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要約 

今日、出生率の低下等により近年の総人口は横ばいの値となっているが、いずれ人口減尐

型社会、尐子高齢化が進むことが予測され、社会情勢が大きく変化すると考えられている。

地方都市における人口減尐は著しく、その中心市街地の空洞化も顕著に表れており、今後、

衰退していく市街地も尐なくはない。 

対策として近年、「まちづくり三法」が施行され、現在までの短期間で何度も改正が行わ

れてきた。しかし、「まちづくり三法」により中心市街地活性化政策が推進され、年 1兆円

規模の補助金がつぎ込まれたにもかかわらず、状況は改善されていない。これから見ても中

心市街地に関する対策は喫緊の課題であると考えられる。中心市街地活性化の動きは全国的

に始まったばかりであり今後の動向が期待されている。 

 

まず、中心市街地の現状について考える。中心市街地活性化の大きな利点としては 

①商業、公共サービス等の都市機能が集積し、まとまった便益を提供できること。 

②多様な都市機能が備わっているおり、暮らしやすい生活環境を提供できること。 

③既存の都市ストックが確保されていて、地域の核として機能できること。 

④各層の消費者が近接し、効率的な経済活動を支えることができること。 

⑤ 過去の投資の蓄積を活用しつつ、投資をすることで、投資の効率性が確保できること。 

⑥ コンパクトなまちづくりが、環境負荷の小さなまちづくりにもつながること。 

などがあげられる。また、中心市街地における問題としては 

①居住機能・業務機能・公共施設等の流出 

②消費者の行動空間の拡大 

③中心市街地へのアクセス利便性の低さ 

④周遊空間としての環境整備の不足 

⑤商店街の努力不足 

⑥中心市街地における新陳代謝の不足 

⑦市民の中心市街地に対する関心の低さ 

などの郊外発展に関する問題や中心部に関する問題が挙げられている。他にも多くの問題が

複雑に絡み合っているため、中心市街地を再生するには、ある一面的な対症療法を講じても

根本的な要因を克服しない限り本質的な解決には繋がらない。中心市街地問題のように症状

がわかりやすい問題に関しては、症状にとらわれ、その「原因」の分析がおろそかになりが

ちである。そのため、因果関係の分析をきちんと行わない短絡的な対処療法はほぼ確実に失

敗すると考えられている。 

そこで、本論文では中心市街地活性化本部により 2000年までに申請された 606市町村、

690地区における中心市街地活性化基本計画のデータに着目し、どのような要因が中心市街

地衰退に多大な影響を与えているか分析を行い、中心市街地がどのような問題のもとで衰退

してきたのか、また、原因となる諸問題と現状を明確にしていき、活性化するための洗練さ

れた対策を導き提言していくことを目的とする。 
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現在では 18の中心市街地活性化計画が認定されている。全部は認定されていないが、全

国で 690地区 606市町村において基本計画が提出されている。これらの地区を地図上で見て

みると隣接しているものも多い。これだけ数多くの地域が全て認定されることは難しい。お

そらく中には国からの援助、税制措置などを目当てとした地区もあると思われる。また、地

域経済の独自の発展を考慮した場合、国際的な競争力を保持する上でもブロック毎の発展は

欠くことはできない。そこで、各中心市街地のデータを項目事に分析を行っていく。 

 

分析においては、主に人口の増加率と年間販売額の増加率でその市区町村が活性または衰

退しているか判断するものとする。その結果をもとに活性化及び衰退化している都市を数都

市選定し、その都市の中心市街地活性化基本計画の詳細分析を行う。まず、商業・生活・交

通・行政・環境などで構成される全 33項目において、事業計画がされているかを把握し、

活性化･衰退化している都市の中心市街地活性化基本計画の全体的な特徴を把握し、それぞ

れの比較を行う。次に、それぞれの選定都市を、中心市街地人口及び面積の類似している都

市で組み合わせて、詳細な事業項目の違いを分析した。 

 

分析の結果、我々の定義づけで活性化していると考えられる都市は 38都市、衰退化して

いると考えられる都市は 401都市となった。やはり全体的な傾向として、中心市街地は衰退

傾向にあると考えられる。 

そして、データ分析を基に、選定都市それぞれの中心市街地活性化基本計画を用いて、共

通点や相違点などを探り、分析を行う。商業政策を全体的に見ると、活性化している都市よ

りも衰退化している都市の方がより具体的に計画を具体的に書いていた。交通面の整備で

は、活性化している都市のほうが具体性があり、衰退している都市は抽象的な内容であった。 

これを踏まえ、それぞれの都市の基本計画における具体的事業を比較するため、中心市街地

の人口密度が近い都市の計画を相互比較した。その結果、活性化している都市と衰退化して

いる都市では、計画されている事業項目が類似していても、その事業内容については、いく

らかの違いが見られた。また、全体を通しては、活性化している都市の基本計画の方が各事

業項目の内容について図や数字を用いて詳細に記載しており、明確である一方で、衰退化し

ている都市の基本計画では目標・方針、さらに検討中の事業といった項目に計画書の多くを

割き、活性化するにあたっての各事業が不透明である。 

 

今回の政策提言は、まず始めに、「中心市街地活性化基本計画」のあり方について考え、

それを踏まえ、まず、「中心市街地活性化基本計画の明確化」を提言する。その背景には、

衰退している都市における各事業の不透明さがある。そこで、地域特性を生かした独自の「軸

となる計画の策定」を行うことで、中心市街地の活性化という結果につながるだろう。 
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はじめに 

今日、出生率の低下等により近年の総人口は横ばいの値となっているが、いずれ人口減尐

型社会、尐子高齢社会となることが予測され、社会情勢が大きく変化すると考えられている。

中でも地方都市における人口減尐は著しく、その中心市街地の空洞化も顕著に表れており、

今後、衰退していく市街地も尐なくはない。これらの対策として近年では、「まちづくり三

法」と呼ばれる、「中心市街地の活性化に関する法律（中心市街地活性化法）」、「改正都市計

画法」、「大規模小売店舗立地法（以下、大店法）」が施行され、2007年現在までの短期間で

何度も改正が行われてきた。しかし、「まちづくり三法」により中心市街地活性化政策が推

進され、年 1兆円規模の補助金がつぎ込まれたにもかかわらず、状況は改善されていない。

これから見ても中心市街地に関する対策は喫緊の課題であると考えられる。 

そこで本稿では、中心市街地活性化本部により 2000年までに認定された 606市町村、690

地区における中心市街地活性化基本計画のデータに着目し、どのような要因が多大な影響を

与えているか分析を行い、それをもとに中心市街地活性化基本計画の分析を行う。 

そして、活性化するための洗練された対策を導き提言していくとする。 

 

本稿の構成は以下の通りである。 

第１章では我々が日頃から感じている意見及び社会事情を交え、現状整理・問題意識を明

確にする。 

第２章では中心市街地活性化の必要性を様々な角度から考え、活性化させるための法制度

についての簡単な解説を述べる。 

第３章では統計学に基づき、中心市街地のデータ分析を行う。ここで各中心市街地の位置

づけや特徴を把握し、活性化及び衰退化の定義づけ及び事象の詳細分析のため都市選定を行

う。 

第４章では第３章で明らかにした中心市街地の特徴から、選定都市の中心市街地活性化基

本計画の分析を行う。 

最後に、第５章において研究により導き出した政策提言を行う。 
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第１章 現状整理・問題意識 

