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３ 中心市街地の意義 

 先に考察したように、中心市街地とは、

この機能があれば中心市街地であるとい

うものではなく、種々雑多の機能を求め

て人が集まり、そこがその都市の顔とし

てふさわしい市街地を形成することによ

り、中心市街地が成立するものである。

個別の機能毎にみると、それぞれが中心

市街地の必要条件になってはいるが、十

分条件に該当する機能は存在しないとい

えるのではなかろうか。 

 このことは、郊外型ショッピングセン

ターに人が集まるからといって、そこが

中心市街地とは言えないことからも明白

である。ショッピングセンターは、単体

の施設であり、市街地を形成しているも

のではない。ただし、郊外型ショッピン

グセンターを核にして、バスターミナル

ができ、市役所も移転し、業務施設も建

設され、市民ホールといった公共公益施

設も整備され、銀行や郵便局、病院とい

った利便施設も立地し、住民も周辺に居

住する・・・・・といったことにでもな

れば、中心市街地が形成されることにな

る。もっとも、その際は、もともとあっ

たショッピングセンターは、郊外でなく

中心市街地に立地しているので、「郊外

型」ショッピングセンターではないとい

った言葉の遊びは別にしても、安価な立

地性、車の利便性といった特色が失われ

ることから、その存立自体疑問である。 

 では、中心市街地は、必ず必要なもの

であろうか。回答はかなり難しいものが

あるが、イエスと答えざるを得ない。都

市には都市としての顔が必要であり、中

心市街地は顔として重要な役割を果たす

ものであるからである。また、近年、サ

スティナブル・シティなど、環境にやさ

しい都市づくりが言われているが、この

回答の有力な概念がコンパクト・シティ

であり、コンパクト・シティを形成する

上で、中心市街地が必要不可欠と考えら

れるからである。核がなければコンパク

トな都市は形成できないであろう。 

 こうした観点から、合併した市におけ

る中心市街地の変遷、都市構造の変化と

いったものを考察してみることが参考に

なる。吸収合併の場合は別であろうが、

特に対等合併で、両市の中間に新しい市

役所を建設した場合が参考になる。この

ような都市の例として、静岡県富士市を

取り上げてみる。 

  



４ 富士市 

 富士市は、昭和 41 年 11 月１日に吉原

市（昭和 23 年４月１日富士郡吉原町が市

制施行）、（旧）富士市（昭和 29 年３月 31

日富士郡富士町、田子の浦村、岩松村が

合併し市制施行）及び富士郡鷹岡町の２

市１町が合併して誕生した都市であり、

富士山の南麓にひろがる富士川の扇状地

に位置し、駿河湾に臨んでいる。東名高

速道路富士 IC、東海道新幹線新富士駅、

田子の浦港など交通の要衝でもあり、江

戸時代には、東海道五十三次の 14 番目の

宿場である吉原宿として栄えている。な

お、吉原宿は、津波などで２度の移転を

経て現在の吉原の地に移っている。明治

時代に殖産興業の奨励により、茶業や桑、

みつまた等の栽培が振興され、豊富な湧

水を活用した製紙工業が発展した。戦後

は、東駿河湾臨海工業地帯として製紙工

業のほか、自動車、科学、食品など多様

な産業が発達した。昭和 37 年には、潤井

川、沼川の河口に田子の浦港が開設され、

昭和41年に国際貿易港の指定を受けるな

ど、産業都市としての発展を続けている。

平成５年に静岡県東部地方拠点都市地域

の指定を受け、平成 13 年４月からは特例

市に指定されている。人口は、24 万 2,800

人（平成 15 年 11 月１日現在）であり静

岡県で 3番目の都市である。製造品出荷額

等は 1 兆 3,377 億 3,907 万円（平成 13 年）

で、県内 2番目の工業都市である。 

＜合併に至る経緯＞ 

昭和 30 年代から、地元の商工会を中心

に、両市は同一の社会・経済基盤を持つ

地域であり、１つになって一体的な地域

開発を行っていくことが望ましいとする

声があがったが、吉原市と（旧）富士市

との確執から遅々として進まなかった。

この合併話が前進したのは、昭和 39 年の

工業整備特別地域への指定（東駿河湾地

区）で、翌年に合併協議会を組織し、昭

和 41 年に（新）富士市が発足した。 

＜新市名及び新市庁舎の位置＞ 

新市名については、両市の確執があっ

たようであるが、鷹岡町に調整を依頼し、

最終的に「富士」に落ち着き、吉原市は

譲歩をした。その一方で、新市庁舎の位

置については吉原市と旧富士市の中間を

流れる潤井川左岸の吉原寄りで吉原市街

地の西に近接する永田地先の区画整理事

業予定地区内とし、新市庁舎の位置では

旧富士市が吉原市に譲歩する形で決着し

た。なお、新市名としては「富士」が残

ったが、これは（旧）富士市が吉原市を

吸収したのではなく（面積、人口、工業

生産額等吉原市の方がはるかに上であっ

た）、２市１町がもともと富士郡に属して

いたこと及び霊峰「富士」山の名称が捨

てがたかったことが富士という名称を選

んだ理由と考えられている。形式的にも

２市１町は合併し、新しい富士市を新設

している。 

＜合併前の都市構造＞ 

 合併前の両市の都市構造が図―１（昭

和 26 年）である。吉原市役所は、岳南鉄

道の吉原本町駅の北側にあり、中心市街

地は旧吉原宿であった同駅の西側に延び

ている。（旧）富士市役所は東海道線富士

駅の北にあり、その間に富士製紙の工場

がある。中心市街地は富士製紙の工場の

西側で、富士駅から北に延びているのが

わかる。 

  



