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１．はじめに（消費の場としての中心市街地） 

 

中心市街地整備改善活性化法（以下、中

心市街地活性化法と略す）の施行（1998 年７

月）後、基本計画を策定した地方公共団体は

2002 年４月１２日現在４７０市区町村。中心市

街地の空洞化要因とその活性化要因は、幾

つかの都市の「中心市街地活性化基本計画」

を見ただけでも、商業・観光・交通・住宅・人

口・土地・環境・他都市との競争と連携など都

市機能の多分野におよぶ。したがって、中心

市街地活性化法では１１省庁連携体制で支

援策を整備している。 

このように、中心市街地活性化は実に多く

の視点から取り組む問題ではあるが、ここでは

ＧＤＰの約６割を占める個人消費という視点か

ら中心市街地問題を考えてみる。中心市街地

の活力低下は、商業や観光等の都市魅力が

中心市街地より“外側”に移動・誕生したこと

に伴い、消費の場や人の流れも“外側”に移転

したために発生する。したがって、中心市街地

活性化は、個人消費の場を“外側”から中心

市街地に戻すことでその目的を達成できる。 

ここでいう“外側”とは、一般的に指摘される

郊外だけではない。海外を含む他都市、消費

者の自宅、この２つも郊外と同じように消費の

場として選ばれている。自宅が消費の場とは、

ＩＴ普及などの社会情勢変化により、 「巣篭り

消費」という言葉を生んだように、昨今の消費

者は自宅で過ごすことに多くの時間を割き始

めている。 

 また、表１を見ると、日本の国際旅行収支は 

他主要国が大幅黒字であるのに対して、３兆

円を越す大幅赤字である。つまり、日本の消

費者は海外で積極的に消費を行うが、海外の

消費者は日本国内では消費に消極的である。

これは日本の都市、特に消費機能が集積す

べき都市中心部が観光者（消費者）の視点か

ら魅力的に見えないことを示している。 

 

表１ 外国人旅行者受入数と国際旅行収支 

国 際 旅行収支 （億 ド

ル） 

国名 外国人旅

行者受入

数（万人） 収入 支出 収支 

フランス 7004   299  178   121

スペイン   4740   297 50   247

アメリカ   4640   713  561   152

イタリア   3493   299  177   122

日本 411 37  288 △251

注）「平成１３年度観光白書」より外国人旅行

者受入数の上位４国と３６位の日本を抜粋（デ

ータは１９９８年） 

 

日本の中心市街地はこれまで、消費者の反

対である“生産者”中心に形成されてきたと思

われる。都市型生産者の居場所（オフィス）だ

けは、郊外に移転せず中心市街地のまさに中

心に存続している。中心市街地にオフィスは過

剰といわれる現在でも尚、消費者向け施設は

郊外に整備され、オフィスは中心市街地に供

給され続けている。 

中心市街地活性化問題を生産者志向から

消費者志向へとらえ直す必要性について、高

松市が中心市街地活性化法に基づく「中心市

街地活性化基本計画」策定時に実施したアン

ケート（1998 年１１月実施の事業所アンケート

                       



と市民アンケート）で検証する。 

 

事業所アンケート 

1998 年 11 月実施。中心市街地に立地する

１３３の企業より回答。 

 

Ⅰ：事業所立地の満足度（無回答有） 

満足 ８８％ 

不満足 ９％ 

 

Ⅱ：オフィススペース今後の需要 （無回答有） 

当面は現在のスペースで十分  ７０％ 

現在十分も将来不足の可能性有 １７％ 

既に不足           １２％ 

 

中心市街地に立地するオフィスに勤める生

産者（労働者）のオフィス立地・スペースに関

する満足度はいずれも８０％後半と高い。 

 

市民アンケート 

1998年 11月実施。市民１３８８人より回答。

男女比は４：６。 

回答者の年齢分布 

70才以上

60～69歳

50～59歳
40～49歳

30～39歳

20～29歳

15～19歳

 

 

Ⅰ：中心市街地への来訪目的 

上位５つを高い順に列挙（複数回答可で３

０％以上の回答を下記に示す） 

買い物   ７４％ 

役所手続き ４７％ 

飲食    ３４％ 

病院    ３２％ 

娯楽    ３２％  

 

必須的生活行動（役所手続き、病院）と選

択的消費行動（買い物・飲食・娯楽など）が共

存している。 

尚、通勤目的での来訪者は１９％である。 

 