現在、中心市街地における問題としては①中心市街地からの居住機能・業務機能・公共施

設等の流出②消費者の行動空間の拡大③車による中心市街地へのアクセス利便性の低さ④

中心市街地における周遊空間としての環境整備の不足、といった郊外の発展に関する問題

と、⑤商店街の努力不足⑥中心市街地における新陳代謝の不足⑦市民の中心市街地に対する

関心の低さなど、といった中心部における問題が直接的なものとして挙げられている。これ

らの問題の背後には、モータリゼーションの進展や利用価値に見合わない中心市街地の地価

の高止まり、まちづくりにおける合成の誤謬、人口減尐、尐子高齢化、所得水準の向上など、

多くの要因が複雑に絡み合っていると考えられる。このため、中心市街地を空洞化から再生

に転じさせるためには、ある一面的な対症療法を講じても他の根本的な要因を克服しない限

り本質的な解決には繋がらない。 

 これらの対策として政府は、1998年に「まちづくり三法」と呼ばれる、「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（中心市街地活性化

法）」、「改正都市計画法」、「大規模小売店舗立地法（以下、大店法）」が施行された。これに

より多くの自治体では中心市街地の活性化を図るため、地域の面的整備、商店街の環境整備、

TMO（まちづくり会社）の設立、幹線道路の整備、文化・交流施設の整備などに積極的に取

り組んでいる。 

以上のように中心市街地問題のように症状がわかりやすい問題に関しては、症状にとらわ

れ、その「原因」の分析がおろそかになりがちである。そのため、因果関係の分析をきちん

と行わない短絡的な対処療法はほぼ確実に失敗すると考えられている。そこで、本章では中

心市街地がどのような問題のもとで衰退してきたのか、また、原因となる諸問題と現状を明

確にしていくものとする。 

第１節 人口の現状  
先述したように、中心市街地において、「シャッター通り」となった商店街などの明確な

症状の裏側には、他にも多くの問題が存在し、複雑に絡み合っている。中でも地域の発展に

欠かせないものとして何よりも重要な要因が「人」である。「人」無しに地域経済の発展は

考えられない。 

現在、日本の人口は横ばい傾向にある（図-1）。しかし、人口の増加率に関しては年々減

尐傾向にあり、人口減尐型社会に推移していくのは時間の問題である。総務省統計局では

2007 年に人口のピークを迎え以降減尐していくと予測している。このように、人口が減尐

していく中で高齢者人口は年々増加傾向にあることが見て取れる（図-2）。65歳以上の高齢

者の割合は 2015年に 25.2％となり、その後 2030年には 28.0％、2049年には 32.3％に達す

ると予測されている。これにより、高齢者の割合が大きくなることで労働力の低下や、購買

意欲の低下が危惧される。特に、地方都市においては若年層の都市への流出、高齢者人口の

増加が大都市と比較しても著しいため、現在衰退していないにせよ、今後、衰退していく中

心市街地も尐なくもない。 
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 都道府県毎に関してみると、平成 12～17年の間に人口が増加している県が 15都府県で存

在するのに対し、減尐している県が 32道県と圧倒的に多いことがわかる（図-3）。市町村で

は、平成 17年 10月１日現在の全国 2,217存在するうち，人口が増加したのは 610市町村（東

京都三宅村を除く。）で，全体の 27.5％を占めている。一方，人口が減尐したのは 1,605市

町村で，全体の 72.4％を占めている（図-5）。 

 

図 1 人口と増加率の推移（大正 9 年～平成 17 年） 

 

図 2 総人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：内閣官房中心市街地活性化本部事務局ホームページ） 

 

 

 

（出典：総務省統計局「国勢調査」 

厚生労働省国立社会保障・人口問題研究所平成９年１月推計） 
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図 3 都道府県別人口（平成 12～17 年） 

 

 

図 4 都市圏・地方圏の人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：内閣官房中心市街地活性化本部事務局ホームページ） 

 

（出典：総務省「国勢調査」 

国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」） 
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（出典：全国都市パーソントリップ調査） 

 

図 5 人口増加率階級別市町村数の割合（平成 12～17 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 モータリゼーションの進展 
中心市街地衰退という問題に関してモータリゼーションの進展は密接な関係がある。以

前、中心市街地は市の顔とされ、早い段階から整備が進み、公共施設や商業施設、住居施設

などの集積が進んだ。しかし、時代の流れとともに高速道路や幹線道路の整備が進み、さら

に一般大衆にも購入可能な価格の大衆車の出現により自動車を利用する人口が急激に増加

した。これに伴い、鉄道やバスなどの公共交通機関と徒歩・自転車を主に移動手段として栄

えた中心市街地の都市構造が車社会の流れについていけず、車利用者がアクセスの利便性を

求め郊外に流出した。それにより中心市街地内の都市機能流出や中心市街地内の人口減尐に

繋がったと考えられる。 

 

図 6 代表交通手段構成の推移 

 

 

（出典：内閣官房中心市街地活性化本部事務局ホームページ） 
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（出典：国土交通省「道路交通センサス」） 

図 7 自動車利用目的の推移 

 

 

第３節 都市機能の郊外移転 
中心市街地の空洞化が進展した背景としては、中心市街地の相対的優位性が失われてきた

からに他ならない。優位性を失った理由としては以下のような要因が考えられる。 

まず、郊外ショッピングセンターや幹線道路沿いへの大規模小売店舗の出店である。この

最大の原因はモータリゼーションの進展であると考えられる。また、モータリゼーションに

加えて所得水準が向上することに伴い、郊外に広い住宅を求める動きが現れたため、住居が

中心市街地から郊外に拡散した。郊外の住民にとって、中心市街地は放射状ネットワークの

常として、外側から中心部に入るところで渋滞が必至のうえ、駐車場も尐ないため非常に不

便である。バイパス道路や環状道路が整備された後では、1,000台規模の広い駐車場がある

郊外ショッピングセンターの方がはるかに便利であるため中心市街地から人が消え始めた。

大型商業施設の年間商品販売額自体は 1997年に 23兆 4100億円でピークを打ち、それ以降、

右肩下がりであるが、一方で店舗数は増え続け新規出店は止まらない。2000 年には４千店

を突破し 2003年には 4111店舗に達している。 

これに関連して、群馬県の渋川市で行われた調査によると 82年当時、自宅から商業施設

までの平均距離は 395mであったものが大店法緩和後の 94年には 524mに延伸している。さ

らに2004年には761mまで延びており高齢者や障害者にとっては非常に大きな負担になって

いるとの報告もある。しかし、東京などの公共交通機関の整備が進んでいる地域に関しては、

「歩くことのできる都市」の理想の達成は見込まれるが、逆に地方都市ではそれらの理想と

は程遠い。 

また、もうひとつの理由としては、多くの地域で自治体庁舎や文化施設など“集客効果”

があると思われる公共施設および公益施設が、郊外に移転していることが考えられる。今な

お郊外に移転する動きは留まっていない（図-8）。全体の傾向として、市町村役場の半数以

上が中心市街地に立地しているが、それに対して文化施設や市町村立病院は過半数が郊外に

立地している（図-10）。特に病院に関しては、土地が確保できない中心部においては建て替

えが困難なため、郊外へ移転している現状がうかがえる（図-8）。また“集客効果”が高い

と思われる図書館や市町村民会館も全体の 4割程が郊外に立地しており、まちの焦点が分散

化している様子がうかがえる。 
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（出典：国土交通省「人口移動等社会経済動向と土地利用に関する調査」2003 年） 

大規模商業施設については、1990 年の大店法の規制が緩和されてから、それ以前よりも

出店数が増えていることがわかる（図-11）。 

郊外への大型小売店舗の出店、公共施設・公益施設の郊外移転等による中心市街地から郊

外への人の流れが、結果として中心市街地が衰退化するという現象につながっている。 

 

