームは汎用性が高い。これをみていた他の地権者
も動き始めて、十数年の間に 200 件の新規参入をみた。黒壁グループが先行して手掛け
たのが 30 軒で残りは成功事例を見ていた地権者が動いたものである。こうして十数年の
間で劇的に変わったのである。このように、長浜再生のキーワードは「老朽木造家屋の
改修」と「キャッシュフローを生み出せる人に貸す」と言える。「長浜方式」は商店街全
般に波及し人通りが絶えないが、一箇所だけ歩行者のいない通りがある。100m も離れて
いないその通りは改修が一切進んでいない。即ち地権者の意識の問題である。商店街の
再生とはそういうものである。
○高松市丸亀町商店街：プロフェッショナルに商店街全体を建替える
高松市丸亀町商店街は、商店街新興組合が、まちづくりコンサルタントの西郷真理子
氏の協力の下に、20 年間かけて再開発を検討してきた。この再生構想は、商店街が組織
的に権利調整方法を考え共同で建物を作りまた運営するものである。商店街再生の最も
進んだシステムとして全国の注目を集めている。最初の事業である A 街区再開発ビルは、
18 年 12 月についに実現した。
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【Ａ街区に再開発ビルを建築（H18.12 オープン）】
低賃料を実現するために、様々な工夫が施してあるが、基本は十数名の地権者全員が
共同で床を所有し賃貸するスキームについて同意したことである。その結果高い地価が
床に反映しない仕組みの構築が可能となった。検討期間中に整備された定期借地権が利
用できたことも意思決定に貢献した。これにより、無理に高層化する必要がなく建設費
が安く（ゼネコン提案の４割）借入額も少額で済み、無理に床をうめるリスクからも開
放された。地権者にとっては、土地を売って貯金するよりも売らずに貸した方が得だ、
床を貸すリスクを床所有会社に転嫁できる、というメリットがある。一方でテナント賃
貸収入に応じて床賃借料を変動できることとしており、床所有会社は賃貸事業のリスク
を地権者に一部転嫁しうる。この仕組みは、土地の現物出資、地代の劣後化とも言える。
西郷氏はこの仕組みを考えて、地権者全員を時間をかけて説得したのである。
【Ｂ～Ｇ街区もリニューアル予定】
高松市の丸亀町商店街は、７つの街区から成り、通りに面したうなぎの寝床のような
形をしているが、準備が出来た街区より順番に再開発を行い横に繋げていく方式をとる。
即ち、道路に沿った昔からのファサードを全部直す方式である。B 街区以南は、A 街区ほ
ど全員一致で承諾されていないところもあり 1/3 だけでも直していき、最終的には 50 年
後くらいに完成しきれいに並ぶ、という計画である。出来るところから始め、周囲から
のプレッシャーに期待することになるが、これは長浜と同じである。長浜では、成功事
例を目にすることで地権者は動いた。また、先行事業の開発利益を使って実質的、自発
的なＴＭＯを作り専従職員をおく。そのＴＭＯの母体は、商店街新興組合とまちづくり
コンサルタントの西郷真理子氏である。
(2) その他の事例
前項では、
「地権者調整」に焦点を当てた事例を解説したが、他に興味深いものとして、
以下の事例の紹介があった。
○兵庫県旧出石町：住民がまちづくり会社を設立し観光客を呼び込む
観光客の利用が見込みうる地域のまちなか再生としては、長浜や高山が有名である。
兵庫県旧出石町は、人口 1 万人の小さいまちであるが、住民がつくった「まちづくり役
場」が、数々の直営店舗を展開している。多くの町民が出資する資本金 7500 万円の会社
で、３%配当を続けている。
○豊後高田市：昭和の町---昔のまち並みを再現することで観光客も増加
18000 人のまちで、特に歴史的な資源があるわけではないか、古い商店街を活かして、
昭和時代のレトロな街並みの再現を目指している。基本的に居住者相手の商店街である
が、評判を呼んで観光客も増加し、それが商業の活性化を促すという好循環を生んでい
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る。長浜に比べて観光地として確立したモデルではないが、その分、汎用性があると言
える。
○福岡市西新地区：大都市周辺の健全な住宅地を維持
大都市中心地区から少し離れたところで、健全で住んでいて楽しい町が存続しており、
単身赴任者用マンション等が建築されている。このなかで、近隣商店街は、市場性を有
す店も多く依然として機能している。旧岩田屋西新店は雑居ビルとして再生されている。
○福岡市唐人町商店街：大都市周辺で魅力ある市場を維持
元々鮮魚を扱う市場であり、現在も良質の魚やきちんとしたサービスを提供する鮮魚
店が集積している。主婦が鮮魚店で魚を購入する光景が見られる。これが集客力のコン
テンツとなっている。商店街に隣接した形でマンション開発が進む。
なお、藻谷氏は、閉鎖された大規模商業施設の再生事例についても、興味深い解説を
行ったが、それについては、第５章の５－３にて取り上げる。
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４－４ イオンの店舗開発責任者からみたまちなか再生問題
第９回研究会では、日本を代表する大規模商業事業者・ディベロッパーである、イオン
株式会社の齊藤靖範氏を講師に招き、「大規模商業施設の店舗開発について」との題で講演
をお願いした 34 。店舗の概念やイオンの店舗展開の考え方、そしてまちなかの再生について
どう見ているかについて、イオンの実例を引きつつお話し頂いた。以下は、中心市街地の
課題や活性化のための提案を主に整理したものである。
(1) 商店街の現状と活性化のための提案
○消費者からみた商店街の課題
商店街が活性化するときに、まず現実を知ることが必要である。国土交通省の資料に
出ていたものだが、お客のアンケート結果がある。それによると、大型店は満足とまあ
満足をあわせたら約４分の３であるが、中小小売店（商店街）は満足とまあ満足で合わ
せて 40％にとどまり、不満が 27％となっている。27％の内訳は次の通り。
－品揃えが悪い、店の数が少なく色々なものをまとめ買いできない、価格が高い、駐
車場・駐輪場が整備されていない、早く閉店する、休日に休みの店が多い、入りづ
らい店が多い、すぐに接客される等
また、齊藤氏から見た中心市街地の商店街が内包する問題というのをまとめると、以
下の通り。
－商店街に行くまでの道路の渋滞、行ってからの駐車場の不便さ、雨の時買い物がし
にくい、カートがない、トイレがない、業種（商品）構成がアンバランス、欲しい
ものを全て買えない、日曜日に休んでいる、空き店舗の放置等
○ディベロッパーからの提案：消費者の視点とディベロッパーコントロール
こうした問題を内包しながらも、商店街をベースにまちづくりを進めて行くにはどう
したらいいかと考えてみる。第１に生活者の視点で進めていく、即ち買い物の不便さを
なくしていくこと。そのためにお客様からのヒアリングを徹底する。第２に、中心市街
地に住む人を増やすこと。中心街に住む人が少なくなった、商店街の人も郊外に引越し
通勤者になってしまった。逆に空き店舗を住宅として貸す場合は、商店街が途絶えるこ
とになる。こうしたことを解決するためにも、中心市街地でのディベロッパーコントロ
ールの導入が必要である。ショッピンセンター（ＳＣ）が支持されているのは、ゼネラ
ルマネージャーがかなりの力を持ち統一した販促・ルールを実施していることが大きな
要因である。今までは中心商店街はあまりに自然発生的で店毎にバラバラだった。