Ⅱ：中心市街地活性化の方策 

上位４つを高い順に列挙（複数回答可で４

０％以上の回答を下記に示す） 

商業施設の営業時間延長 ５２％ 

魅力あるイベント開催  ４３％ 

街路樹など緑豊かな環境 ４３％ 

商業施設の品揃え強化  ４０％  

  

中心市街地での楽しさへの期待、空間美化

など回遊性向上への期待、商業施設の魅力

向上への期待など、回答は消費者視点からの

ニーズに集中している。 

 

Ⅲ：中心市街地に増やしてほしい施設 

上位５つを順に列挙（複数回答可で４０％以

上の回答を下記に示す） 

娯楽・文化施設       ６１％ 

ベンチ・トイレ等の休憩施設 ５９％ 

駐車場           ５６％＊ 

公園・広場         ４９％ 

自転車・バイク置き場    ４６％＊ 

 

中心市街地での回遊性・楽しさ向上の期待

が上位に並ぶ。交通基盤施設整備への期待

（＊）も見受けられる。 

 

                       



Ⅳ：中心市街地が目指すコンセプト 

上位６つを順に列挙（複数回答可で２０％以

上の回答を下記に示す） 

アミューズメント施設の充実  ６０％ 

高齢者・障害者の暮らしやすさ ５２％＊ 

文化・イベントの充実     ４３％ 

環境に配慮          ３５％＊ 

伝統・歴史の保存と活用    ３３％ 

観光・リゾートの充実     ２６％  

 

消費者として楽しめる街とのニーズが高い。 

生活者としての快適性を望むニーズ（＊）も見

受けられる。 

 

上記４つの答えを整理すると、 

①中心市街地への「現状での来訪目的」は、

必須的生活行動と選択的消費行動が共存

しており、市民は中心市街地を“生活者”そ

して“消費者”双方の視点からみている。 

②中心市街地への「今後の期待」は、商業施

設の魅力向上やその集積で実現する回遊

性・楽しさの向上など、主に“消費者”の視

点からみている。 

 

中心市街地活性化は多くの視点から考える

べき問題であるが、消費者視点からみつめ直

すことは特に重要である。具体的には、現在

の消費者を惹きつける郊外、海外や国内大都

市を中心とした他都市、自宅に存在する魅力

以上のものを中心市街地に整備することが望

まれる。その整備されるものは上記アンケート

結果より、“商業施設の魅力向上やその集積

で実現する回遊性・楽しさの向上”である。 

筆者の前年度研究「消費二極化時代の体

験型商業施設に関する研究」においても、効

率志向と体験志向に二極化した消費のうち、

体験志向を満たせる商業施設とその集積が

市街地活性化に必要と述べた。しかし、この類

の商業施設は東京のような広域商圏には導

入・集積は比較的容易だが、商圏の狭いエリ

アに導入・集積するには多くの課題に直面す

る。 

そこで当研究では研究対象を下記２点に考

慮して、消費者を集める施設・機能のありかた

を探りたい。 

①対象都市：中核都市（人口３０万人前後）以

下の中心市街地活性化基本計画策定都市 

②対象事例：消費者（観光者を含む）が集まる

場所全て 

 

ここでいう“消費者が集まる場所”は、生産

者志向では、商業施設・観光施設・文化施設

などと枠にはめて考えやすい。しかし、消費者

はそのような枠にこだわらない。例えば、表１

の国際旅行収支黒字国のダウンタウンに筆者

が行った経験から消費者が集まる場所を３つ

仮説として挙げると、 

① Amenity 空間、特に景観の良い水際（ベイ

エリア・リバーフロント）で憩う。 

② Boutique・Cafe・Museum 等の御ひいき店

があり、その集合体・界隈から構成される

空間を回遊できる。 

③ Customs（そこの風習・歴史等）を景観・祝

祭・交流を通して体験できる。 

 

今回の対象都市は前述のアンケートを実施

した高松市とし、対象事例は上記仮説からみ

て、次の二つのプロジェクト（場所）を選んだ。 

① サンポート高松：水際（ベイエリア地域）で、

歴史や風土を生かした上物整備とイベント

を展開 

② 高松中央商店街：８つの商店街が日本一

                       



長いアーケード（約２．７ｋｍ）で結ばれ、各

ゾーンが個性をもちながら連携した回遊空

間を整備 

 