図 8 公共施設の郊外への移転状況 

 

 

 

 

 

図 9 公益施設の立地・移転状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国土交通省「人口移動等社会経済動向と土地利用に関する調査」2003 年） 
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図 10 病院の郊外立地の増加 

 

 

図 11 大規模商業施設の出店状況 
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第４節 中心市街地の衰退と商店街の努力 
前節で述べたようにモータリゼーションや大型小売店舗の郊外出店により、中心市街地に

おける商店街の衰退は著しい。数値的に見ても、中心市街地における人口は減尐傾向にあり

（図-10）、かつ商店数及び小売年間販売額の伸び率も減尐傾向にある都市が多い（図-11,12）。

これにより、中心市街地が衰退していることは一目瞭然である。地方では、商店街の店が次々

と閉店し、「シャッター通り」となっている例も多く見られる。 

しかし、衰退の原因はそれだけではない。現在、商店街の努力によって再生している例も

見られる。 

福井県のある商店街では、構成員 35人という比較的小規模の商店街であるが、広域商店

街に属し、北陸各県から若年層を中心とした多くの集客を得ている。しかし、平成３年には

全体の１割強の空き店舗を抱え、地盤沈下が甚だしい状況であった。このような中、店舗賃

料も低下をたどったが、同商店街では空き店舗の所有者を説得することで家賃をさらに下げ

ていった結果、若手起業家が商店の開業場所としてこの地を選び、商店街としてもこれら若

手起業家を受け入れる形となった。一方、同商店街は誘致業種に関するコンセプトとして、

ファッション関連業種にターゲットを絞り、より強力な競合店舗を入居させることからの競

争環境の構築により商店街全体の活性化につなげていくといった戦略を採用している。この

結果、同商店街ではファッション関連店舗が 69％を占めるに至り、常に若者に魅力ある商

品を提供している。なお、平成９年 12月の時点で空き店舗はすべて埋められている。 

大阪市の城東区は便利で環境に恵まれた場所にありながら、土地家賃の急騰により若者が

転居する傾向が強まり高齢者の割合が増加し、その結果として購買力の低下を招いた。こう

した中で、商店街は後継者不足や商店主の高齢化により廃業するものも尐なくない状況であ

った。これに対し、同商店街では、多彩なイベント、催物をほぼ毎月２～３種類組み合わせ

て実施し、イベントを行う際、予算面、スケジュール調整、イベント運営を業者に任せず、

すべてを自分達の手で行っている。特に青年部中心の運営に移行したことにより若手や婦人

部の活動が活発化され、イベントの実施を通じて商店街の一体性が生まれるなどの効果を挙

げている。こうした取組みにより、商店街の魅力向上と同時に組合員の共同意識の高揚にも

つながり、商店街全体の活性化に成功している。 

また、大規模小売店との共存が成功している例もある。戦後順調に発展してきた東京都の

ある商店街は、近隣への相次ぐ大型店の出店により停滞を余儀なくされた。このため、商店

街活性化策として商店街近代化委員会を設置、歩道、駐車場、アーケード整備等のハード面

の充実に力を入れた。しかしこれらの活性化だけでは不十分であるとの判断から、核店舗と

して大型店を誘致した。これにより、商店街全体の品ぞろえの拡大による集客力の向上を図

る一方、「納涼大会」、「節分豆まき大会」や中元、歳暮、年度末大売出しなどの催物を大型

店と共同で実施している。この結果、同商店街では、来街者の増加、商店街の共同意識の高

揚がもたらされ、商店街全体の活性化につながっている。 

ここで挙げた３例のように、商店街自体の努力は中心市街地活性化に不可欠なものであ

る。 
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（出典：内閣官房中心市街地活性化本部事務局ホームページ） 

図 12 中心市街地における人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 中心市街地における商店数の伸び率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出典：中小企業基盤整備機構ホームページ） 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００８発表論文 20th – 21st Dec. 2008 

 15 

（出典：内閣府 国民経済計算年報） 

図 14 中心市街地における小売年間販売額伸び率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 産業構造の転換 
わが国の産業は、1995年以降第２次産業の生産額が緩やかながら減尐しているとともに、

製造業の海外生産比率が大幅に拡大するなど、生産拠点の海外移転が進展している。加えて、

主力部門が重厚長大型産業から大きな土地を必要としないＩＴ産業等へと転換が進行し、こ

の結果、国内には工場跡地が急増（平成７年1000万㎡→平成13年2500万㎡）している（図-16

左）。 

また、農業等の第１次産業においても、後継者不足等から耕作放棄地が増加（耕作放棄地

率：昭和 60 年 2.0％→平成 12 年 5.0％）している状況にある（図-16 右）。これらの産業

面の変化から、市街地の周辺部や外側において、大規模な土地の供給圧力が強まっている。

一方、小売業においては、1980 年代半ば以降、商店数の減尐と売場面積の拡大が続いてい

るが、その背景には、商店街等における伝統的な中小小売店舗の退店と郊外部等における大

型店舗の増大がある。 

 

図 15 産業別国内生産額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出典：中小企業基盤整備機構ホームページ） 
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図 16 工場用地と農地の面積推移 
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第２章 活性化の必要性 

そもそも、現代社会においてなぜ中心市街地の活性化が重要視されているのだろうか。そ

の理由としては、まず、中心市街地を活性化させる際に見込まれる多くの利点が存在すると

いうこと、さらに市民意識の変化が生じてきていることがあげられる。 

本章では、中心市街地活性化の利点を様々な面から考え、中心市街地活性化基本法の改正

の背景について述べる。 

第１節 活性化の利点 
 

中心市街地活性化の大きな利点としては、 

① 商業、公共サービス等の多様な都市機能が集積し、住民や事業者へのまとまった

便益を提供できること 

② 多様な都市機能が身近に備わっていることから、高齢者等にも暮らしやすい生活

環境を提供できること。 

③ 公共交通ネットワークの拠点として整備されていることを含め既存の都市ストッ

クが確保されているとともに、歴史的・文化的背景等と相まって、地域の核とし

て機能できること。 

④ 商工業者その他の事業者や各層の消費者が近接し、相互に交流することによって

効率的な経済活動を支える基盤としての役割を果たすことができること。 

⑤ 過去の投資の蓄積を活用しつつ、各種の投資を集中することによって、投資の効

率性が確保できること。 

⑥ コンパクトなまちづくりが、地球温暖化対策に資するなど、環境負荷の小さなま

ちづくりにもつながること 

などがあげられる。これらの利点により地域の活性化ひいては我が国全体の発展に重要な

役割を果たすことが期待されているため、今日、中心市街地の活性化は重要な課題として

捉えられているのではないかと私たちは考える。 
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第２節 財政面から考える 
中心市街地の活性化が、市町村の財政向上につながると考えられる。 

まず、土地の固定資産税から考えてみる（図-17 左）。市全体の税収に占める中心市街地

からの税収の割合は 20％と高いので、中心市街地の時価が下落すると、市全体の税収減に

つながってしまう。一方で郊外の区画整理の税収は単位面積当たりで中心市街地の 1/2～

1/3程度であり、郊外時価上昇が中心市街地から郊外へ住宅や店舗の移動が起こった結果の

場合、中心市街地の空洞化による税収の下落分を補うのは難しいと思われる。 

建物の固定資産税から考えると（図-17 右）、郊外の区画整理地区の建物密度は中心市街

地ほど高まらない。つまり、区画整理に要したインフラ投資とそれに対する今後の修繕投資

に対する固定資産税に対する回収効率が低い。 

この２点から、中心市街地の税収増を考えた施策をとったほうが郊外開発よりも税収が見

込めると考えられる。 

 