○イオンの「地域に愛される店づくり」
34 第９回まちなか空間再生事例調査研究会（2006.12.15 開催）
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イオンには、以下のように「地域に愛される店づくり」という考え方がある。
＊ 地域社会への貢献：コミュニティセンター機能、社会貢献活動等
(イオンの例)市の情報センター、チャリティバザー・フリーマーケット、献血、子供の
作品展、確定申告の会場、
＊ 地域経済への貢献：雇用・税金等の貢献、地産地消、地元産品の拡販
(イオンの例)地産地消：埼玉味紀行、うんめいもん新潟、うまかっぺい茨城等、
地産全消・地産他消：全国の店舗を活用した拡販、県知事のトップセール
スの会場を提供
社会貢献活動：災害時の募金・店頭募金、イオングループの１%クラブ、イ
オン環境財団、幸せの黄色いレシートキャンペーン
＊ ユニバーサルデザイン：ＳＣのように計画的に作られた建物の場合にはやりやすいが、
商店街は建物と道路と構造物そして権利や仕様がバラバラで
あり難しい。中心市街地にもＳＣという構想を導入したらどう
か。
＊ 環境への配慮：地域環境保全、省エネ、店頭リサイクル、３R、エコストア
＊ 安全安心の提供：地震等の災害時の避難場所・救援物資提供
(イオンの例)現在 200 店が自治体と協定締結、中越地震時に小千谷店の駐車場を提供

○高齢者をターゲットとした店舗開発
イオンとしてもやらねばならない部分だと思われる。例えば宅配事業は検討すべき。
今の田舎は車がないとやっていけないところになってしまった。田舎でいくらコンパク
トシティと言っても限度がある。ある程度大きくなった都市ならいざ知らず、人口何千
人というところでは、コンパクトは難しい。必ず高齢者に焦点を当てた事業は出てくる。
実際、高齢者の方から、イオンの店舗は結構便利だと聞く。最近守口に郊外大型店が
できたが、老人会から喜ばれている。理由は、ワーナーマイカル等シネコンもついてお
り、高齢者の方々はそこで過ごせるというのだ。下田のイオンは、ユニバーサルデザイ
ンで高齢者にも買い物しやすく、やはり高齢者に評判がいい。
(2) 中心市街地の課題と再生のための提案
○まちなか再生への展望は「自立」と「共生」で
まちなかを今後どうするかについては、キーワードは「自立」と「共生」である。「自
立」について、お客様はまとまったサービスを常に求めることから、商店街自体がまと
まったサービスを提供できるような施設を持つことが重要。例えば市役所の分署とか出
先機関を取り込むべき。また、マーケットをつくっていく必要がある。住む人や往来者
を増やす、つくっていくことが大事。一方、商店街のコンパクト化を進めるべき。日本
の町は、人口の増加とともに平面的に横に広がり、商店街も横にだらだらと延びた。地
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方にいくと、延長 1.5km もの商店街が枝葉のように広がっているところもある。また、
商店主が住居を郊外に移したり商売をやめて住宅とする場合が多い。いい場所だなと思
う所を、やる気のある商店が多い所を、２～３階建てにすれば長さは 1/2～1/3 になる。
さらに店ではない箇所全てに店を当てはめていけば長さは 1/4～1/6 になる。その代わり、
そこにだけは集中的にお金を投入する。このような商店街のコンパクト化については、
行政や政治家の出番だと思うのだが。困難と言われる商店街の意思統一の誘導について
も政策の出番だと思われる。やる気のある商店主が増えていかなければならない。これ
は、生業から企業とか事業にしていかなくてはならないということである。
次に、中心商店街と郊外の商店街（大型店）がどのように共生していくかがポイント
である。郊外にも住宅エリアがありお客様がたくさんいる。郊外の SC、商業施設も存在
価値があることを認めざるを得ないだろう。互いが自分の特長をつくり差別化していく
ことが必要になる。生活者に満足してもらうために、それぞれがプラス面の活用とマイ
ナス面の克服とが必要である。
○中心市街地への出店は前向き、但し地元のやる気と地価が課題
イオンは郊外のＳＣだけではなく割とまちなかにも出ている。立地地域の４割は用途
が商業系である。岡田社長は、「大型店の経験やノウハウをやる気があるところにどんど
ん提供していく。」と言っており、実際幾つかの再開発関係に携わっている。しかし、中
心市街地の地価が高いことが問題。再開発の話があると地主の９割近くが売って出てい
きたい。欧米は郊外と中心部の地価の差は余りないが、日本の土地は値段が下がったと
はいえまだまだ高い。地価がネックになるところは、例えば規制をかけ私権を制限して
みる。今回の中心市街地活性化法の改正でも、そうした施策は導入されず、本当に上手
くいくのか内心疑問である。今私どもは、中心街をつくり変えたいと本気で思っている
方とは一所懸命やっている。
ただ、いかんせん土地が高い。まずこれを何とかしてもらいたい。行政や政治の役割
ではないか。まちなか再生・再開発等で税金を投入するのであれば、パブリックエリア
として個人の権利を制限すべきではないか。山形県鶴岡市の市長さんは、私権制限まで
はいかないが、例えば商店街の中の紳士協定として、自分が商売を止めるときは他の商
売人に貸し空き店舗が出ないようにする、としている。こういう取組みもある。
なお、大規模店舗閉鎖の地域への影響が大きいとして、その社会的責任を問う声が大
きくなってきている。その点に関しては、チェーンストア協会のガイドラインの紹介が
あった。

○大規模店舗の社会的責任
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最近、大規模小売事業に対して社会的責任を求める声が強まってきた。日本チェーン
ストア協会は、地域の商業者の方との連携・協働のためのガイドラインを、18 年 6 月に
発表した。ガイドラインでは、次のような方針を定めている。
－地域経済団体への積極的参加
－地域経済団体に対する助言
大型店のもつ経験・知識・人脈等の情報提供が期待されている。
－地域のタウン・マネジメント活動などまちづくりへの協力
イベント、美観、景観。こういったことへの協力・参画。
－防犯防災、非行防止、環境保全への取組み
－商工会や商工会議所への加入
－地域商業活動からの撤退にかかる早期の情報開示
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第５章

大規模商業施設の再生の要件と課題

ダイエー、そごう、長崎屋等、大規模商業施設の閉鎖は、商店街の活動のみならず、地
域の生活や経済活動にも大きな影響を及ぼす。自治体、商工会議所が閉鎖対象としないよ
うあるいは閉鎖後の空間を埋めるべく関係者に要請を行う場合も少なくない。再生には巨
額の改修費等を要し、この資金調達も容易ではない。本章は、こうしたケースに焦点をあ
て、再生取組みの実際、成功事例から浮かび上がるその要件や課題等について、整理する。
５－１では、日本を代表するディベロッパーの三井不動産の講演内容を紹介する。５－２
では、大手小売事業者にインタビューを行った際のポイントを紹介する。５－３では、藻
谷浩介氏の講演で紹介された興味深い事例の紹介とそこから得られるインプリケーション
を紹介する。

５－１ 三井不動産講演 35 における論点と示唆
第４回研究会では、大手ディベロッパーで実際に多くの再生事業を手がけている、三井

不動産㈱の三木孝行氏を講師に招き、
「中心市街地の今日的状況について」との題で講演を
お願いした。成功事例を中心に事例の紹介とその要因や課題等について、解説があった。
本節は、講演内容を整理したものである。
(1) ディベロッパーの役割と強み
ディベロッパーの強みは、テナントとの広範なネットワークを有し、行政・権利者等
との調整能力、不動産管理等の能力をもっていることである。三井不動産は、約 2,000
社ものテナントとの付き合いを誇る。テナントは、それぞれ自分の出店戦略エリアとか
フォーマットをもっている。従って、商圏人口に応じてそれにマッチしたテナントと調
整することが必要となる。例えば、東急ハンズは 80 万人程度、ビックカメラは 40 万人
以上の商圏を前提としていると言われている。また、建物に問題点がある場合にどうソ
リューションを採るかを分かる人材を抱えている。状況によっては自身が床を持ちアセ
ットリスクを負うこともできる。例えば地域のオーナーが、ダイエーの空き店舗を一括
してイオン、ヨーカド－に貸そうとしても実現は容易ではなく、そこで止まってしまう。
ディベロッパーが依頼を受けた場合は、イオンがダメなら小割にして複数のテナントに
情報を提示し調整することが出来るのである。