２）高松市の中心市街地活性化方向性 

 

  人口約３３万人、面積約１９４ｋ㎡の高松市

は中心市街地活性化基本計画において、中

心市街地活性化のコンセプトとして、『「心とき

めく生活文化交流都心 ハート・オブ・高松」。

中 心 市 街 地 を環 瀬 戸 内 交 流 圏 の中 心

（HEART）、人々の生活文化の中心（HEART）

として、また人々が心（HEART）を触れ合わせ、

心（HEART）をときめかせる場として整備を進

める。』を掲げている。また、関連計画である高

松市中心商業地区市街地総合再生計画にお

いて 、 街 づ く り コ ン セ プ ト ・ キ ーワー ド を

『「Cruising Amenity」 快適で、活き活きとした

街遊空間の創出。』と掲げ、前述の市民アンケ

ート結果に応える方向性を示している。消費者

を中心市街地に集めるには、情報発信力は重

要な要素の一つであり、高松市はその重要性

を認識して実行しているようである。 

 

３）サンポート高松 

 

① 事業概要 

事業名称は、サンポート高松総合整備事業。

この事業区域内では、香川県・高松市・民間

による複数の事業が連携し、多くの都市施設

が整備される。サンポート高松総合整備事業

区域は４２ｈａ。そのうち、都市再生総合整備

事業区域は港湾施設を除く３５ｈａで、その２８

ｈａは土地区画整理事業で整備される。そのな

かでも中核となる区域は、１５ｈａのシビックコア

地区（シビックコア地区として日本９番目に制

定）である。他にも、港湾整備事業、地域新エ

ネルギー等導入促進対策事業などがある。 

サンポート高松で整備される主な施設は表

２の通り。その中から、消費者に魅力ある工

夫・しかけをほどこした施設、及び消費者を集

める為のソフト施策を紹介する。 

 

表２ 整備される主な施設 

事業

内容

整備施設 完成（予定）

年度 

埠頭、旅客船岸壁、高

松港旅客ターミナルビ

ル、高松港レストハウス 

2001 年 

プロムナード（港湾緑地） 2001～3 年 

港湾

基盤

整備

人工海浜 未定 

駅前広場（395 台の地下

駐車場と 2307 台の地下

駐輪場を含む） 

2001 年 

歩行者デッキ 2002 年 

都市

基盤

施設

多目的広場（302 台の地

下駐車場を含む） 

2003 年 

民間

整備

施設

ＪＲ高松駅駅舎、全日空

ホテル、 

2001 年 

2003 年 官民

整備

施設

シンボルタワー（高層棟：

地上 30 階建て、低層

棟：地上７階建て） 

 

注）高松市作成資料より抜粋 

 

②シンボルタワー（仮称） 

シビックコア地区のほぼ中心にサンポート高

松の中核施設として、総事業費３９６億円（香

川県：88 億円、高松市：195 億円、民間：１１３

億円）をかけて整備される。タワー内に配置さ

れる主な施設は（上層階より順に）高層棟には、

展望レストラン、オフィス、店舗など。低層棟に

は、屋上庭園、国際会議場、市民会館など。

市民会館はそのネーミング以上に大規模かつ

近代的な施設である。特に、大ホール 1500 席

の客席はオーケストラピットへの転換を含め４

種類に可変できる。 

                       



これらの施設に消費者を惹きつけるブティッ

クやカフェ、コンサート等を誘致できれば、シン

ボルタワーは消費者に多種な体験を提供でき

る。例えば、コンサートなど文化に触れ、お目

当てのブティックへ行った後にカフェで景観（高

い位置からの遠景・夜景）と食事を楽しむ等。 

 

③３つのプロムナード（港湾緑地） 

シンボルタワーが近代的な楽しみを消費者

に提供するのに対して、ここでは水際により近

い場所で憩い、歴史と風土を感じ、景観（近

景）を楽しむ場所を提供すべく、３種類のプロ

ムナードを整備する。 

Ⅰ： キャッスルプロムナード 

大分県の中津城と三重県の津城とともに日

本三大水城と言われる高松城址を含む玉藻

公園の前面に位置し、松の植栽と海に面した

自然効果も相まって歴史を感じる空間。 

Ⅱ：シーフロントプロムナード 

芝生広場や人工海浜から構成される親水

空間。 

Ⅲ：ハーバープロムナード 

憩いの場としての「噴水」、展望スペースとし

ての「階段状丘陵地」、飲食休憩の場としての

「高松レストハウス」等があり、緑や花壇などが

点在する自然を感じる空間。 

 