図 17 中心市街地と郊外の課税比較 

第３節 住民意識 
住民も、中心市街地が重要だと考えている人が多い（図-18）。その理由として、住民と事

業者が相互交流するのに非常に便利であることが第一であり、また効率的な経済活動がで

き、活性化するとも考えられているからである。そのほかに、古くからの「まちの顔」とい

う意見も多かった。 

内閣府が2005年7月に発表した「小売店舗等に関する世論調査」（全国３千人の面接調査）

の結果から住民意識の変化を見ることができる。結果として、51％の回答者が「もう新しい

大型店は必要ない」と回答している。また、「今後のまちづくりの方向性」については、「中

心部の賑わいの維持・回復」を挙げた回答者が 33.4％もいた。これは「公害を中心に開発、

発展させるべき」の回答 14.3％の 2 倍以上である。また、60.4％が「大型店の出店規制が

必要」と考えており、「必要ない」の３倍を上回る回答率である。このことは中心市街地を

取り巻く環境として、中心市街地は生活する場において必要と考える人は多く、都市の持続

可能性を重要と考える人も増加している。しかし、その街に対する意欲を生かしきれておら

ず、有効な対策がなされていないことも現実である。 
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 また、2002年 12月の厚生労働省による「一人暮らし高齢者に関する意識調査」（図-19）

によると、高齢者の代表交通手段は「徒歩」が圧倒的に多い。つまり、徒歩圏内で日常生活

用品が購入できる生活環境の整備が重要である。 

  

 

図 18 中心市街地に対する住民意識 

 

 

 

図 19 高齢者の代表交通手段 
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第４節 まちづくり三法 
まちづくり三法とは、中心市街地活性化を推進するために制定された、「改正都市計画法」

「大規模小売店舗立地法」「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（中心市街地活性化基本法）」のことである。 

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（中

心市街地活性化基本法）は、平成 10 年６月に施行され、活性化のために８府省庁（当時）

で「市街地の整備改善」、「商業等の活性化を一体的に推進した。また、認定された活性化策

の実施主体として、商工会議所、第３セクターなどで構成される TMO（Town Management 

Organization）という新しい機構が導入された。 

改正都市計画法は、平成 12 年 5 月に施行され、主に土地利用規制（ゾーニング）につい

て改正された。 

大規模小売店立地法は、平成 12 年６月に施行され、大型店の立地に際して、「周辺の生

活環境の保持」の観点からの配慮を求めるものである。配慮事項は、交通渋滞・安全確保へ

の対策・騒音対策・廃棄物の保管、処理対策等である。 

第５節 中心市街地活性化基本法の改正 
 

５－１ 背景 
 
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な推進に

関する法律（中心市街地活性化法）が施行されてから 6年後の平成 16年に総務省から中心

市街地の活性化に関する行政評価・監視結果に基づく勧告がなされた。これは中心市街地活

性化基本計画を申請した平成 10年度から 12年度までに基本計画を策定した 121市町につい

て、活性化の状況を 5つの統計指標から動向を基本計画書の策定前後の比較を調査した。そ

の結果が図-20である。 

 

図 20 高齢者の代表交通手段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この図から中心市街地が活性化しているとはいえないだろう。 
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 また、中心市街地活性化基本計画の内容にも触れている。基本計画の作成に当たって、地

域住民のニーズと商業関係者のニーズの両方を把握している市町は 55.1％、これらを全く

把握していない市町が 21.0％もあった。 

 また、目標設定が抽象的な面も挙げられる。基本計画において、人口、歩行者通行量等の

何らかの数値目標を掲げている市町は 10.1％、残りの市町の目標は、スローガン・コンセ

プトなど、定性的なものにとどまっている。旧法の目玉である TMO（Town Management 

Organization）の結成に 2年を要したものなど確実性のかけるものが多く、管理運営機能が

働かなかったのも問題であるとまとめている。勧告の概要としては以下である。 

・基本計画の的確な作成 

  数値目標設定の有効性や中心市街地の区域設定に当たっての要件について具体的内容

を明示すること。 

・事業の確実な実施 

民間連携のための体制整備や TMO 構想の速やかな策定の有効性について具体的内容を

明示すること。 

・基本計画の見直し 

  事業の進捗状況等の定期的把握や基本計画の見直しの必要性についてその具体的内容

を明示すること。 

・基本計画の的確な評価 

優れた基本計画に対し重点的な支援を行うため、基本計画の内容を的確に評価するこ

と。 

の４点である。 

 
 
５－２ 改正 
 
「中心市街地再生のためのまちづくりのあり方に関する研究アドバイザリー会議（2004年

11月）」により、活性化している都市とは、①中心部の人口密度が高く、公共公益施設が集

中立地した「集約型都市構造」となっている ②公共交通ネットワークがよく機能し、中心

市街地の集積のメリットを活かして交通結節点となっている③各種都市機能へ徒歩、公共交

通機関でアクセスしやすくなっている、と考えられた。 

 これらと、前節の旧法の問題等を元に、2006 年 5 月に「都市の秩序ある整備を図るため

の都市計画法等の一部を改正する法律」及び「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の一部を改正する等の法律（改正中心市街地活性化

法）」が制定された。 

 

 

５－３ 変更点 
 

 特徴として、基本計画の認定基準の強化が挙げられている。具体的には、活性化の目標を

的確に把握できるように、 

・居住人口、歩行者通行量、事業所数、従業者数、年間小売販売額、空き店舗数等について

の絶対値、変化率等の定量的な指標に基づく数値目標の設定 

・基本計画実施当該市町村における中心市街地活性化の実現に相当程度寄与するもの 

・目標を達成する為の事業等のスケジュールの明確化 

となっている。 
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 各事業内容においては、旧法は市街地の整備改善と商業の活性化に偏っていたが、新法で

は都市機能の集約促進、街なか居住の促進にも目が向けられ中心市街地を総合的に活性化さ

せるためのツールが用意されている。 

 

 支援スキームにも中心市街地活性化協議会の創設が上げられる。協議会に参加できるもの

として民間事業者、地権者、市町村と様々な人物が参加できる。経済活力の向上を総合的に

推進するため商工会や第三セクター、都市機能の増進を総合的に推進するための中心市街地

整備促進機構やまちづくり会社などの関係者が参加し、中止音市街地を総合的にプロデュー

スできるような仕組みになっている。 
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第３章 データ分析 

第１節 目的・方法 
第３章では、中心市街地活性化基本計画のデータの分析を行っていく。基となるデータは、

中心市街地活性化基本計画を中心市街地活性化本部に申請した 690地区（606市区町村）の

データを用いるものとする。調査対象年および用いる数字データについては、経済産業省｢街

元気プロジェクト｣より入手した平成 7年、12年の中心市街地人口増減率及び、平成 9年、

16 年の年間商品販売額増減率とする。これらのデータを分析し、中心市街地の現状をグル

ープにより分類し、分類したグループ毎に特徴を見出していく。 

本章においては、第１節で分析の方向性と、その分析の方法について述べる。第二節では

中心市街地の現状を、人口と年間商品販売額の増減率から構成される２軸のグラフから読み

取る。そして第３節で活性化と衰退化の定義づけを行う。 

最終的な分析の目的としては、中心市街地の活性化するための確固たる原因を見出し、解

決策を講じていく事である。 

第２節 中心市街地人口･年間商品販売額の推移 
 

２－１ 中心市街地人口と年間商業販売額による分類 
 
中心市街地が衰退しているか否かを判断する際に、人口の減尐はひとつの指標として考え

られることは前節で触れたが、それだけで中心市街地の衰退、発展の判断を下すことはでき

ない。そこで、発展しているかどうかの評価を行う上で、重要となってくる経済、つまり、

商業施設の年間販売額に注目しさらに分析を行う。 

以後、X軸に中心市街地人口増減率、Y軸に年間商業販売額増減率の値を用い、以下に示

す。入手データの都合上、対象都市は全 690都市中 689都市を使用した。 

 

