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１ はじめに 

 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（略称：中心市街地活性化法）が平成１０年

７月に施行され、４年近くになろうとしている。

この間、４６８の市区町村で４８２地区の中心

市街地活性化基本計画が制定されている（平

成 14 年 4 月 8 日現在）。この基本計画に基づ

き、市街地の整備改善と商業活性化という観

点から、各省庁横断的な支援措置が準備され、

各地で中心市街地の活性化に向けた様々な

取り組みがなされているところである。 

 ところで、なぜ中心市街地の整備改善や商

業の活性化を図らねばならないのであろうか。

市の中心商店街がシャッター通りというのでは、

市としての沽券に関わるからという理由だけで

あるならば、中心市街地関連の財政支出に対

して、市民の間から疑問の声が出てくるであろ

う。都市の有力商店を含む老舗商店街である

ことが多いであろう中心商店街のみを助ける

というのであるならば、他の商店街との公平

性に問題が残る。法律があるからという理由

のみでは、一時的な支出は我慢できても、高

額な財政支出を継続的に行うことに不満が噴

出することは目に見えている。「そもそも中心

部の商店街が衰退したのは、商店主たちが努

力を怠ったからではないのか」、「殿様商売だ

ったから客が逃げてしまったのだ」、などの不

平不満がうずまいてしまうのではなかろうか。 

中心市街地に対する財政支出について市

民の理解を得るためには、なぜ中心市街地の

整備改善を推進し、活性化を図らなければな

らないのかという理念を明確にしておくことが、

まず必要な作業であろう。そして、市街地の整

備改善が本来の目的であり、商業の活性化

は、ある意味で手段に過ぎないということも認

識すべきである。本稿では、あくまでひとつの

側面からではあるが、中心市街地整備改善の

理念について、検討してみたい。 

 

２ 中心市街地活性化の理念 

 都市というものは、経済合理性の観点から、

旧市街地をスラム化しながら、縁辺部の緑を

侵食しつつ拡大していくのが歴史的必然とい

えよう。旧市街地は地価が高い上に、土地が

細分化し､権利関係が複雑になっている。新規

に建築物を建てようとする場合に、中心市街

地は、費用の点からも、時間の点からも、その

コストは膨大なものになる。地価が安く、権利

関係が複雑でない郊外部が開発されていくの

は、いわば、当然の成り行きといえよう。 

 しかし、有限の資源しかない地球を救う上で、

郊外部の緑を侵食するのは望ましいものでは

ない。1992 年のリオデジャネイロにおける国



連環境サミット以来、地球環境に配慮した都

市づくりが世界的規模で提唱されてきている。

「サスティナブル（持続可能な）・シティ」、「コン

パクト･シティ」、「スマート・グロース」等の都市

づくりにおける新たな概念が提起されていると

ころである。そして、その一環として、ヨーロッ

パ諸国を中心として、中心市街地の活性化が

言われている。ただ単に、商店街の振興のた

めの中心市街地の活性化が叫ばれている我

が国と、「中心市街地活性化」という標語は同

じでも、その拠って立つ思想には雲泥の相違

がある。 

 