35 第４回まちなか空間再生事例調査研究会（2006.8.31 開催）
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(2) 商業施設分類と再生へのヒント
三井不動産は、商業施設を以下のように５つの形態に分類している。
*「広域商圏型商業施設」は、“ららぽーと船橋”に代表される所謂 RSC であり、１つ
の商業施設に 200～500 もの色々なテナントが入る。
*「都心商業施設」は銀座、青山等に立地する施設で、再生事業でもある日本橋東急百
貨店などである。
*「アウトレットパーク」は、良質ではあるがデザインが古くなった等の理由で在庫に
なっている品物を低価で販売する施設。調子は非常に良く、テナントが見つからない
場合の候補として十分考えられる。東北、九州地方において有効ではないか。
*「ライフスタイルパーク」は、そのエリアで足りないものやライフスタイルを提案し
ていく施設で、半径 1ｋｍ程度の小商圏の客が自転車で来店できるような施設である。
つくばに開店した“LALA ガーデン”はコミュニティづくりにも寄与しており、非常
に成功している。これは最近の米国のトレンドでもあり同国の商業施設の６割を占め
ている。つくば、南千住、藤沢にて成功しており、今後全国展開していく方針。一般
に中心市街地の核、コミュニティの核となりうる商業施設となる可能性を秘める。
*「駅前再生プロジェクト」は、大規模商業施設が止むを得ずに退店した後に再生させ
る商業施設。同社は、７件の実績を有す（18/8 現在）。大規模空き店舗再生事例とし
て多くのヒントがあり、以下で解説する。
三井不動産は、これまでは基本的に地元からの支援を受けて検討してきたが、今後は、
社会貢献や有力なビジネスの一環として積極的に再生案件に取り組んでいく方針である。
中心市街地再生との関連では、上記分類の中ではアウトレットパーク、ライフスタイル
パーク、駅前再生プロジェクトが関連する。大規模施設の再生は既に 7 件の実績がある。
また、テナント誘致が容易でない場合はアウトレットパークのコンセプトも活用できる
としている。ライフスタイルパークは、小規模商圏を対象としており、２～５万人規模
のまちの商店街再生に関して、即ち多くのまちに通用する集客力のある施設として注目
される。
(3) 三井不動産が手がけた大規模商業施設の再生事例
同社は、講演の 18 年 8 月時点で、７件の再生実績を有する。以下、その概要である。
○ダイエー新潟店跡（再生後：ＬＯＶＥＬＡ（ラブラ）万代）
かつては年商 200 億円を記録したが 1/4 程度にまで減少し平成 17 年 11 月に閉店（延
床１万坪、売場６千坪）。地権者である新潟交通の依頼で、三井不動産が再生案を提示。
同社は、建物全体を借りテナントを管理する。大口テナントは、ロフト、プランタン、
ギャップ、ジャスコ及び紀伊国屋書店。リニューアルには約 20 億円を要するが、建設協

50

力金として三井不動産が期間 20 年で融資。19 年 3 月開店予定。
○奈良そごう跡（再生後：イトーヨーカドー奈良店）
中心市街地の灯が消えることに強い危機意識をもつ奈良市の要請を受け、テナント探
しを実施。関西における拠点施設を計画していたイトーヨーカドーと思惑が一致し、同
社に一括賃貸。固定資産税の見直しや公共施設として奈良市美術館が入居するなど、市
が積極的な支援。建物所有者が債務免除を受けたため、低賃料で出店が可能となる。
○錦糸町そごう跡（再生後：生活バリューモールアルカキット錦糸町）
一括賃貸先を探したが、「縦積み」の構造でもあり見つからず。但し、商圏は大きく、
カテゴリーキラーとなる強い専門店を集積（20 店）させることに成功し、ショッピング
センター「生活バリューモールアルカキット錦糸町」としてリニューアルオープン。日
本生命所有。
○三重県四日市市

松坂屋跡（再生後：アピタ四日市店、１０９シネマズ四日市等）

テナントミックスにより、下層階にスーパー「ユニー」を、上層階は床を撤去してシ
ネコンを導入。県、市等行政機関の入居を依頼したが難しく、血液センターが入居。固
定資産税が５年間半額免除。
○宇都宮市

ロビンソン跡（再生後：ララスクエア宇都宮）

テナントミックスにより、上層階にビックカメラ、下層階にギャップ、アディダス、
ユナイテッドアローズ等の高感度系施設を集積（40 店）。
○川口市

ダイエー跡（再生後：ミエルかわぐち）

テナントミックスにより、ヤマダ電機、スーパーヤオコー、ユニクロ等約 10 店を集積。
平成 18 年 12 に開業。
○札幌市

マイカル跡（再生後：札幌東急ストアー等）

東急ストア、ゲームセンター、書店等約 10 社が入居。
(4) 三井不動産が手がけた大規模商業施設の再生事例の共通点
上記７事業における共通点を整理すると以下の通り。
○衰退の流れ
かつては地域一番店であったが、郊外型大規模施設の出現やモータリゼーション等に
より、売上がピーク時の４～５割に落ち衰退を余儀なくされた。各テナントは、赤字な
がらも数年頑張るが止むを得ず撤退、というパターン。
○ハード面の問題
建物全体が古い。５～６階建て（10 階のところも）の「縦積み」で、天井が低く駐車
場が狭い。売上に対して簿価が高く採算が悪い。
また、再生が成功するためには、「事業性能」と「法律関係の調整」の大きく二つの課
題をクリアする必要がある。
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○事業性能
改修工事に 10～20 億円の投資がかかるが、最低限の費用対効果が見込めるか。この資
金調達と事業採算性が最も重い課題。既に多額の借り入れがある場合、金融機関から新
規に借り入れることは難しい。ディベロッパーが建設協力金の形をとる融資により支援
する場合もある。
○法律関係の調整
築後長期を経過していることから、改修することにより最近の法的規制をクリアして
いるかの確認、見極めが必要になる。最大の課題は耐震問題であり、建築基準法上の建
築確認の調整が必要になる。また、消防法上の問題、駐車場・荷捌きスペース等の大店
立地法上の問題がある。この面でも行政の協力が不可欠となる。行政の協力がないと基
本的には古い商業施設を再生させるのは事実上難しいとも言える。
(5) 再生に要するスケジュール
大規模店舗再生のために要する期間は 1 年半程度である。多くの関係者との協議が必
要で、テナントリーシングも含め、コストや手間がかかる。最初に「現況の調査」を行
うがこれに１ヶ月半かかる。耐震の問題、設備がテナントに貸せる状態になっているか
を調べて、その後、耐震診断、テナントヒヤリング等を行うが、並行的に計画・設計の
作成に入り、どのような区画に割るのが一番良いのか等を検討する。計画・設計がある
程度固まった段階でテナントと契約行為に入る。賃料条件、資産条件等諸々の条件を詰
める。同時に既存テナント利用施設の原状回復、リニューアル工事について協議を行う。
それから自治体の建築指導課や消防、警察等との行政協議に入る。このようなプロセス
を経て着工までに約 12 ヶ月かかる。
着工からオープンまで約半年くらいかかる。リニューアル工事は、新潟では半年、川
口では 3 ヶ月くらいかかる。物理的に完成した後、検査、竣工となるが、商業施設の場
合は加えて大店立地法の届け出・変更が必要になる。そして開業の準備に入る。こうし
て開業に結びつくまで約 1 年半となる。即ち、計画、行政関係、テナントヒヤリング、
契約等で約 1 年、工事で約半年を要する。
(6) 注目される信託方式
かつての再開発と異なり管理所有型の信託など、信託方式が進んできている。一つの
受益権のような形に、所有権ではなくて収益権のような形にして、地権者等関係者に持
ってもらう。床を持ち複雑な形にして子孫に残していくよりも、信託所有型にした方が
シンプルで公平感もあり、今後増えることが予想される。制度的にも広い主体で管理信
託ができるようになり整備されてきた。但し、一般にはまだそこまで意識が及ばず、所
有権をずっと持っていたいとの意識が強い。それがどこまで変わっていくか、という面
もある。