表 1 X,Y 座標別基本指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

X座標 Y座標

平均値 -2.3% -21.3%

範囲 187.3% 405.8%

最小値 -76.0% -100.0%

最大値 111.3% 305.8%

標本数 689 689
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図 21 中心市街地人口と年間商品販売額の推移 

分類を行った結果、中心市街地人口と年間商業販売額がともに減尐しているといった地域

が大多数を占めていることが判明した。これは、中心市街地が全体的に衰退していること示

している。また、一般的な中心市街地よりも、グラフ上で左下に位置する地域に関しては、

早急な対策が必要であると考えられる。また、中心市街地人口増減率により分布が大きく分

散していため、ここから両軸の交点を中心とし、大きく４つのグループに区分する。 
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２－２ 分類による特性の把握 
 
（１）第 1 象限の検証 

第１象限は人口が増加し、かつ年間商品販売額も増加している地域は、現段階では衰退し

ていない地域と考えられる。これらの地域において、どのような施策が講じられてきたか、

また、どのような活動が行われてきたかを調査し、今後他のグループで政策提言を行ってい

く上での参考とする。 
 

表 2 X,Y 座標別基本指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 22 中心市街地人口と年間商品販売額の推移（第１象限） 
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X座標 Y座標

平均値 14.2% 28.5%

範囲 110.7% 305.4%

最小値 0.6% 0.4%

最大値 111.3% 305.8%

標本数 38 38
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表 3 中心市街地人口増減率と年間商品販売額増減率一覧（第１象限） 

 

 

（２）第２象限の検証 
第２象限は、人口が減尐しながらも年間商業販売額が増加している地域である。この地域

は、観光地などに活力を見出そうとしている地域であると考えられる。 

 

表 4 X,Y 座標別基本指標（第２象限） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X座標 Y座標

平均値 -8.5% 18.0%

範囲 29.4% 143.8%

最小値 -30.2% 0.1%

最大値 -0.8% 143.9%

標本数 32 32

都道府県 市区町村
人口

増減率

年間商品
販売額
増減率

都道府県 市区町村
人口

増減率

年間商品
販売額
増減率

熊本県 南関町 111.3% 0.4% 佐賀県 鳥栖市 6.5% 17.3%

静岡県 伊豆の国市（旧大仁町） 55.2% 211.9% 滋賀県 多賀町 6.3% 1.1%

新潟県 村上市 44.4% 0.4% 岩手県 八幡平市（旧西根町） 6.0% 5.7%

富山県 射水市（旧小杉町） 42.5% 2.0% 宮城県 大河原町 4.6% 5.3%

沖縄県 宮古島市（旧平良市） 33.2% 91.4% 愛知県 幸田町 4.4% 3.6%

埼玉県 志木市 32.3% 25.1% 岩手県 矢巾町 4.4% 42.8%

東京都 八王子市 20.1% 22.8% 東京都 目黒区 4.4% 13.9%

宮城県 利府町 17.1% 305.8% 神奈川県 相模原市 3.9% 14.9%

滋賀県 高月町 16.2% 12.6% 岡山県 和気町 3.8% 5.5%

長野県 箕輪町 14.6% 12.1% 長野県 松川町 3.6% 12.5%

茨城県 笠間市 14.0% 1.3% 兵庫県 篠山市 3.4% 5.1%

東京都 武蔵野市 13.6% 4.7% 熊本県 植木町 3.0% 2.6%

長野県 東御市 12.9% 19.1% 宮崎県 綾町 2.5% 27.4%

埼玉県 上尾市 9.2% 21.9% 大分県 杵築市 2.3% 7.4%

茨城県 下妻市 8.0% 14.9% 大阪府 泉大津市 1.5% 40.8%

石川県 津幡町 7.5% 38.3% 栃木県 さくら市（旧喜連川町） 1.4% 8.2%

島根県 出雲市（旧平田市） 7.2% 32.1% 宮城県 岩沼市 1.4% 5.8%

静岡県 浜松市　（旧浜北市） 6.9% 5.2% 滋賀県 草津市 1.0% 4.7%

埼玉県 嵐山町 6.7% 25.4% 東京都 立川市 0.6% 9.2%
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図 23 中心市街地人口と年間商品販売額の推移（第２象限） 

 

表 5 中心市街地人口増減率と年間商品販売額増減率一覧（第２象限） 
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都道府県 市区町村
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埼玉県 蕨市 -30.2% 16.3% 茨城県 筑西市（旧下館市） -5.3% 24.3%

福岡県 北九州市（八幡地区） -26.2% 4.0% 福島県 柳津町 -4.6% 2.3%

石川県 能登町 -25.6% 0.1% 兵庫県 伊丹市 -4.5% 46.0%

京都府 木津町 -18.6% 143.9% 福岡県 築上町（旧椎田町） -4.4% 19.5%

神奈川県 相模原市（相模大野地区） -18.2% 6.2% 佐賀県 武雄市 -4.2% 2.7%

神奈川県 海老名市 -14.7% 1.0% 静岡県 富士宮市 -4.2% 21.9%

佐賀県 鹿島市 -14.5% 2.7% 愛媛県 大洲市 -3.1% 4.5%

滋賀県 高島市（旧高島町） -14.3% 20.9% 福岡県 北九州市（戸畑地区） -2.0% 5.5%

和歌山県 湯浅町 -12.7% 6.1% 鹿児島県 鹿児島市（都心部） -1.8% 4.1%

埼玉県 狭山市 -10.4% 2.3% 長野県 佐久市(岩村田地区) -1.7% 67.8%

滋賀県 木之本町 -8.1% 19.9% 愛媛県 八幡浜市 -1.7% 21.6%

沖縄県 那覇市 -8.1% 7.3% 愛知県 春日井市 -1.1% 51.8%

千葉県 成田市 -7.5% 0.4% 石川県 珠洲市 -0.9% 4.6%

山形県 東根市 -6.7% 26.2% 愛媛県 松前町 -0.9% 4.3%

鹿児島県 奄美市（旧名瀬市） -6.6% 11.2% 熊本県 山鹿市（旧鹿本町） -0.9% 6.1%

群馬県 鬼石町 -6.3% 10.2% 宮崎県 小林市 -0.8% 10.2%
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（３）第３象限の検証 
第３象限は、中心市街地人口・年間商業販売額がともに減尐している地域である。これら

の地域は、標本数の約 60％を占めており、早急に対策を講ずる必要のある地域である。 

 

表 6 X,Y 座標別基本指標（第３象限） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 24 中心市街地人口と年間商品販売額の推移（第３象限） 
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表 7 中心市街地人口増減率と年間商品販売額増減率一覧（第３象限） 

 

 

 

 