３ 西欧諸国における都市づくりの思潮 

 西欧諸国における都市づくりの思潮としては、

イギリスのエベネザー・ハワードによる「田園

都市論」がまずあげられる（「Tomorrow（明日

―真の改革にいたる平和な町 ―）」1898 年。

「Garden City of Tomorrow （明日の田園都

市）」1902 年）。19 世紀の産業革命以降、都市

への人口・産業の過度の集中により、イギリス

の工業都市がスラム化という生活環境の悪化

にみまわれ、そのアンチテーゼとして提唱され

たもので、その理想的なまちづくりは、我が国

にも、田園調布や多摩田園都市など、思想的

に大きな影響を及ぼしている。このハワードの

思想は、都市への人口集中を防ぐため、母都

市を中心に鉄道で結ばれ、周囲を農村で囲ま

れた自立的な小都市を開発していこうというも

のである。 

 その後、20 世紀の機能的な都市づくりに大

きな影響を及ぼした思潮として、近代建築国

際会議における「アテネ憲章」（1928 年）、ル・

コルビュジェの「輝く都市」（1933年）、Ｃ．Ａ．ペ

リーの「近隣住区論」（1929 年）等があげられ

る。アテネ憲章は、機能優先のゾーニング、高

層アパート群等単一的都市団地を生み出す

契機になったと言われている。ル・コルビュジ

ェの「輝く都市」は、職場、住居、余暇活動の

空間がそれぞれの地区毎に明快に分離され、

互いに交通網により組織された都市空間を提

案したものであり、その主張から機能主義と称

されている。アメリカのペリーによる「近隣住区

論」は、教会や小学校、近隣公園、コミュニティ

施設等を核とする人口１万人程度で構成され

た住区単位を近隣住区と名付け、幹線道路を

このコミュニティ空間のまとまりの外周に配置

して通過交通を遮断し､住区を単位とする住宅

地計画を提案したものである。これらの提案

は、各国のニュータウン計画に大きな影響を

与えている。 

 こうした機能的な都市づくりの思想では、都

市を無機質なものとし、住民にとって暮らしに

くいものであるとして著されたのが、ジェーン・

ジェイコブスによる「アメリカ大都市の死と生」

（1961 年）である。ジェイコブスは、ル・コルビュ

ジュのような近代的な都市計画論を否定し、

都市には多様性が必要であり、そのためには、

①地区は、一つの基本的機能だけではなく、

二つ以上の機能を果たすことが望ましい、②

ブロックは短く、街角を曲がる機会がひんぱん

でなければならない、③各地区には、建てら

れた年代と状態がいろいろ違った建物が混じ

り合っていなければならない、④その地域に

は人口が十分に密に集中していなければなら

ないという四つの条件を示している。 

 このジェイコブスの思想が、次の地球環境問

題と相まって、新しい都市づくりの思潮へと発

展していったものであり、中心市街地活性化

への視点を提示している。 

 

４ 新たなる都市づくり思潮 



 地球規模で世界の社会・経済活動を見た場

合、経済活動の高度化・グローバル化の進展、

発展途上国を中心とした人口の急増・貧困・

都市集中の問題、食料・資源・エネルギーの

供給体制の問題、温暖化・酸性雨といった環

境破壊の問題など地球環境問題が顕在化し

てきている。これに対処するため、地球環境

の保全と資源の循環利用を推進するための

国際的な枠組みが強化されつつある。 

 都市づくりのの観点からも、こうした地球環

境問題に対処するための新たな思潮が生ま

れてきている。これまでの自動車中心の都市

づくりをやめ、自動車への依存を減少させ、エ

ネルギー消費の削減、交通混雑の緩和を目

指すとともに、郊外開発を抑制し、既存の中心

市街地を活用するなどにより、環境にやさしい

都市づくりを行おうというものである。 

 こうした動きは、特に、90 年代のＥＣ諸国で

「サスティナブル・シティ」の動きとして顕著に

みられる。ＥＣ諸国のサスティナブル・シティに

関する流れは、90 年の「都市環境に関する緑

書」が始まりであり、ヨーロッパの人々の大部

分が生活している都市部での環境汚染を防ぎ、

緑地での新規開発を抑え、都市のアイデンテ

ィティである歴史的文化財を保全し､都市の再

生を進め、持続的な経済開発を進めるには、

都市計画の役割が重要であり、都市スプロー

ルを抑制し公共交通を促進するなど、コンパク

トシティを最もエネルギー効率がよいサスティ

ナブルな都市形態として推奨した。92 年にサ

スティナブル開発重視の流れを作った国連リ

オサミットが開催され、93 年にはＥＣの都市プ

ロジェクトであるサスティナブルシティ・プロジ

ェクトが開始された。こうしたＥＣ諸国の都市戦

略をまとめたのが、「欧州サスティナブル・シテ

ィ報告書」（1996 年）である。 

 アメリカでも、古くから「成長管理政策」が採

用されているが、その嚆矢としてオレゴン州の

農地や緑地など自然保全を目的に制定した

土地利用計画法（1973 年）は、都市成長境界

線（ＵＧＢ： Urban Growth Boundary ）で知ら

れている。90 年代に入ってからは、「成長管

理」という言葉のマイナスイメージを嫌い、環

境やコミュニティに配慮したうえで適切な都市

成長を是認する新たな都市開発のあり方とし

て「スマート・グロース」という言葉が用いられ

るようになってきている。一方、自動車社会を

前提にした近代的都市計画からの脱皮を目

指した新しい都市論として「ニュー・アーバニ

ズム」という概念も出てきている。 

 これらの考え方の根底には、緑地での新規

開発や都市のスプロールを抑制し、既存の市

街地において、住宅、商業、オフィス等を一体

的に整備する（ミックストユース）、高密度の開

発（インフィル）・再開発の促進、コミュニティの

形成、オープン・スペース等の維持、公共交通

や自転車・歩行など自動車以外の移動手段

の重視などの思想が流れている。 

 こうした流れの中で、新規開発をさけ、既存

の都市集積を活用するために、中心市街地を

整備改善していこうとする施策が強力に推進

されているところである。 

 