④ソフト施策 

 消費者を集めるには、魅力ある施設を整備

することに加え、イベントや広告等の情報発信

が必要である。サンポート高松では平成 13 年

度にイベントを 22 回開催した。それぞれのイベ

ントは明確なテーマを設定している。なかでも

サンポート高松の立地メリットを生かした“水際

での憩い”を体験できるものに消費者に人気

があった。これらのサンポート高松区域内のイ

ベント及び施設管理を円滑に実施するための

組織、「サンポート財団」が香川県・高松市・地

元民間企業の共同出資により 2000 年に設立

されている。主なイベントは表３の通り。 

また、高松市では 2001 年５月にオープンし

たサンポート高松をＰＲするための情報発信に

も力を注いでいる。主な情報発信メディアは、

テレビＣＭ、雑誌広告、主要交通機関の車内・

駅構内広告、ホームページ、ガイドマップの作

成・配布等。 

 

表３ 平成１３年度に実施した主なイベント 

実 施

時期 

イベント名 主な内容 参加人

数（人）

5/12 

～13 

サ ン ポー

ト 高 松 オ

ー プ ニ ン

グフェスタ

花火、レーザー

ショー、ボートシ

ョー、ヘリコプタ

ー遊覧、フリー

マーケット 

83000 

6/10 瀬戸内海

クルーズ 

観光客に人気

あるスポット（男

木島・女木島、

瀬戸大橋）への

周遊クルーズ 

500 （ ６

倍の申

込） 

7/28 

～8/5

ア ン パ ン

マン夏祭

り 

子供の夏休み

向けに遊園地

や飲食ブースを

特設 

35600 

8/13 高松祭り 花火大会 35000 

10/14 シーサイド

フリーマー

ケット 

フリーマーケット 13000 

12/22

～25 

ロマンティ

ックサンポ

ート 

クリスマスツリー

点灯、イルミネー

ション、船上カフ

ェ、コンサート 

40000 

注）高松市作成資料より抜粋 

                       



サンポート高松空撮（平成１３年１０月） 

 

 

サンポート高松施設配置図 

 

 

 

 

 

 

                       



４）高松中央商店街 

 

 高松中央商店街は下図のように８つの独立

した商店街が２．７ｋｍのアーケードで結ばれ、

約９００の店舗が商いを営んでいる。  

 

  至 JR 高松駅 

 

立地的には高松市のまさに中心部にあり、

主要駅からのアクセスにも優れている。JR 高

松駅から兵庫町商店街まで３００ｍ。琴平電

鉄の３路線全てが停車するコトデン瓦町駅の

駅前広場に常磐町商店街は隣接する。 

高松市では、中心市街地活性化基本計画

のなかで中心市街地を５つのゾーニング（ハイ

ライフショッピングエリア、生活市場エリア、瀬

戸の都アミューズメントエリア、ビジネスエリア、

商業住宅複合エリア）設定をしている。８つの

商店街はそれぞれ、ライオン通商店街が瀬戸

の都アミューズメントエリアに、片原町東部商

店街と田町商店街の一部が生活市場エリア

に、残る商店街は高松市の最も中心的な商業

エリアであるハイライフショッピングエリアに位

置している。 

 各商店街の店舗内訳は表４の通り。８商店

街合計の空店舗率は１３％（2001 年末時点）

である。立地条件に優れる高松中央商店街の

空店舗率は残念ながら年々上昇している。 

 

表４ 高松中央商店街の商店街別店舗内訳 

商店街名 物販 飲食 そ の

他 

空店

舗 

計 

兵庫町 43 19 46 17 125

片原町西 48 16 10 11  85

片原町東 18 11 15  9  53
ライオン通 60 111 19 33 223

丸亀町 119 12 31 15 177

南新町 77 13 19 12 121

常磐町 53 16 35 14 118

田町 61 11 27 22 121

計 479 209 202 133 1023

注）高松市作成資料（表 4 は 2001 年１２月末

調査、下グラフは各年 12 月末調査）より抜粋。

「その他」は金融機関等のオフィス・ゲームセン

ター・ヘアサロン等。 
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 空店舗率が上昇している高松中央商店街の 