山口県 下関市 -76.0% -35.9% 新潟県 新井市 -19.2% -39.3%

静岡県 菊川市（旧菊川町） -74.3% -26.7% 北海道 夕張市 -18.9% -20.2%

埼玉県 北本市 -64.4% -35.0% 石川県 富来町 -18.1% -37.3%

山梨県 鰍沢町 -60.8% -30.9% 秋田県 秋田市 -17.8% -19.6%

静岡県 沼津市 -58.0% -28.7% 青森県 青森市 -17.5% -24.5%

石川県 かほく市 -57.6% -0.8% 福岡県 大川市 -17.4% -43.0%

茨城県 龍ヶ崎市 -55.3% -18.3% 秋田県 仙北市（旧角館町） -17.3% -37.0%

奈良県 王寺町 -53.7% -35.0% 茨城県 取手市 -17.0% -24.4%

栃木県 佐野市（旧田沼町） -50.8% -41.8% 静岡県 焼津市 -17.0% -32.3%

島根県 飯南町 -50.6% -28.3% 静岡県 掛川市 -16.9% -34.8%

広島県 世羅町 -45.7% -76.1% 茨城県 坂東市(旧岩井市) -16.2% -33.7%

富山県 氷見市 -38.9% -41.2% 福井県 若狭町 -16.0% -22.4%

福島県 会津若松市 -38.5% -21.8% 鹿児島県 霧島市（旧国分市） -15.8% -40.2%

愛知県 犬山市 -34.9% -14.1% 山口県 周南市（旧徳山市） -15.6% -13.2%

宮城県 白石市 -34.1% -36.0% 愛知県 北名古屋市（旧西春町） -15.2% -44.1%

沖縄県 嘉手納町 -32.8% -20.7% 山形県 鶴岡市 -15.0% -27.3%

島根県 江津市 -32.8% -46.3% 愛媛県 松山市（旧北条市） -14.8% -22.6%

鹿児島県 さつま町（旧宮之城町） -31.7% -100.0% 新潟県 阿賀野市（旧水原町） -14.8% -25.7%

栃木県 佐野市（旧葛生町） -31.6% -21.6% 福岡県 苅田町 -14.8% -51.3%

熊本県 八代市 -31.1% -8.2% 福岡県 筑紫野市 -14.7% -34.5%

広島県 福山市 -31.0% -17.2% 東京都 足立区 -14.4% -30.7%

山形県 温海町 -30.2% -15.6% 福島県 田村市 -14.3% -8.7%

石川県 七尾市 -30.1% -23.4% 北海道 江差町 -14.1% -28.5%

岩手県 一戸町 -28.4% -39.0% 和歌山県 橋本市 -14.0% -7.3%

高知県 高知市 -27.6% -23.5% 東京都 墨田区 -13.9% -33.4%

山口県 岩国市 -26.9% -25.1% 和歌山県 下津町 -13.7% -60.2%

千葉県 茂原市 -26.8% -16.9% 北海道 美唄市 -13.7% -14.9%

福岡県 直方市 -25.9% -25.5% 長野県 岡谷市 -13.5% -42.0%

富山県 南砺市（旧城端町） -25.5% -9.1% 熊本県 高森町 -13.4% -57.0%

北海道 豊浦町 -25.2% -22.9% 福島県 二本松市 -13.3% -21.3%

福島県 塙町 -25.0% -25.2% 北海道 富良野市 -13.3% -27.9%

福島県 南相馬市（旧原町市） -23.6% -23.5% 秋田県 横手市 -13.2% -39.8%

岩手県 岩泉町 -23.6% -32.7% 熊本県 熊本市 -13.1% -30.9%

新潟県 長岡市 -23.5% -13.9% 栃木県 大田原市 -13.0% -25.0%

宮崎県 延岡市 -23.2% -5.4% 滋賀県 高島市（旧今津町） -12.7% -28.6%

秋田県 大館市 -23.1% -25.8% 岐阜県 多治見市 -12.6% -31.9%

島根県 安来市 -23.0% -59.5% 熊本県 天草市（本渡市） -12.4% -33.1%

北海道 厚岸町 -23.0% -19.7% 福岡県 久留米市 -12.4% -28.2%

埼玉県 さいたま市(旧岩槻市) -22.7% -12.0% 千葉県 旭市 -12.4% -25.7%

千葉県 市原市 -22.5% -30.9% 茨城県 古河市 -12.4% -24.7%

茨城県 土浦市 -22.5% -13.3% 愛媛県 西予市（旧野村町） -12.3% -98.2%

千葉県 君津市 -22.3% -58.5% 大分県 臼杵市 -12.2% -40.2%

愛知県 豊橋市 -21.1% -13.6% 静岡県 御殿場市 -12.1% -29.9%

宮城県 仙台市 -21.1% -41.6% 京都府 舞鶴市(東地区) -11.9% -41.6%

徳島県 徳島市 -20.6% -27.4% 埼玉県 深谷市 -11.9% -47.0%

愛知県 半田市 -20.5% -25.3% 北海道 安平町（旧追分町） -11.8% -8.9%

鹿児島県 出水市 -20.3% -38.6% 愛知県 一宮市 -11.7% -21.1%

広島県 府中市 -19.7% -37.7% 宮崎県 宮崎市 -11.6% -32.5%

静岡県 静岡市（旧静岡市） -19.5% -18.7% 大阪府 箕面市 -11.5% -32.9%

山口県 山口市 -19.4% -27.4% 岩手県 花巻市（旧東和町） -11.4% -41.4%

福島県 白河市 -19.3% -16.2%



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００８発表論文 20th – 21st Dec. 2008 

 30 

 

 