52

５－２ 大手商業事業者インタビュー等における論点と示唆
本節は、大手小売事業者（A 社とする）の店舗開発（ディベロッパー）部署の方を訪問し
インタビューしたものを、まとめたものである。A 社は現在再建途上にあり、これまで大規
模店舗を多く閉店してきている。閉店に伴い生じる手続きや問題、再生への課題について、
詳しく説明していただいた。
(1) 大規模店舗再生の課題：「塩漬け状態」からの開放
閉鎖した大規模店舗を再生する際の最大の課題は、①オーナーと核テナントとの債
権・債務関係の処理、②改修費の資金調達、③新しいテナントの入居条件、の決定が同
時解となっており、この複雑な関係をコーディネ－トし解決できる人材・組織が少ない
ことである。即ち、賃貸契約の中途解除に伴う違約金および建設協力金の処理、既存借
入れ金返済条件に係る金融機関との交渉、15～20 億円かかる改修工事代の負担と資金調
達、新たなテナントとの賃貸条件、に係る調整が同時並行的に進み解を生むことが必要
となる。
以下、より具体的にプロセスを見ていく。
まず「契約解除交渉」が始まる。テナントである A 社は、契約期間の途中で閉店する
場合、オーナーに対して違約金支払い義務が生じる。最大で残存期間分全額の賃料を違
約金として支払うことになる。一方で、A 社は、多くの場合、建設協力金という名の長期
融資をオーナーに対して供与しており、その面では債権者でもある。違約金の減額と建
設協力金の減免はセットで調整されることが多いが、それは交渉事である。債権者でも
あり債務者でもある A 社にとり最も望ましいことは、自身が新規テナントを見つけ、そ
の新契約との差額を支払うことである。
また、建設協力金提供の担保として、通常、抵当権第一順位を付けている。銀行は、
基本的に不良債権であることと担保余力に乏しいことから、新規融資に二の足を踏む。
一方で、銀行とＡ社は設備資金の提供者であるという点で同じ立場であり、融資資金に
係る条件変更を巡り同じ土俵に立つ。銀行は再建が見えないと減免に応じにくく、A 社は
協力金の返済が進むならある程度の減免の用意もある。一方、新規テナントは事業が成
り立つリース料金でないと床を借りない。オーナーは、閉店となった時点で、多額の債
務を抱え担保余力もなく改装費資金を調達できない場合が多い。また、再生プランの作
成にも膨大な費用がかかる。資金不足のために再生ができない店舗は多い。プラン作成
と改装費の双方に財政的支援が得られれば再生可能なところはある。
こうして話が先に進まない状態、三竦み状態が続くことが所謂「塩漬け」である。こ
こをブレイク・スルーするためには３者の信頼を得て調整できるコーディネーターが必
要であるが、こうした調整能力を持つものは少ない。ここが機能すると塩漬けは早期に
解消し、店舗跡の進退を決定することができる。
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(2) 簡単ではない古い物件、再開発物件の再生
○今後増える再開発事業の再生
前述のように、権利関係の課題が残されたままの物件は処理に時間を要する。それで
も単独所有物件のように権利関係が複雑でないものは、再生に取りかかりやすい。一方、
区分所有物件は、権利関係がより複雑であり解決に時間を要する。その典型例がバブル
期に多い再開発物件である。複数の小口地権者により構成されており、交渉が難航する。
地権者を取り込むために、入り口側のいい場所に位置する空間を渡すことが少なくない。
実際、A 社が出店した商店街の再開発では、地元商店は入り口近くに出店している場合が
多い。その結果、A 社が抜けた後である建物の奥は、誰にも使われず閉鎖したままとなり
易い。
○古い物件の再生
新しい建物であれば入居者もいるが、古い建物となると新テナントを探すのに苦労す
る。築年数が古く、天井高が低いものは商品の見栄えが悪いために新しいテナントを探
すのは難しい。また、基本的に低層階に入るテナントは多いが、高層階まで客を誘致す
ることも難しく、高層階に入るテナントはほとんどいない。しかしエレベーター、エス
カレーターの設置は最低条件である。万が一付いていない場合は、コストもかかるため
に新規設置は難しい。そのため、建て直しをするか、ゲームセンターなど若者利用の業
態に変更する以外の用途変更は難しい。
築年数が新しく低層のものはやりやすい。例えば A 社の場合は、売却した 60 件のうち、
約 50 件は比較的新しい店舗が多かったため、入居者が決まり再開は順調に決まっている。
新しい店舗は、低層で広い物件が多いので再生しやすかったという事情があったのでは
ないかと思われる。一方、築年数が古い物件は、高層の店舗が多いため、苦労している
のではないかと思われる。
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５－３ 藻谷浩介氏講演 36 における論点：大規模商業施設の再生事例
第４章の４－３において、藻谷浩介氏の講演内容のなかで商店街活性化事例について紹
介したところである。本節では、講演のなかの大規模商業施設の再生事例について、藻谷
氏の説明を整理したものである。
(1) 商業利用とコミュニティ利用そして地元有力企業の協力
大規模商業施設の再生についても、基本は低賃料の実現であるが、スペースが大きく
巨額の改修費を要することから、商店街とは異なる難しさがある。大規模商業施設の再
生については、商業施設主体、コミュニティ利用主体、両者の組み合わせ等に分類でき
る。商業施設主体による再生は、全館商業利用はあまり見当たらないが、１階がスーパ
ーになっている例は結構ある。コミュニティ利用の代表例は長岡市の丸大デパート跡利
用で、長野市のダイエー跡利用である「もんぜんぷら座」の２・３階部分である。商業
施設利用としては、長野市の長崎屋跡利用が最初のケースである。
「もんぜんぷら座」は、
一階はＴＭＯが経営する食品スーパーとなっている。
切り口を変えて見てみると、地元の有力企業が再生に関わる事例がある。地元企業の
実際の床需要や信用の裏づけがあるだけに、有力な方策として注目される。長野市旧そ
ごう跡地は再開発事業として、複合ビルとして建設・オープンしたが、核テナントとし
て信越放送本社が郊外より移転した。また、豊橋市駅前に立地していた西武百貨店跡は、
地元都市ガス事業者である中部ガスが買い取り、再生事業を担っている。エネルギ－事
業者にとり需要の郊外拡散は非効率なインフラ整備を招くことにもなり、コンパクトシ
ティへの誘導は経営基盤の強化に繋がるのである。
(2) コミュニティ利用

～長岡市丸大デパート跡～

長岡市の丸大デパート跡利用は、市民センターとして利用しており、コミュニティ利
用としては最大の成功例である。長野市の「もんぜんぷら座」とともに全国の空き店舗
利用のお手本となっている。中古の建物を市が買い取り、６フロア全てをコミュニティ
施設に暫定利用している。土地は固定資産税見合い程度の安い賃料で借りており、当初
の改修費も 1500 万円に抑えた。利用者は 1000 人/日で以前と変わらない集客力を示して
いる。
最大の特徴は、市の部局、商工会議所の部局、ＮＰＯを、テーマごとに分けて同一階
にオープンフロアにて設置し、サービス競争を促していることである。観光コンベンシ
ョン協会とまちの案内人のボランティアが一緒に配置され、市民活動センター、パート
求人センター、男女平等共同参画センターが並んでいる。女性がよく集まるため託児所
スペ－スを設け、そこに子供対策のＮＰＯが入る。飲食が出来るため高校生が勉強しに
きたが、静かな利用を条件に認める（これは「もんぜんぷら座」も影響を受ける）。地下
36 第５回まちなか空間再生事例調査研究会（2006.9.1 開催）
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一階はスタジオとして貸しこれが集客する。こうしたアイデアは、全国で採用されてき
ている。市民センター長には、やり手を配し、利用者の声を届けてもらいこれにセンタ
ー長自身がフィードバックしている。会議室を含め利用率が高い。暫定利用のため近い
将来他の施設に市の機能を集約する予定となっているが、中古施設利用がこうしたコミ
ュニティ事業には向いているようにも思われる。
(3) 商業施設とコミュニティ利用