活性化策の方向性について、前述の高松市

市民アンケートおよび５章にて後述する郊外

                       



SC「ゆめタウン高松」の動向から考察する。 

 

①営業時間延長 

市民アンケート「中心市街地活性化の方

策」において、第 1位：５２％の市民から要望が

あった事項。ゆめタウン高松の閉店時間は２０

時（休日は 21 時）。これは消費者のライフスタ

イルや大型商業施設の動向を考慮すれば、平

均値である。一方、高松中央商店街は下図の

通り、約７割が２０時前には閉店する。筆者が

現地を訪れた本年２月においても、夕食をとろ

うとした時間（19：00 時台）には、４年前のアン

ケート結果と同等（約７割）の飲食店（主に売

上をアルコール類に依存しないカテゴリー）が

営業を終えていた。 

高松市が基本計画策定時に実施したアン

ケートでは、商店経営者アンケートも行ってい

る。 

 

商店経営者アンケート  

1998 年 11 月実施。中心市街地に店舗を有

する３６５人より回答。 

 

Ⅰ：閉店時間  

17時台
18時台

19時台

20時台

21時台

２２時以

降

 
Ⅱ：営業時間延長の見通し  

１～２時間延長   ９％  

延長しない    ８１％  

今より短くする   ６％  

無回答       ４％  

長時間営業は従業員増員等コストアップに

つながり、商店経営者の回答は理解できる。し

かし、せめて個々の店が時差営業をすることで、

商店街のどこかの店が早朝にも深夜にも営業

している状況はつくれる。特に消費者のライフ

スタイルを考慮すれば、早朝・深夜は無理とし

ても、夕方から２０時前後までの時間帯は営

業店舗を多くしたい。 

 

②品揃え強化 

市民アンケート「中心市街地活性化の方

策」において、第４位：４０％の市民から要望が

あった事項。ゆめタウン高松では、著名な大型

専門店やベネトン等の海外ブランド店をテナン

トに導入している。一方、高松中央商店街は

「ｘｘ呉服店」のように、ｘｘに個人経営者の名前

が入る店舗が多い。しかし、J.CREW, Max 

Mara, KOOKAI 等、有名ブランド店が意外に多

く出店している。 

消費者が好むブランドを取り揃えるのは当

然であるが、その実現にはライセンス等の問

題から、単なる仕入に止まらず店舗ごと入れ

替える必要性がある。つまり、消費者は既存

の“ｘｘ呉服店”という看板が全国チェーンの支

店なりフランチャイズに変わることを期待する。

しかし、既存商店サイドには経営権、ブランド

店サイドには店舗面積やブランド政策等の課

題がある。高松中央商店街は、その課題をク

リアしながら、空店舗を有効利用しながら、消

費者が好むブランド店導入を進めている。 

 

③価格政策 

 消費二極化時代においては、ブランド力等の

品揃えを訴求できない場合には、価格面で訴

求する手段がある。昨今のファーストフードや

カジュアル衣料等のカテゴリーでは、品揃えを

                       



特化することで消費者が納得する低価格を実

現している。 

高松中央商店街では、高松名産である讃

岐うどんの専門店において、人件費をセーブで

きる「セルフサービス方式」を多くの店で導入し

ており、全国チェーンの牛丼店レベルの価格で

消費者に讃岐うどんを提供している。 

 