山梨県 甲府市 -11.2% -24.8% 長野県 中野市 -8.3% -31.1%

岩手県 雫石町 -11.1% -28.8% 熊本県 山都町（旧矢部町） -8.3% -33.3%

徳島県 小松島市 -11.1% -32.9% 神奈川県 三浦市 -8.2% -40.4%

北海道 北見市（旧留辺蘂町） -10.9% -5.1% 富山県 射水市（旧新湊市） -8.2% -10.2%

北海道 釧路市 -10.9% -9.8% 福井県 福井市 -8.2% -24.8%

福井県 敦賀市 -10.9% -35.3% 京都府 福知山市 -8.0% -11.9%

長崎県 雲仙市（旧小浜町） -10.8% -31.8% 滋賀県 彦根市 -8.0% -25.7%

大阪府 豊中市 -10.8% -36.7% 富山県 滑川市 -7.8% -33.3%

長崎県 長崎市 -10.7% -48.5% 岩手県 遠野市 -7.8% -54.6%

福岡県 北九州市（若松地区） -10.6% -21.1% 福岡県 北九州市（門司港地区） -7.8% -39.3%

北海道 旭川市 -10.6% -21.8% 埼玉県 宮代町 -7.7% -42.9%

鹿児島県 鹿児島市（谷山地区） -10.6% -31.0% 福岡県 田川市 -7.7% -23.9%

宮崎県 日向市 -10.5% -21.3% 沖縄県 名護市 -7.6% -6.2%

広島県 因島市 -10.5% -34.4% 三重県 松阪市 -7.6% -35.3%

福島県 須賀川市 -10.4% -29.5% 福島県 猪苗代町 -7.6% -35.7%

香川県 観音寺市 -10.4% -7.7% 神奈川県 寒川町 -7.5% -43.6%

静岡県 富士市（吉原地区） -10.4% -31.6% 山形県 川西町 -7.5% -40.3%

富山県 南砺市（旧福光町） -10.3% -44.7% 北海道 真狩村 -7.5% -73.2%

高知県 安芸市 -10.3% -13.0% 秋田県 能代市 -7.4% -7.8%

宮城県 大崎市（旧古川市） -10.2% -32.6% 新潟県 巻町 -7.4% -36.8%

滋賀県 長浜市 -10.2% -24.7% 石川県 松任市 -7.3% -44.9%

広島県 三次市 -10.1% -43.1% 滋賀県 湖南市 -7.2% -37.2%

愛知県 刈谷市 -10.0% -39.9% 北海道 足寄町 -7.2% -2.0%

熊本県 宮原町 -9.9% -16.0% 福島県 三春町 -7.2% -13.3%

長野県 飯田市 -9.9% -15.7% 山梨県 大月市 -7.1% -23.5%

鳥取県 鳥取市 -9.8% -23.9% 島根県 出雲市（旧出雲市） -7.1% -45.3%

高知県 四万十市（旧中村市） -9.7% -22.8% 岩手県 八幡平市（旧安代町） -7.0% -13.3%

新潟県 上越市（高田地区） -9.7% -27.1% 愛知県 足助町 -7.0% -36.6%

北海道 蘭越町 -9.7% -2.7% 福島県 会津美郷町（旧会津高田町） -7.0% -33.4%

富山県 高岡市 -9.6% -18.1% 富山県 魚津市 -6.8% -24.9%

千葉県 東金市 -9.6% -17.9% 新潟県 柏崎市 -6.8% -19.9%

熊本県 小国町 -9.5% -31.8% 徳島県 鳴門市 -6.7% -28.7%

北海道 函館市 -9.4% -21.6% 北海道 北見市 -6.7% -13.7%

新潟県新潟市（古町、万代・沼垂、新潟駅周辺地区）-9.4% -38.0% 埼玉県 菖蒲町 -6.7% -18.4%

広島県 尾道市（旧瀬戸田町） -9.3% -40.0% 青森県 黒石市 -6.7% -10.6%

大分県 佐伯市 -9.3% -20.8% 山形県 山形市 -6.6% -24.8%

栃木県 栃木市 -9.2% -36.9% 新潟県 栃尾市 -6.6% -31.7%

三重県 津市 -9.2% -31.4% 和歌山県 新宮市 -6.6% -50.0%

宮城県 石巻市 -9.2% -23.9% 宮崎県 都城市 -6.6% -33.2%

広島県 尾道市 -9.1% -36.0% 広島県 竹原市 -6.4% -24.5%

三重県 名張市 -9.1% -41.3% 長野県 小諸市 -6.4% -7.6%

静岡県 伊豆市 -9.1% -19.7% 秋田県 五城目町 -6.4% -13.5%

静岡県 島田市 -8.9% -36.4% 青森県 八戸市 -6.3% -13.8%

福島県 喜多方市 -8.9% -25.5% 東京都 葛飾区 -6.3% -47.0%

群馬県 前橋市 -8.9% -24.3% 熊本県 天草市（旧五和町） -6.3% -37.9%

兵庫県 洲本市 -8.8% -28.8% 岩手県 二戸市 -6.3% -12.3%

福島県 浪江町 -8.8% -43.1% 北海道 羽幌町 -6.3% -3.0%

栃木県 那須塩原市（旧西那須野町） -8.7% -33.8% 宮城県 登米市（旧東和町） -6.3% -7.6%

大分県 豊後高田市 -8.5% -72.8% 北海道 帯広市 -6.3% -18.4%

東京都 羽村市 -8.4% -39.9% 石川県 金沢市 -6.2% -46.4%

福井県 小浜市 -6.2% -30.6% 熊本県 水俣市 -4.6% -53.0%

長崎県 五島市（旧福江市） -6.2% -17.6% 高知県 宿毛市 -4.6% -33.7%

山口県 宇部市 -6.2% -32.9% 熊本県 阿蘇市 -4.6% -36.3%

愛知県 武豊町 -6.1% -49.0% 静岡県 静岡市（旧清水市） -4.6% -31.2%

長野県 大町市 -6.0% -7.4% 宮城県 登米市（旧迫町） -4.6% -28.9%
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新潟県 加茂市 -6.0% -35.6% 千葉県 印西市 -4.6% -21.7%