５ 我が国における中心市街地活性化 

我が国において中心市街地活性化といった

場合、主として、中心市街地の商業活性化に

重点がおかれている。しかし、その前提として、

都市には都市としての機能集積の存在があり、

住民を引き付ける求心性を持った中心市街地

を整備する必要があるのではなかろうか。 

 地方自治法第 8 条で市となるべき地方公共

団体の要件が掲げられているが、この中に、



「当該都道府県の条例で定める都市的施設そ

の他の都市としての要件を具えていること（第

1 項第 4 号）」という要件がある。都市的施設と

は、官公署、文化施設、銀行、会社、病院、劇

場等であり（これらが市内にあればよく、必ず

しも中心市街地でなくともよいが）、これらの施

設の存在が、都市としての必要条件といえる。

そして、これらの施設が集まることによって住

民を呼び寄せる求心力が中心市街地を形成

することになるといえよう。中心商店街は、こう

した中心市街地が呼び寄せる住民の購買力

によって成り立っていたと考えるべきである。

もちろん、デパートやファッショナブルな商店

が並んでいる中心商店街も人を呼び寄せる求

心力の一つであることは事実である。しかし、

商店街のみの求心力で中心市街地が成り立

っていたと考えるべきではない。現在、中心市

街地の衰退は、商業問題に顕著に表れてい

るが、その前に、自分達の都市をどのように

形成していくのかという理念に欠けていること

が、根本問題である。地球環境の保全のため

にも、むやみな市街地の拡散を防ぐことが必

要であり、中心市街地という既存の集積を活

用した都市づくりが要請されている。そのため

の中心市街地の活性化でなければならない。 

 