 
 
＜合併直後の都市構造＞ 
合併直後の状況が図―２（昭和 44年）

である。新市役所は、吉原市街地の西の

はずれに建設されており、周辺には水田

の記号が見える。都市計画上は、区画整

理の予定地内であり、都市計画道路（現

在の青葉通り）に接している場所であっ

たということである。吉原市街地と富士

市街地を直接結ぶ道路もなく、田子の浦

港が開鑿されているが、道路等の整備は

遅れている状況がうかがえる。東駿河湾

臨海工業地帯として旧両市が共同で田子

の浦港を利用するため、合併の話が進ん

だ事情が読み取れる。 
 合併協議の妥協の産物とはいえ、旧両

市役所のほぼ中間に新市役所を建設した

ことが、当時の関係者の意図がどうであ

ったにせよ、その後の富士市の都市構造

を決定した要因となっていることは疑い

ようのない事実である。ただし、この時

点では、吉原市街地も富士市街地もとも

に健在であった。

＜富士市の現況＞ 
 図―３が富士市の現況であるが、吉原

市街地と富士市街地が連担し、道路網も

整備されたことがわかる。特に市役所前

の青葉通りは、ここ数年でみるみる開発

されており、５年ほど前に所用で富士市

を訪れた際には、何と寂しい市役所であ

ろうかと感じられたのであるが、今回視

察した際には、近隣に業務ビルも建設さ

れており、市街地としての風格が漂って

いた。この通りには、路線商業がかけら

れており、ロードサイド型の店舗が多数

出展したことも原因であろう。前に訪れ

たセレモニーホールの周辺は田畑で何も

なかったのであるが、今回はスーパー等

が建て込んでおり、あの時と同じ場所と

は想像もつかないほどの変わり様であっ

た。逆に、中心市街地であった吉原地区

と富士駅前地区はかなりシャッターが見

られるようになってしまっていた。 
 新幹線新富士駅から北へ延びる道路が

青葉通りと交差するところに文化会館ロ

 
 
ゼシアターも建設され、市役所を中心と

した青葉通り一体を中心市街地として育

成していく戦略がとられていると思って

いたが、市役所の担当者にヒアリングし

た限りにおいて、そのような強い意図は

なかったようである。区画整理事業（富

士中部土地区画整理事業等）がこの周辺

で進められた結果として、また、路線商

業が都市計画決定されていた結果として、

このような都市構造が現出したという認

識である。 
 この路線商業であることは、青葉通り

に出店している商業者の結束がなく、現

在策定中の中心市街地活性化基本計画の

原案では、中心市街地から外されている

とのことであった。基本計画では、吉原

地区及び富士駅前地区の旧両市の中心市

街地がそれぞれ指定されることになって

  



いる。 
＜合併による都市構造変化の評価＞ 
 市役所の都市構造変革への戦略があっ

たと言い切れるか疑問がなくもないが、

富士市の都市構造の変化についてコメン

トしておきたい。 
① JR富士駅、旧吉原市街地（吉原中央
駅（駅とあるがバスターミナル）から岳

南鉄道吉原本町駅にかけての通り）から

同じくらいの距離のところに新市役所を

建設し、周辺に文化会館等の施設を整備

することにより、新しい富士市の中心地

区として集中的に整備が進められてきた。 
② 吉原市街地と旧富士市街地という２

つの核を有機的に結び付け、これらを包

摂する大きな核に変えることが企図され、

区画整理事業や、市内の工業開発が推進

された。 
③ これにより、市街地が連接し、拠点

都市地域や特例市の指定など、この地域

の中核的な都市として発展している。 
④ なお、新しい市街地の形成により、

吉原及び旧富士の市街地の中心性は相対

的に低下してきている。 
⑤ 富士市全体としてみると、DID 地区
は拡大したものの、密度は薄くなってき

ている。（表―１参照） 
 
表―１ 富士市ＤＩＤ面積、人口の推移 
 ＤＩＤ面積 

  (ｋ㎡) 

人 口 

（人） 

人口密度 

（人／ｋ㎡） 

昭４５ 16.5   90,652  5,494.1  

昭５０ 25.7   124,637  4,851.1  

昭５５ 30.2   135,957  4,501.9  

昭６０ 31.5   143,172  4,545.1  

平  ２ 39.3   162,482  4,134.4  

平  ７ 44.2   179,723  4,066.1  

平１２ 45,15  186,981  4,141.3  

（国勢調査資料） 
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