～長野市旧ダイエー跡（もんぜんぷら座）～

旧ダイエーをリニューアルしたもので、オーナーから市が安く借りている。1 階を食品
スーパー、２･３階を児童施設やコミュニティ施設として利用している。４～８階はまだ
テナントが埋まっていない状況。食品スーパーは専門事業者の借り手が見つからずＴＭ
Ｏみずから運営している。２・３階のコミュニティ施設には、飲食を伴う学生勉強スペ
ースを設けるなど長岡市の空き店舗利用の影響を受けている。
(4) 商業施設主体

～長野市（長崎屋跡再利用）～

長野駅近辺の長崎屋跡再利用は、地元オーナーが商業プロデューサーに任せてテナン
トを募集した純粋な民間事業である。そのためあまり注目されていないが、大型店再利
用としては日本で最初のケースである。地権者は一人であり、またリスク回避に重点を
置きテナントが埋まることを優先した。即ち、低賃料も構わないとのスタンスで商業プ
ロデューサーに利用案を公募した。５フロアが全て活用されている。もんぜんぷら座よ
りも長野駅に近く、テナントがより集まり易かったとも言える。
(5) 地元の有力企業が再生に関わる例
○地元放送局が核テナント：長野市旧そごう跡地利用（信越放送本社立地）
旧そごう跡地を、競売落札により安く買い更地とし再開発ビルを新設。市の要請によ
り信越放送が郊外より本社を移転。放送局を核として、専門店、行政施設等が入居する
複合ビル。隣接地に再開発が滞っていた「銀座Ａ地区」があり、駐車場利用を主に同時
に開発。信越放送は優良企業で体力があり、地方テレビ会社はデジタル時代を見据えて
地元のコンテンツを必要としている。元気なまちなかは地元コンテンツの重要な要素で
ある。
○地方ガス会社が事業主体：豊橋市駅前西武百貨店跡（中部ガスによる再利用）
豊橋駅前の西武百貨店が撤退した後、地元都市ガス事業者である中部ガスが買い取り
自力で開発を行っているところである。同ガス会社のエリアは、住宅が郊外に分散して
いりことからガス導管も延びており効率が良くない。都市ガスの効率的な利用のために
は、コンパクトシティの流れをつくる必要がある、との判断が働いていると思う。
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第６章

その他の成功事例とその要因 －アンケート等に見る留意点－

前述のとおり地域総合整備財団では、セミナーや講演会を開催し、まちなか再生を実践
している方々から、まちなか再生に係る事例やそれから導かれるインプリケ－ションにつ
いて、ご披露頂いた。第４、５章では、その中でも特に成功要因等を整理するのに適して
いると思われるものについて、商店街の活性化と大規模商業施設再生に分けて記述した。
本章では、アンケート調査で自治体から寄せられた事例のなかから、特に４、５章とは
異なる切り口で整理しうる興味深いもの等を取上げる。なお、アンケート調査の概要につ
いては、第３章で解説している。

６－１

業務施設等の移転によるまちなか活性化

まちなかが空洞化した要因の一つとして、商業施設のみならず、庁舎・病院・市民セン
ター等の郊外移転も指摘されている。改正３法を巡る議論においても、こうした業務施設
のまちなか再移転を支援することが重要と位置付けられている。以下の例は、病院および
大学をまちなかに移転・設置する具体例である。
(1) 病院
総合病院は大きな集客力をもつ。また高齢者の利用が多く通院の利便性は重要である。
緊急性を要する機関の場合徒歩圏内に位置することは重要である。これらより、病院の
中心市街地への立地は必要な措置であるといえる。「医療福祉ゾーン」の設定は今回のま
ちづくり三法改正に伴う新たな視点であり、「コンパクトシティ化」の推進を後押しする
ことになる。このように、商店街資源のみならず、医療・福祉資源への着目も必要であ
る。
以下は、
「中心市街地活性化基本計画」に総合病院の移転が位置付けられた事例である。
○総合病院の移転：愛知県豊川市
改正まちづくり三法施行後の病院移転第一号として全国で注目されている。
豊川市のほぼ中央部、大型ショッピングセンターに隣接した商店・住宅密集地に立地。
企業２社の社宅が建替時期にきていることから候補地に浮上、交渉に入る。計画では、
病院用地として必要な 35,000 平方メートル以上を確保し、5 年後の開院を目指す。移転
場所として選ばれた理由は、①名鉄豊川線諏訪町駅やバス停に近く公共交通機関の利便
性が良い、②市役所、消防本部、警察署など公共交通機関が徒歩 5 分圏内に集中し災害
緊急時の連携をとりやすい、③1 日約 4,000 人が出入りし商店街に賑わいを創出できる、
等である。
○総合病院の移転：徳島県小松島市
徳島県小松島市が策定した「中心市街地活性化基本計画」における「医療福祉ゾーン」

57

整備の一環で、「地域基幹医療施設」として「徳島赤十字病院」を整備。東洋紡績㈱と日
本赤十字社（徳島赤十字病院）が組織する「井利ノ口地区第一種市街地再開発事業個人
施行者」が主体。2001 年度に事業化の検討、2004 年に既存建物の除却とともに順次着工、
2006 年度末に竣工し 2008 年に施設オープンの予定。地上４階建ての複合施設で、１階
にコンビニ・銀行・薬局・飲食等が入り、2・3 階は一般外来診療施設となる。駐車場は
400 台の収容能力をもち、災害時の避難・救護場としても利用可能な平面駐車場。
<「徳島赤十字病院」の概要

>

○地域基幹医療施設としての整備
・ 地域医療支援病院として、24 時間機能の「救急救命センター」を持つ
・ 高度医療を実践する機能性を重視
・ 地域社会・医療関係者と連携
・ 患者本位の明るく清潔で利用しやすい病院
・ 災害に強く、ユニバーサルデザインによる安全性・信頼性の高い病院
○地域に開かれた医療関連複合施設の整備
（病院を補完し、市街地活性化の一環として地域の人々の利便性に寄与する施設）
・ 医療対応のコンビニエンスストア、銀行、薬局、飲食等の利便性施設
・ 日常の外来診療施設の整備
○一般市民の利用にも対応する駐車施設の整備
・ 交通混雑を起こさないための平面駐車場

(2) 大学
○大学を空き店舗へ誘致：福島学院大学駅前キャンパス
長年放置されていた空き店舗、
「本町十番館」
（昭和 58 年閉鎖）の活用により、福島市
の中心市街地活性化を図ることを目的として整備された。平成 18 年 4 月に福島学院大学
駅前キャンパスが開校。駅から徒歩５分、地下１階地上６階という立地を活かし、多彩
な公開講座のほか、オープンキャンパスや各種イベントを実施。大学の持つ専門性を活
かし、メンタルヘルスセンターやストレスドックを併設、地域住民の健康にも寄与。福
島市と福島県の支援により実現したサテライトキャンパスでもあり、福島県民・福島市
民を対象とした 48 の無料講座を開講している。
学生食堂を持たないことから近隣の飲食店に学生が流れ、大学は集客施設としての役
割を果たしている。学生たちも商店街の人びとと交わる機会も多く、双方向の交流のあ
る地域密着型の大学となりつつある。近隣の駅前商店街では、大学の誘致に伴い、ラン
チの割引クーポン発行等によるリピーター獲得を目指すなど、その成果が上がり始めて
いる。
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<「福島学院大学駅前キャンパス」の概要
6F