６ 中心市街地の課題（仮説） 

 中心市街地の求心力を考えた場合、我が国

はこれが希薄である。ヨーロッパの都市は、民

族間の戦いの中で、城壁の内部に都市が出

来上がったという歴史がある。その中で、シテ

ィ･ホールや教会、あるいは市場が人々の心

の拠り所となっているように感じられる。我が

国の場合、市役所は住民票を取りに行くぐら

いしか用はなく、それも最近は市役所の住民

に対するサービスが良くなり、わざわざ市役所

に出向かなくとも郵送等で手に入れることがで

きるようになった。その市役所も郊外に建替え

で移転した都市が多い。商業については、郊

外のバイパス沿いに大規模スパー等が競い

合って建てられ、買回り品も最寄り品も、こうし

た郊外の大規模スーパーへ自動車で出かけ

て購入するようになってしまった。 

 我が国の都市計画の特徴なのであろうか、

全国一律の制度でがっちり出来上がっていた

（現在は、地方にかなり権限が委譲されている

が）せいか、どこも同じような景観の都市ばか

りになってしまっている。また、むしろ調整区域

の方が大規模開発をしやすいという結果にな

っていることから、都市機能の分散をまねき、

市街地の外延化をもたらしてしまっている。ど

のような都市をつくるのか、これまで市民が無

関心であったことも原因の一つであろう。 

 ここで、主として地方都市を念頭に、中心市

街地の抱える課題について、問題点を仮説と

して提起してみたい。 

① 市街化区域が広すぎないか。 

 多くの地方都市を訪れた場合、郊外から中

心市街地に向かうと、農地に混じって住宅地

が延々と続いている都市が多いように感じる

のは、私ひとりではないと思う。高度成長期に

急増する人口を吸収するためには、市街化区

域を拡大する必要があったのであろうが、現

在では、その広さを持て余しているように思わ

れる。 

② 中心市街地の指定容積率が大きすぎな

いか 

 多くの民間デベロッパーの方が指摘している

ことであるが、中心市街地の地価が高すぎる

（取引が少少ないので、実勢価格ではなく地

権者の提示する価格が、バブル時代の夢から

醒めていないものになっており、また、公示価



格も取引が少ないためか、あまり下がってい

ないという）ので採算が合わない地方都市が

多いという。また、指定容積目一杯のビルを建

築したとしても、それを全部埋めるだけのテナ

ントを集めるのは困難な場合がほとんどであ

るという。この際、指定容積を思い切って引下

げるなどの方法により、地価を下げることが必

要となるのではないかという意見が多い。 

③ 用途が純化しすぎていないか 

 都市計画の用途地区は、ある程度の広がり

をもって指定されるが、特に地方都市の場合、

ある特定の用途でその地区を特化できるほど

の集積は困難である場合が多いのではなか

ろうか。また、多様な用途の建築物を混在させ

た方が、ジェイコブスが指摘しているように、

活力ある面白い都市になるのではなかろうか

と思われる。 

④ 都市的機能が郊外へ移転し過ぎていない

か 

 多くの都市で見受けられることであるが、市

役所、私立病院等の公共公益施設の建替え

に当たり、駐車場が取れない等の理由で、広

い敷地が取れる郊外に移転してしまうケース

が多い。しかも、地域バランスを考えるのか、

移転先は、施設ごとにいろんな地区に分散し

てしまっている。こうした分散型の都市づくりも

否定されるものではないと思うが、それは集中

させないまちづくりであって、そういう都市が中

心市街地活性化というのは、論理矛盾という

ほかない。自動車社会を前提にした分散し、

賑わいのないまちづくりがいいとするのかどう

なのか、住民自身で決定していただきたい。 

⑤ 中心部に住む住民が少ないのではないか 

 ①でも指摘したように、郊外部に住宅が分散

した結果、中心市街地の居住人口が激減して

いる。東京都心部の空洞化によるドーナッツ

化現象と同じような状況が発生したということ

なのであろうが、東京都心部には事務所機能

が集中した結果として住宅が郊外に追い出さ

れてしまったのに対し、地方都市の場合、中

心市街地にはシャッター商店街しか残らなか

ったということである。 

 多くの都市の中心市街地活性化基本計画で

住機能の整備が一応触れられてはいるが、ま

ず、中心市街地に住民を呼び戻す施策を強力

に推進すべきである。人が住んでこその中心

市街地である。近年、東京の都心部は住民が

戻り始めているが、地価の下落という追い風

があったとはいえ、中央区等の都心部の区役

所が、区長を先頭に住宅付置義務要綱などに

より、積極的に住民呼び戻しのための施策を

展開したからである。 

 