④アミューズメント・娯楽施設の導入・整備 

市民アンケート「中心市街地に増やしてほし

い施設」、「中心市街地が目指すコンセプト」に

おいて、ともに第１位の事項。ゆめタウン高松

では、主に子供向けアミューズメント施設「ゆめ

キッズ」を導入している。一方、高松中央商店

街には小規模なゲームセンターが数軒ある。

いずれも、コイン 1 枚で数分間遊べる「ワンコイ

ンゲーム」が主体で、消費者ニーズに十分に

応えているとは言い難い。 

筆者の前年度研究「消費二極化時代の体

験型商業施設に関する研究」では、消費者が

望むアミューズメント施設等の商業施設をハー

ドウエア（娯楽施設等、施設そのもの）とソフト

ウエア（施設が有するテーマや雰囲気）に分け

て考えている。そして、消費者から高い評価・

人気を得ているのは、ソフトウエアが多い。例

えば、施設全体が欧米都市の街並みを再現ｓ

ていたり、架空のテーマに沿った演出がなされ

ていたり、消費者はその施設に滞在する時間

中、海外や幻想世界に行ったような擬似体験

を味わえる。また、ハードウエアでは、シネマコ

ンプレックスや景観の良い水際に立地する観

覧車に人気が集まる。いずれも、消費者の日

常には存在しないテーマ・ストーリーを体験で

きることが消費者には重要である。 

これらの体験型商業施設では、アイデア（テ

ーマの設定・演出など）面での工夫に加え、コ

スト低減面でも工夫が見られる。例えば、事業

方式を定期借地権方式にしたり、建物構造を

オープンエア型等の簡易構造にするなど。 

高松市が今後、アミューズメント・娯楽施設

を導入・整備するには、ハードウエア・ソフトウ

エアのいずれにしても、アイデア面とコスト面の

両面での工夫が求められる。 

 

⑤商店街全体で施設・環境等の改善 

 個々の商店が営業時間・価格・品揃え等の

マーケティングを消費者志向に変えていくとい

う最も重要な策をなかなか講じることができな

い状況では、“非日常感溢れるアミューズメント

空間の創造”レベルは無理にしても、高松中

央商店街では、商店街全体で施設・環境の改

善やイベント実施に取り組んでいる。その代表

例として丸亀町商店街を紹介する。 

 

⑥ 丸亀町商店街 

 丸亀町商店街は高松城築城とともに開町さ

れた市内最古４００年の歴史をもつ。これまで

当商店街が取り組んだ主な事業は表５の通り。

商店街活性化に期待される事業は全て実施

していると言っても過言でなく、とりわけ駐車場

整備には力をいれている。1965 年には町営駐

車場の用地確保を目的に㈱丸亀不動産を設

立し、２箇所の駐車場用地を購入して、計 50

台の平面駐車場をオープン。1984 年には駐車

場隣地を買い増して、３８０坪に増えた用地に

は 296 台の、130 坪に増えた用地には 72 台の

立体駐車場へ移行。1993 年には８５坪の土地

を取得して７１台の立体駐車場を建設して、商

店街自前の駐車場は合計 439 台となった。 

2000 年に発行したタウンカードのメンバーは、

この駐車場利用が毎回 1 時間無料となるうえ、

DC と VISA がつき、丸亀町での買い物が５％

                       



オフとなる。 

また、丸亀町商店街では年間を通して各種

のイベントを実施している。イベント実施場所も

イベントホール、カルチャー館、商店街内のス

トリート等豊富である。イベントの中でも、ほぼ

毎週末実施している恒例イベントがある。「丸

亀町ストリートワゴン」は、手作り品を出展する

フリーマーケット形式で毎週土・日・祝日の１０

時～１７時の間に各日１０台、１台 2000円で出

店できる。 

この丸亀商店街最大の課題は、表 4/表 6

でわかるように、物販に偏重したテナントミック

スである。丸亀町商店街は三越百貨店に隣接

する位置にあり、ブランド衣料等の物販に強み

をもつ大型商業施設との差別化・共存を図る

ことが強く求められる。 

 

表５ 丸亀町商店街の主な事業 

年度 事業概要 

1984 アーケード、カラー舗装、二箇所の町営

駐車場完成 

1987 町営テレビガイド発行 

1988 パリのカプシーノ通りと姉妹提携調印 

1990 再開発委員会発足 

1993 町営第三駐車場、カルチャー館完成 

1995 丸亀町イベントホール「Let’s」、大理石

使用の大型公衆トイレ完成 

1999 高松丸亀町まちづくり株式会社設立 

2000 タウンカード（クレジット機能付）発行 

 

表６  高松中央商店街の店舗構成比 

商店街名 物販 飲食 その他

丸亀町 74% 7% 19%

ライオン通 32% 58% 10%

商店街平均 54% 23% 23%

 

丸亀町では現在、第一種市街地再開発事

業に取り組んでおり、再開発ビルには飲食等

の不足業種テナントや、ホテル・スパ・アミュー

ズメント・お祭り広場・ガーデンスクエアなど消

費者が望む施設を導入する予定である。 

 従来の市街地再開発事業は事業採算性を

重視して、高い賃料を確実に取れるオフィスや

公共施設など採算のとれる施設を導入しがち

であり、再開発することそのものが目的である

とも言える。しかし当事業は商店街の活性化、

ひいては街の魅力を高めることを目的に、採

算性だけではなく消費者に目を向けた結果、

再開発事業テナントの定番（オフィス、公共施

設）をあえて誘致しない街づくりに挑もうとして

いる。 

 