5F

>

・教室 4～8

・図書館情報センター分室

・学生談話室兼喫茶室
・教室 3

・自習室

・事務室

・セミナールーム
・カウンセリング実習室

4F

・ＮＰＯ実習室

・グループワーク実習室
・リラクゼーション実習室
・心理学実験・実習室
・瞑想療法室

3F ・音楽療法室

・相談室
・集団指導室

・プレイルーム

・グループカウンセリング室

・教室 1・教室 2(多目的実習室)
2F ・eビジネス研究センター

・PC実習室

・PCサポートルーム
1F

・学生ラウンジ兼イベント用オープンスタジオ
・展示ホール

B1F ・ロッカールーム

・スポーツルーム

(3) 公共公益施設
自治体等が運営する公共公益施設をまちなかに移転・設置する例は、自治体（地域）
の判断で実施しやすいことから、少なくない。前述の長岡、長野の例もあるように、大
規模空き店舗活用策としても、利用されている。また、後述する「キャトル宮古」は教
養文化施設が数フロアーを占めている。
○市民図書館の移転等：青森駅前再開発ビル「アウガ」
13 年１月にオープンした青森駅前再開発ビル。第三セクター「パサージュマネジメン
トオフィス（PMO）」と青森市により運営。地下に市場や飲食店、１～４階には専門店が
約 50 店舗、公的な施設として５～６階は「青森市男女共同参画プラザ」
、６～９階は「青
森市民図書館」が整備されているほか、522 台収容可能な駐車場も設置。青森市の掲げる
ウォーカブルタウン・コンパクトシティの実践版である。
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６－２

地域の総力を結集して大規模空き店舗を復興

危機感をばねに地元商店街と自治体が協力して、大規模店舗閉鎖空間の再生に取り組み、
再度オープンを成し遂げた事例。まだ事例は少ないが、あらゆる方策を駆使し集客システ
ムを構築。以下の３事例のうち２事例が宮城県内というのも興味深い。
○TMC 経営シネコンを核施設に再生：リオーネふるかわ
古川市などの一市六町が合併して誕生した宮城県大崎市は、旧古川市の大規模店舗跡
地の再活用を念頭に置いて特区「みやぎ中心市街地活性化古川にぎわい特区」を制定。
大規模小売店舗立地法の手続き緩和により、通常は届け出からオープンまで８ヶ月はか
かる手続きが地元説明会のみで済み、添付書類省略等も投資コストの削減に寄与。
旧古川市内台町商店街は、平成４年に核店舗であるエンドーチェーン駅前店が閉鎖さ
れた後、新たな集客施設の誘致を検討していたが、2006 年 3 月に、市も出資した第三セ
クターによる商業施設「リオーネふるかわ」が開店した。核施設は、まちづくり会社「台
町ＴＭＣ」が運営する、シネマコンプレックス「シネマ・リオーネふるかわ」である。
核施設としては、食品スーパーとシネコンの誘致を計画していたが、食品スーパーと大
手シネコンからは、商圏人口不足等の理由で出店を断られた。地元は「リオーネ」の運
営に強い危機感をもち、まちづくり会社「台町ＴＭＣ」が経営計画を再考したが、中小
商業活性化施設整備のリノベーション補助の活用によりシネコンの経営の目処が立つ、
との感触を得た。こうして台町ＴＭＣが直接経営する「シネマ・リオーネふるかわ」の
出店が決まった。
○改正３法を先取する協議会が奮闘：文化施設との複合「キャトル宮古」
平成 14 年 8 月に、マイカル東北の会社更生法適用を受け、宮古サティは閉店となった。
地元は、商店街・商工会議所・宮古市・サティ入居テナントによる連絡協議会を立上げ
対応を協議し、平成 14 年 12 月に国・県の支援を前提に再生を決定。平成 15 年 1 月、地
元商業者による共同出資会社「キャトル宮古」が設立された。その後、国・県の補助決
定を受け、建物改修工事・テナント事業等の作業を実施し、平成 15 年 12 月に「キャト
ル宮古」がオープンした。
建物面積 10,894 ㎡の５階建てビルで、施設構成は１～４階が商業フロア、３～５階が
教養文化エリアとなっている。商業フロアは、入居テナントは 24 店舗でうち宮古市内の
事業者が 17 店舗。教養文化エリアは、3 階は子育て支援センター、４階は市民ギャラリ
ー、５階は多目的ホール・会議室・研修室等が配置されているが、宮古市が運営・管理
している。
閉店直後の 14 年 9 月には、歩行者数は前年比 79％減、近隣商店街の売上が 14％減と
なり、核店舗消滅の影響は大きかった。サティ時代には地元商店街と綱引きの関係とも
言われたが、現在はキャトルと商店街は補完関係を目指している。キャトル側もＴＭＯ
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構想への積極的参加を打ち出している。
○官民および民民連携で再生：アクア木更津
木更津駅西口に立地していた木更津そごうの破綻を受け、地元は一丸となり再生を進
めた。木更津市は不動産を買い取り、商工会議所は第三セクターを立上げ全館を賃借し
たうえで民間事業者と交渉しこれに一括リースした。こうして再オープンが実現された。
地元の官民連携そして地元と地元外資本による民民連携が奏功した例といえる。経緯は
以下の通り。
12 年 7 月に木更津そごうが、13 年 12 月にビル管理運営会社である第三セクター木更
津都市開発㈱が、それぞれ自己破産。14 年 1 月、第三セクターの破産管財人が市にビル
の買取りを要請。同年 2 月、
「木更津の未来を考える会」が、19,631 名の署名を集め市及
び市議会対し再開発ビル（アインス）の取得を陳情。議会は、陳情内容やそれに係る補
正予算を可決。15 年 10 月、市は、土地・建物を買取り（取得額 6 億円）、㈱木更津観光
物産と賃貸借契約を締結。㈱木更津観光物産は、木更津商工会議所を中心に設立された
第三セクターで、民間の日本総合企画㈱と土地・建物を一括転貸（サブリース）契約を
締結。こうして、市、商工会議所、民間不動産会社の三者が連携して木更津駅西口ビル
の再生に取組んだ。このような取り組みが功を奏し、平成 16 年に、面積 42,679 ㎡、地
下２階・地上９階建ておよび地下１階・地上３階のビルがリニューアルオープンした。

６－３

特区認定で再生を目指す

構造改革特区の認定を受けることで、大規模小売店舗立地法の手続きを緩和することが
可能となる。通常は届け出からオープンまで８ヶ月はかかると言われるが、地元説明会の
みで終了となるため、短期間でオープン可能となる。添付書類が省略できることも投資コ
ストの削減にもつながる。こうした特区認定をばねに、再生への意思統一が図りやすくな
る。
○和歌山元気まちおこし特区
「和歌山元気まちおこし特区」では、中心市街地の活性化を目的とし、「大規模小売店
舗立地法」の緩和によって大型点の迅速な立地を目指す。同特区は、対象地域が 20.25ha
のおよぶが、平成 10 年からの５年間で２店の大型店が閉店した。とりわけまちのシンボ
ルであった旧丸正百貨店の閉店が市民に及ぼす打撃は大きく、この反省を活かして平成
14 年 10 月には「まちおこしプロジェクトチーム」を設け、商業者のみならず、地元住民、
行政職員、市民らを交えた「ワークショップ」を繰り返し、市街地の活性化に関する調
査・検討を実施している。
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○みやぎ中心市街地活性化古川にぎわい特区：リオーネふるかわ
前述の通り。
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第７章 まちなか再生実現に向けた課題と方策
第４～６章において具体的な成功事例とその要因を整理した。本章では、これらの事例
に共通すると考えられる要因を、キーワードにして整理する。疲弊した中心市街地が再生
する例はまだ少なく、そこから導かれる成功要因は、見方を変えると容易に達成できない
課題でもある。商店街の再生、大規模閉鎖空間の再生に節を分けて整理する。