７ 中心市街地活性化のための提言 

 以上、中心市街地活性化のための問題点を

ある程度指摘したが、地球環境にやさしい都

市づくりのため、中心市街地をいかに蘇らせ

るかが次なる課題である。大胆ではあるが、

いくつかの仮説的な提言をさせていただく。も

ちろん、都市によってその置かれた環境は異

なり、この仮説がまったく成立しえないケース

もあろうが、一般論として提起させていただく。 

① 機能を集中すべきである 

  アメリカのジェイコブスが指摘しているよう

に、都市の都市としての魅力は、多様な機能

が混在し集中していることである。そして、中

心市街地に行けば、いくつかの用事がそこで

済ませられることがさらに人を呼び寄せること

になる。たとえば、市役所を郊外へ移転させる

ということは、中心市街地の存在を消滅させて

しまおうという発想であり、中心市街地の活性

化を市の施策として掲げているのであるなら



ば、再度中心市街地に戻すことも検討すべき

である。市役所移転で寂れた中心市街地の罪

滅ぼしで中心市街地活性化に取り組むといっ

た発想は、本末転倒である。 

しかしながら、旧中心市街地が衰退してしま

っており、移転した市役所の周囲に機能があ

る程度はりついていれば、そこを新しい中心

市街地として整備することも可能である。新し

いとはいえ、出来上がってしまったものは、既

存のストックの一つだからである。商業機能に

ついても同様であり、郊外の大規模ショッピン

グセンターを新しい中心商店街と位置付けて

その周辺を整備していくことも可能である。傾

いてしまった旧中心商店街を立て直すほどコ

ストがかかるものはないかも知れない。 

何れにせよ、どのようなまちづくりをするか

は、住民が決定すべきである。どのような都市

にするか明確にすることが今求められている

最大のものである。 

② 歩行者を増やすべきである 

 歩行者が少ないから苦労しているのであっ

て、今更そんな指摘を受けることはないと思わ

れる方もあるかも知れない。しかし、利用者の

利便のためにやった努力が、人が集まるのを

阻害してしまうこともある。 

 中心商店街の衰退の原因として、自動車社

会に乗り遅れたからだと言われている。そして、

便利な場所に駐車場を建設しているところが

多いと思われるが、それで成功している場合

もかなり多いであろうが、ワンストップショッピ

ングでは、人は目的を済ませるとさっさと帰っ

てしまう傾向にある。中心市街地全体でみると、

人を回遊させるような市街地の整備改善を行

うべきであろう。 

四国は 88 箇所霊場めぐりで有名である。香

川県善通寺市にその市名の起こりでもある 75

番札所善通寺がある。当然善通寺市は善通

寺の門前町として発展したものであり、商店街

としては、善通寺金堂の東に位置する朱塗り

の赤門から伸びる赤門筋商店街がある。昔は、

旧日本軍の第 11 師団（現在は自衛隊の基地

となっている）も駐屯しており、参詣客とあわせ、

賑わっていたという。ところが、観光客のため

の駐車場が寺の裏側（寺の西側で赤門筋商

店街の反対側）に作られたために、年間 70 万

人という観光客がお寺のお参りを済ませると

そのまま車で帰ってしまうという結果になって

しまったということである。 

余談ではあるが、これに対し、（中心市街地

の例ではないが）西国３３箇所霊場めぐりの第

１番札所である和歌山県那智勝浦町の青岸

渡寺は、急な石段５００段ほどを登らなければ

ならず、その途中に、土産物屋や飲食店が並

んでいる。お寺のそばに駐車場があるが、一

般の利用は、身障者かお年寄り等に限定され

ており、参詣客は石段を登ることになる。西国

３３箇所霊場めぐりは苦しい体験をしてお参り

をすることが御利益があるという寺院が多い

ような気がするが、商店街振興のためにも、

歩かせているということは重要である。 

 活性化は、人を回遊させることによって成り

立つのではないかと考える。ヨーロッパの都市

づくりにならって、中心市街地から自動車を排

除し、歩き回っている歩行者を増やす仕組み

を検討すべきではなかろうか。 

③ 自動車中心の交通体系を見直す 

 ②とも関連するが、地球環境をまもる立場か

らも、自動車を排除したまちづくりが必要とな

る。特に、オランダやドイツの都市で多く見受

けられるが、中心市街地から自動車を排除し、

路面電車等の公共交通機関や、自転車、歩

行者を中心とした都市づくりをしているのが参



考になる。（オランダのグローニンゲン市、ハ

ウテン市、ドイツのフライブルグ市など） 

④ アイデンティティの確立 

 先にも触れたが、我が国の地方都市の場合、

どの都市も個性がなく、同じような景観のまち

が形成されている。その都市の拠って立つア

イデンティティを確立し、中心市街地整備のコ

ンセプトを明確にすることが最も重要であると

考えている。 

 中心市街地活性化基本計画を早くに策定し

た５０の都市の計画でみるとコンセプトをある

程度明確にしているものが約半数しかなかっ

た。基本計画作成を他に先駆けて行った都市

であり、かなり意識が高いと思われる都市群

でさえ、半数という結果に終わっているという

ことは、まちづくりへの意識が平均的に著しく

低いと考えざるを得ない。基本計画を作るの

にコンセプトが記載されていないのはいかが

なものであろうか。ありきたりの「住みやすい」

「安全な」まちづくり等々や、最近はやりの「ＩＴ

を活用した」まちづくりなどが並ぶだけでは、ど

のような都市づくりをしたいのかまったく不明

である。 

  

８ まとめ 

 最後に整理させていただくと、都市づくりに

おいても、地球環境に配慮した視点が重要で

あり、サスティナブル（持続可能）な都市づくり

をするためには、緑を潰して新たな開発をする

のではなく、都市再生という、中心市街地の既

存の集積を生かした、その整備改善によるま

ちづくりをすべきであるということである。そし

て、商業の活性化はそのための手段ではある

が目的ではないことも銘記しておいていただき

たい。 
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