          丸亀町商店街 

 

 

 事業採算の合わない施設導入でも採算に乗

せる熱意に加え工夫も見られる。商店街では

1990 年の再開発委員会発足から、当事業の

計画策定に取り組み、町営駐車場の収益を

再開発積立金としてプールしてきている。事業

手法では、土地についても従来の再開発事業

の定番（権利変換方式）でなく、定期借地権方

                       



式と全館保留床方式を採用する。事業の基本

スキームを整理すると、 

 

 

外部導入テナント 

              ↓⑤    

再開発

組合 

 ① 

 ② 

まちづく

り会社 

 ③ 

 ④ 

地権者

テナント

           ⑥↑↓⑦   

公的資金 

 

 

Ⅰ：商店街および地権者等が出資して経営す

る「高松丸亀町まちづくり株式会社」が全館

保留床を再開発組合から購入（①）・支払

（②）、施設運営を行う。 

Ⅱ：地権者はまちづくり会社から地代収入を得

る（③）。地権者が再開発ビルで営業する場

合は、まちづくり会社から床を借り賃料を支

払（④）。外部導入テナントは賃料を支払

（⑤）。 

Ⅲ：まちづくり会社は中心市街地活性化メニュ 

ー等の公的資金を導入（⑥）・条件に応じて

返済（⑦）。 

 

⑦その他商店街 

 その他商店街での整備事業としては、全て

の商店街でアーケード、カラー舗装を実施して

おり、商店街全体の雰囲気に統一感をもたせ

ている。また、各商店街は独自のイベントを年

に数回実施している。 

町営駐車場は片原町西部、片原町東部、

常磐町の各商店街に設置されている。兵庫

町・片原町西部・片原町東部の各商店街には

樹木を植え、潤いのある空間を実現している。

また、商店街のあちこちに様様な形状のオブ

ジェやベンチ、ポケットパーク等が整備されて

いる。 

 

 

 

 

 

 

５）郊外ＳＣの動向と位置付け 

 

高松市には、1998 年１０月にＪＲ高松駅から

南へ４キロの位置に「ゆめタウン高松」が開業

した。現在の集客は年間 1000万人で、施設規

模・集客規模ともに四国最大規模のＳＣといわ

                       



れる。四国の道路事情に目を向けると、四国

四県の県庁所在地を高速道路で結ぶ「ｘハイ

ウエイ」の実現と瀬戸内海三橋全ての開通で、

四国内および京阪神各都市までの移動時間

は飛躍的に短縮している。ゆめタウン高松で

は年間来客 1000 万人のうち、半分近い４５％

（県内３０％、県外１５％）が高松市外からであ

る。これは施設そのものの魅力もあるが、四

国・瀬戸内地域の移動が容易であることを示

している。 

このように都市競合が起こりやすい状況・地

域では、一般的には郊外型 SC は中心市街地

商店街のライバルと見られるが、年間約４５０

万人の消費者を高松市外から集める「ゆめタ

ウン高松」は、高松市に消費者を集めることに

貢献している。 

 

表７ ゆめタウン高松 

敷地面積 87,800 ㎡ 

延床面積 98,600 ㎡ 

駐車場 3,700 台 

営業時間 10 時～20 時（休日は２１時迄） 

テナント 

 

120 店（イズミやデオデオ、コムサ

イズム、無印良品など大型専門

店１２を含む） 

顧客アクセ

ス分布 

自動車 85％、自転車 10％、徒歩

5％ 

顧 客 地 域

分布 

市内 55％、市外 45％ （県内

30％、県外 15％） 

 

 

【参考資料・取材協力】 

中心市街地活性化推進室ホームページ 

平成 13 年度観光白書 

香川県ホームページ 

高松商工会議所ホームページ 

ゆめタウン（インタビュー：草香副支配人） 

高松市（市作成各種資料・統計、インタビュ

ー：産業部、都市開発部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次号予定：対象都市：徳島市 

対象事例：①消費者が水際で憩うための活

動に取り組む NPO 団体：新町川を守る会 

②商店街毎にコンセプトを有する市中心部

の商店街 

等を予定しています。 

 

                       