７－１ まちなか商店街の再生
当節では、まちなかの商店街が再生するための要因（課題）について、キーワード、プ
ロセス、手法、に分けて解説する（図 7-1）。

(1)まちなか商店街再生の課題総括
各章の要点を振り返えると、第４章では、まちなかに存在する商店街が再生するため
の要因について、研究会や講演において示された専門家の体験に基づく見解を整理した。
そこでは、商店街において共通のコンセプトとマネジメントが欠けている問題を指摘し
た上で、まちづくりの理念を関係者が共有していること、まちづくりを実践する会社あ
るいは組織が存在することが、まず共通の成功要因として挙げられた。そして、その２
つを実現するためには、同一の方針を粘り強く継続することが不可欠である。また、キ
ーパースンが存在していること、関係者が強い危機意識を持っていること、集客・交流
人口を増やす工夫をしていることが共通して挙げられるほか、歴史的資産など地域の資
産を利用していること等も重要な要素として挙げられた。
一方、藻谷氏をはじめ多くの方が、地権者の理解あるいは地権者への説得による現状
に見合う合理的な賃料水準の形成が成功の重要なポイントとしている。
第５章では、大規模商業施設が再生するための要件と課題について、講演やインタビ
ューにおいて示された識者の見解を整理した。ディベロッパーは、テナントとの広範な
ネットワークや行政・権利者等との調整能力をもっており、その活用により課題の解決
が期待される。オーナーと核テナントとの契約関係の処理、改修費用の調達、新規テナ
ントの入居条件の決定が同時解となっているが、この複雑な関係をコーディネートして
解決に導ける人材・組織が少なく、これが大規模店舗再生に係る最大のネックとなって
いる。また、商業施設のみによるテナント確保は必ずしも容易ではなく、行政や NPO が
運営する福祉・コミュニティ施設等の入居を図ることも手段になり得る。
第６章では、アンケート調査で自治体から寄せられた事例のなかから、商店街や大規
模店舗双方の再生に関係する事例や、異なる切り口で整理しうる興味深いものについて
解説を行った。病院、大学そして図書館・福祉施設等をまちなかへ移転する事例、商店
街等地域の関係者が総力を挙げて大規模空き店舗の再生を実現した事例、構造改革特区
を利用して再生しようとしている事例等を紹介した。
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(2) 成功要因のキーワード
○危機意識
危機意識のないところに再生はない、と言われる。「１時間のうちに商店街を通ったの
は老人４人と犬１匹だけ」、「１／２はシャッターが降りていて、歩いているのは商店の
２人のおばさんだけ」、
「都市の郊外化と市内大型店の相次ぐ閉鎖で問題は深刻化」等々、
成功事例にはギリギリまで追い込まれたところが多い。
○まちづくり理念の共有と同一方針の継続
商店街がある程度の広がりを伴って再生するためには、地元住民がまちづくりの理念
（ディスプリン、コンセプト）を共有することが重要である。空き店舗を再生の梃子と
するような場合においても、貴重な建物の有効活用、商品構成の統一等がない場合、再
生は困難であり、特に無秩序な資産利用となる場合は、再生は不可能である。西郷真理
子氏は、地元関係者が徹底的に議論しコンセンサスを得ること（ワークショップ）の重
要性を強調する。また、日本は伝統的に一緒に経営している地域の範囲がありそれが商
店街の単位と同じである、それを下地に議論すると合意形成は可能である、と励まして
いる。
青森市は、市全体の方針である「コンパクトシティ」に則り、動き回れる商店街（ウ
ォーカブルタウン）を掲げる。長野市は、まちづくりの考え方の基礎として、生活者の
視点を重視している。長浜の推進力となった黒壁グループは、「歴史、文化、国際性」を
キーワードに、古い作りの空いた家を改造し 30 店舗を展開した。高松市丸亀町は、ワー
クショップにて議論を尽くし、400 年来の伝統を踏まえたコンセプトとしている。
また、まとまるのが難しいと言われる商店街において、それら理念の実現をみること
は容易ではない。時間がかかっても合意形成を重視する、ある程度の合意で実践し結果
を示し賛同者を増やす、粘り強く継続していく、行政と商店街と住民とが同じ方向を向
いて一定の期間方針がブレない、等が課題となる。加藤氏は、青森市の成功要因として
「行政と商店街とが同じ方向を向いて方針がブレない」ことを強調する。
○キーパースン（リーダー）の存在
長浜における笹原氏と㈱黒壁、瀬戸銀座通りの山内会長と水野助教授、豊川稲荷の豊
川市職員、長野市の服部氏、青森市の加藤氏等に見られるように、注目される事例には
地元にキーパースンが例外なく存在する。
但し、必ずしも商店街の人とは限らない。笹原氏は地元で物流業を営む事業者である。
水野氏は大学の先生、荘田氏や山本氏は豊川市役所の職員、服部氏は三重生まれで信州
ジャスコ出身である。但し、それぞれ地元に何らかの関わりはある。西郷氏はまちづく
りのコンサルタントで川越、長浜、高松市丸亀町をそれぞれ一定期間サポートしている。
藻谷氏は、全国を巡り具体事例を基に啓発活動を行っており、地域のやる気を喚起して
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いる。このように、最終的には商店街にやる気ある方々が登場するにしても、事態を動
かすキーパースンは外部の方の場合も多い。商店街がまとまるのは容易ではないとの指
摘がある。まちなかに愛着をもち再生のノウハウを有している外部の人の方が、しがら
みがなく自由に活動できる場合がある。また、まとめ役として一役買うことも十分あり
うる。
○やれることからやる姿勢
追い込まれた状態の商店街は、最初の一歩を見出せず立ち往生している場合が多い。
地方財政の厳しさが増す中で、インフラ整備等へ依存しにくい状況になっている。「自分
たちだけでも出来るところからやってみる」という姿勢が重要となる。長浜黒壁の 30 店
舗もの展開は殆ど自力で実施している。また、長浜市のＮＰＯ「まちづくり役場」（下記
「まちづくり会社等組織の整備」の記載参照）は自立した組織である。豊川稲荷の商業
イベントもそうした発想に基づく。東京都新宿区の早稲田商店街の環境運動のように、
ＮＰＯ等と組んでイベントを行うという方法もある。細かい成功事例を積み上げること
により自信となり賛同者が増えていくということも、一つの重要な観点であろう。
○まちづくり会社等組織の整備
まちなか商店街は、衰退してきた要因として、郊外大規模店舗の影響だけではなく、
率直に自身の魅力不足を認識しつつある。魅力ある商店街を形成するためには、空き地、
空き店舗の活用が不可欠である。また、全体的なファサードや駐車場の整備、再開発事
業にまで至れば、大きな成果が期待できる。成功と言われている事例も、個人に近いも
のから商店街全体のコンセンサスを得たものまで、組織が活躍している。
豊川稲荷では、有志が空き地を購入しまた由緒ある建物再生のための会社設立が検討
されている。
長浜では㈱黒壁が個別に地権者と調整した。最近では、長浜市にＮＰＯ「まちづくり
役場」が創設され、商店街全体のグレード維持に努めている。店のクオリティを維持し
続けることが非常に重要であるが、容易ではない。この民営の「役場」は独立採算で運
営されており、中長期にわたり一貫した施策が行われることになる。
青森市では、商業ベンチャーを支援する組織である PMO がテナントミックスや若手商
店主の教育等の役割を担う。川越や高松市丸亀町では、商店街として統一した理念に基
づいた店舗つくりを実施している。また高松市丸亀町では、複数のまちづくり会社を設
立し、テナント戦略、賃料に地価を反映しないシステム構築、地域投資の受け皿等の機
能を担っている。
○地権者の説得と現実味のある賃料設定
各論で最も重要なのは地権者の説得である。商店街再生の最重要課題は、空き店舗・
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空間等を魅力ある店舗・施設に置き換えることである。中心市街地問題の難点は、一等
地であり高く売れる（貸せる）との思いが根強く、テナントの収益性から見て、現実的
な合理的賃料が提示されないことである。この点は最重要課題でありながら、あまり注
視されてこなかった。これまではマーチャンダイジング、建築設計の面からのアプロー
チが一般的であった。西郷真理子氏、藻谷浩介氏等の活躍もあって認識が広がりつつあ
り、改正３法の考え方にも反映されている。
繰り返しになるが瀬戸銀座通りでは、山内会長が定期借地権を利用して、個別に地権
者とテナントとの調整を行っている。長浜では笹原氏が個別にケースバイケ－スで工夫
してきた。西郷氏は、長浜モデルをサポートし、更にその経験を基に高松市丸亀町にお
いて、地権者の合意を取り付け、定期借地権を利用し、地権者が共同で床を利用し賃料
変動リスクも負うという仕組みで、地価を顕在化させないシステムの構築を行った。
(3) プロセス面のアプローチ
本報告で取上げた成功事例をみると、それぞれにステージ（段階）が異なるが、再生
に向けて概ね同様のプロセスを経ていることが窺われる。即ち、
①危機意識の醸成：商店街の疲弊がかなりの程度進み、危機意識を持つ人が出てくる。
②理念の共有：まちづくりの理念が議論され、行動を起す人が出てくる。
③構想の検討と導入：人が集まる工夫が検討・試行され、構想と体制が整い始める。
④構想の事業化：人が集まり出し自信をつけ魅力ある商店街形成に向けた動きが生じる。
⑤具体的成果の波及：具体的成果が周囲に波及し空き店舗がなくなる。
というプロセスである。
(4) 手法
次に、成功事例にある程度共通してみられる手法を上記(3)のプロセス順に整理してみ
る。
○啓発活動（プロセス①～②）
商店街を主に地域が問題意識を醸成する、解決策を検討するうえで、専門家や先行事
例の実践者の話を聞くことが有効である。既に、国、自治体、業界団体等を主催者とす
るセミナーや講演会が多く開催されているところであるが、今後も色々な形で開催され
ることが予想される。成功事例はまだ少なく、個々の事例により歴史や性格が異なり、
幅広い情報収集が必要である。
○アドバイザ－の活用（プロセス②～③）
商店街再生を図るためには、共通理念の作成、地権者説得、持続可能な活動を支える
組織つくり等が重要であり、リーダーシップのある人の存在が必要とされている。これ
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らの人としては商店街の住人でない人がリードする場合も多い。関連知識や説得力を持
ち、地域にしがらみのないアドイバーが有効な場合は多いと考えられる。福井県あわら
市は、地域総合整備財団の地域再生マネージャー制度を活用し、駅前空地の有効活用を
検討しているが、地元がまとまることに役立っていると評価している。
○まちづくり会社の創設と資金調達（プロセス③～⑤）
空き店舗対策等を実施する組織として、まちづくり会社を設立する動きがある。テナ
ントと地権者の間に入りコーディネートする、場合によっては自ら購入・賃借すること
もある。この場合、購入代・修繕費等の資金需要が生じるが、この調達に苦労している
例が多い。
○歴史的な資産・建造物の活用も１つの方法（プロセス③）
まちなか商店街が、郊外の大型店に対抗するためには、大型店にはない特徴を持つ必
要がある。また、楽しいショッピングでないと住民やテナントの支持を受けにくい。商
店街が持つ歴史・伝統・文化は、差別化のための、また地元のアイデンティティを再認
識するための大きな要素となる。こうした視点から、歴史的建造物の活用が注目されて
きている。長浜では、「黒壁」の再生が商店街復興の第一歩となり、まちづくり組織の名
称ともなった。その後北国街道沿いの古い建物を趣のある店舗に再生することで軌道に
乗せた。川越のコンセプトは、伝統として残っていたパティオ風の建築様式を商店街全
体に適用するものである。長野市の「パティオ大門」は善光寺参道に位置する古い家・
蔵を修復したものである。飛騨の高山市、犬山市の再生も同様の手法である。山形市七
日町商店街では、蔵の再生と用水路の復興を織り込んだ再開発事業計画が進行している。
○定期借地権の活用（プロセス④～⑤）
定期借地権 37 を利用することにより、地権者は、一定の期間の後に資産が返ってくる安
心感をもつことができ、賃貸の決断がし易くなる。テナントは、低率の賃料により借り
ることが出来る。コーディネーターが地権者を説得するうえで有効な手段となっている
と言われている。

37 定期借地権とは、契約期限が来た時に契約の更新がなく、建物を取り壊す等、土地を返還する必要がある借地権を指

す。契約期間の延長がなく立退料の請求もできない。借地借家法では、①契約期間が 50 年以上の一般定期借地権、②同
10 年以上 20 年以下の事業用借地権、そして③同 30 年以上で建物付土地を返還できる条件の付いた建物譲渡特約付借地
権、といった 3 種類が規定されている。なお、新築住宅の供給の場合、一般定期借地権のタイプが多い。
＜定期借地権の種類と相違点＞
種類
一般定期借地権
事業用借地権
建物譲渡特約付借地権

契約期間
50 年以上
10 年以上 20 年以下
30 年以上
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契約終了時
建物を取壊し、更地で返還。
建物買い取り請求権なし。
建物譲渡特約を実行し、建物付で土地を返還。

○特区制度の活用（プロセス④～⑤）
「和歌山元気まちおこし特区」「（宮城県）古川にぎわい特区」の例を参照

図 7-1 まちなか商店街再生の要因
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７－２ 閉鎖された大規模商業施設の活用
当節では、大規模閉鎖空間について、再びオープンすることができた事例に共通して見
られる要因および手法を抽出し、キーワードにて整理している。
○ディベロッパーの活用
○コーディネートとファイナンス
第５章の５－２で記述したように、閉鎖された大規模店舗の再生の鍵は、コーディネ
ートとファイナンスである。特にコーディネーターは、地権者、旧テナント、新テナン
トそして金融機関の間に入り、賃料、建設協力金と違約金の調整（地権者 vs 旧テナント）、
貸出し条件変更とリストラ計画の調整（地権者 vs 金融機関 vs 旧テナント）、新規融資と
再建計画の調整（地権者 vs 金融機関 vs 新テナント）等を行う。一連の調整は、それぞ
れが密接に関連し同時解になる。こうした調整が進まないと、事態は動かず、所謂「塩
付け」状態となる。特に、再開発事業関連は関係者が多く、調整は難しくなる。ファイ
ナンスを含めた専門知識がある、関係者から信頼される、長い時間を要する調整を行い
うる、等の資質が要求されるのである。
○地元が一丸となった取組み
大規模店舗再生の場合、地域に及ぼす影響が大きくかつ一気に表面化する。改修等大
規模投資を含むことから、リスクも高く、商店街、行政、コミュニティ、金融等、地域
が一丸となり総力を結集する必要性が大きくなる。
○テナント
空き店舗の利用として、食品スーパーがテナントとなりうる可能性が高い。大規模店
舗が立地するような場所は、ある程度の商圏人口が存在し、相当量の食品需要は見込め
る。
また、行政施設や福祉施設等を移設することも、まちなかに集客スペースを設け交流
人口増を図る上でも有効であると言われている。
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