大阪府 池田市 -6.0% -22.9% 北海道 名寄市（旧風連町） -4.5% -29.3%

熊本県 多良木町 -6.0% -59.8% 愛知県 西尾市 -4.5% -37.7%

山形県 米沢市 -5.9% -30.4% 埼玉県 熊谷市 -4.4% -32.9%

富山県 入善町 -5.9% -26.4% 三重県 伊勢市 -4.4% -13.2%

北海道 倶知安町 -5.9% -24.7% 富山県 富山市 -4.4% -3.1%

岐阜県 恵那市 -5.8% -5.6% 福井県 鯖江市 -4.4% -19.6%

新潟県 三条市 -5.8% -37.3% 島根県 大田市 -4.3% -30.1%

愛媛県 宇和島市 -5.8% -26.8% 青森県 十和田市 -4.3% -31.1%

熊本県 菊池市 -5.7% -18.3% 香川県 高松市 -4.3% -37.2%

新潟県 十日町市（旧川西町） -5.7% -45.8% 福島県 川俣町 -4.3% -4.3%

長野県 上田市（旧丸子町） -5.7% -36.2% 秋田県 比内町 -4.3% -47.7%

新潟県 十日町市 -5.7% -41.1% 静岡県 藤枝市 -4.3% -32.1%

兵庫県 朝来市（旧生野町） -5.7% -17.5% 群馬県 太田市 -4.2% -34.5%

愛知県 豊田市 -5.6% -14.7% 栃木県 矢板市 -4.2% -29.8%

長野県 伊那市 -5.5% -25.7% 岐阜県 高山市 -4.2% -40.8%

熊本県 山鹿市 -5.5% -12.7% 埼玉県 鴻巣市 -4.2% -28.7%

岐阜県 中津川市 -5.5% -67.4% 長野県 長野市(篠ノ井地区) -4.0% -27.9%

福岡県 岡垣町 -5.5% -16.3% 北海道 名寄市 -4.0% -31.0%

埼玉県 本庄市 -5.4% -21.0% 京都府 綾部市 -4.0% -35.1%

大分県 中津市 -5.3% -31.5% 青森県 弘前市 -3.8% -31.0%

富山県 小矢部市（石動地区） -5.3% -10.0% 長野県 須坂市 -3.8% -30.5%

鹿児島県 指宿市 -5.2% -23.6% 栃木県 高根沢町 -3.7% -34.7%

宮崎県 川南町 -5.2% -33.5% 山形県 酒田市 -3.7% -21.1%

埼玉県 春日部市 -5.2% -43.8% 滋賀県 大津市 -3.6% -44.5%

栃木県 足利市 -5.2% -45.4% 群馬県 伊勢崎市 -3.6% -19.2%

山形県 天童市 -5.2% -20.1% 愛知県 名古屋市 -3.5% -25.5%

埼玉県 鳩ヶ谷市 -5.2% -38.7% 三重県 いなべ市 -3.4% -44.1%

兵庫県 三田市 -5.2% -15.3% 千葉県 野田市 -3.4% -16.7%

埼玉県 東松山市 -5.1% -39.6% 岩手県 奥州市（旧水沢市） -3.3% -18.8%

石川県 山中町 -5.1% -28.1% 北海道 美幌町 -3.3% -33.6%

兵庫県 新温泉町（旧浜坂町） -5.0% -35.7% 北海道 大樹町 -3.3% -6.9%

岐阜県 瑞浪市 -5.0% -43.1% 長崎県 対馬市 -3.3% -26.5%

熊本県 宇土市 -5.0% -24.9% 和歌山県 橋本市（旧高野口町） -3.3% -9.2%

岡山県 津山市 -4.9% -4.1% 栃木県 茂木町 -3.3% -28.7%

埼玉県 庄和町 -4.9% -44.2% 兵庫県 豊岡市 -3.2% -25.7%

島根県 松江市 -4.8% -33.0% 岐阜県 土岐市 -3.2% -23.2%

岩手県 大槌町 -4.8% -39.5% 広島県 三原市 -3.2% -29.5%

三重県 桑名市 -4.8% -37.6% 大阪府 岸和田市 -3.2% -43.8%

大分県 宇佐市 -4.8% -26.7% 大阪府 高槻市 -3.2% -41.6%

鳥取県 日南町 -4.8% -46.6% 茨城県 常陸太田市 -3.2% -74.6%

兵庫県 赤穂市 -4.7% -14.8% 福島県 郡山市 -3.2% -49.2%

岡山県 倉敷市 -4.7% -16.8% 群馬県 富岡市 -3.1% -26.3%

愛知県 常滑市 -4.7% -35.6% 山形県 高畠町 -3.1% -55.4%

滋賀県 高島市（旧安曇川町） -4.7% -26.1% 埼玉県 秩父市 -3.1% -20.6%

岩手県 平泉町 -3.1% -5.2% 宮城県 涌谷町 -1.8% -41.0%

長野県 長野市（長野地区） -3.1% -29.1% 島根県 雲南市（旧木次町） -1.7% -49.0%

福井県 越前市（旧武生市） -3.0% -33.2% 岐阜県 羽島市 -1.6% -35.9%

岩手県 葛巻町 -3.0% -16.6% 群馬県 沼田市 -1.6% -11.5%

鳥取県 米子市 -3.0% -22.0% 長野県 長野市（松代地区） -1.6% -10.9%

宮城県 塩竈市 -3.0% -31.8% 兵庫県 香美町（旧村岡町） -1.5% -3.7%

山梨県 韮崎市 -2.8% -36.6% 新潟県 糸魚川市 -1.5% -14.3%

秋田県 大仙市（旧大曲市） -2.8% -10.0% 大分県 日田市 -1.5% -25.6%

北海道 せたな町（旧北檜山町） -2.8% -15.9% 大分県 竹田市 -1.5% -29.8%

愛媛県 四国中央市（旧伊予三島市） -2.8% -2.9% 愛知県 豊川市 -1.3% -40.0%
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愛知県 津島市 -2.8% -12.8% 栃木県 小山市 -1.3% -32.2%

長野県 木曽町（旧木曽福島町） -2.8% -3.2% 愛媛県 西予市（旧三瓶町） -1.3% -0.1%

三重県 伊賀市（旧上野市） -2.8% -37.5% 岩手県 釜石市 -1.3% -18.7%

三重県 鈴鹿市 -2.8% -32.8% 富山県 南砺市（旧井波町） -1.2% -16.8%

北海道 斜里町 -2.8% -20.3% 群馬県 安中市（松井田町） -1.2% -42.1%

兵庫県 姫路市 -2.8% -34.0% 岩手県 久慈市 -1.1% -8.1%

奈良県 五條市 -2.7% -32.4% 福岡県 飯塚市 -1.1% -26.0%

山口県 防府市 -2.7% -26.8% 岩手県 川崎村 -1.0% -44.7%

神奈川県 小田原市 -2.7% -28.6% 茨城県 石岡市 -0.9% -25.0%

熊本県 湯前町 -2.6% -38.6% 熊本県 鏡町 -0.9% -7.7%

富山県 小矢部市（津沢地区） -2.6% -19.6% 岩手県 大迫町 -0.8% -8.3%

山口県 柳井市 -2.6% -39.6% 兵庫県 養父市 -0.8% -9.7%

千葉県 香取市（旧佐原市） -2.5% -23.6% 福島県 小野町 -0.8% -29.4%

兵庫県 豊岡市　（旧出石町） -2.5% -34.5% 岩手県 一関市 -0.8% -25.3%

茨城県 常総市（旧水海道市） -2.5% -13.6% 岩手県 宮古市 -0.7% -13.7%

富山県 黒部市 -2.5% -34.1% 滋賀県 虎姫町 -0.7% -15.0%

富山県 立山町 -2.5% -20.6% 岡山県 岡山市 -0.7% -36.9%

長崎県 壱岐市 -2.5% -30.7% 北海道 稚内市 -0.7% -35.2%

北海道 滝川市 -2.5% -15.0% 広島県 熊野町 -0.6% -0.6%

茨城県 結城市 -2.5% -9.0% 福島県 福島市 -0.6% -31.6%

鳥取県 日野町 -2.4% -25.3% 愛知県 瀬戸市 -0.6% -12.8%

香川県 琴平町 -2.4% -24.3% 埼玉県 加須市 -0.6% -30.9%

石川県 輪島市 -2.3% -18.9% 福岡県 福岡市(香椎地区) -0.6% -24.2%

宮城県 気仙沼市 -2.3% -5.0% 宮城県 丸森町 -0.5% -33.6%

福岡県 行橋市 -2.3% -15.4% 和歌山県 有田市 -0.5% -27.3%

愛知県 岡崎市 -2.2% -8.5% 青森県 五所川原市 -0.5% -10.4%

沖縄県 沖縄市 -2.1% -38.5% 岐阜県 岐阜市 -0.5% -23.7%

兵庫県 城崎町 -2.1% -46.3% 佐賀県 佐賀市 -0.5% -12.1%

宮崎県 都城市（旧高崎町） -2.1% -8.8% 栃木県 日光市 -0.5% -21.2%

北海道 苫小牧市 -2.0% -26.7% 富山県 富山市（旧八尾町） -0.5% -95.5%

千葉県 木更津市 -2.0% -9.8% 福岡県 北九州市（小倉都心地区） -0.4% -46.6%

栃木県 鹿沼市 -2.0% -23.0% 長崎県 島原市 -0.3% -3.1%

福島県 石川町 -2.0% -22.6% 愛媛県 新居浜市 -0.3% -37.0%

沖縄県 宜野湾市 -2.0% -0.3% 栃木県 真岡市 -0.3% -21.6%

福島県 矢吹町 -2.0% -32.3% 石川県 白山市（旧美川町） -0.3% -29.6%

北海道 岩見沢市 -1.9% -1.0% 静岡県 袋井市 -0.2% -16.6%

秋田県 鹿角市 -1.8% -39.3% 栃木県 那須塩原市（旧黒磯市） -0.2% -20.4%

北海道 沼田町 -1.8% -16.3% 栃木県 佐野市 -0.1% -44.7%

富山県 高岡市　（旧福岡町） -1.8% -20.0% 長野県 信州新町 -0.1% -27.2%

和歌山県 和歌山市 -1.8% -4.6% 静岡県 三島市 -0.1% -26.0%
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（４）第４象限の検証 
 第４象限は、中心市街地人口が増加し、年間商業販売額が減尐している地域である。これ

らの地域は、都市としては発展しているが、郊外への大型商業施設により、買い物等が郊外

もしくは他の地域へと移り変わったと考えられる地域であると考えられる。 

 

表 8 X,Y 座標別基本指標（第４象限） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 25 中心市街地人口と年間商品販売額の推移（第４象限） 
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表 9 中心市街地人口増減率と年間商品販売額増減率一覧（第４象限） 

都道府県 市区町村
人口

増減率

年間商品
販売額
増減率

都道府県 市区町村
人口

増減率

年間商品
販売額
増減率

長野県 飯山市 0.1% -8.5% 山口県 岩国市（旧周東町） 1.9% -23.0%

高知県 南国市 0.1% -26.1% 宮城県 名取市 2.1% -44.9%

埼玉県 朝霞市 0.2% -32.7% 広島県 呉市 2.2% -20.3%

山梨県 北杜市（旧小淵沢町） 0.2% -42.0% 福島県 本宮市（旧本宮町） 2.2% -47.6%

青森県 三沢市 0.2% -15.7% 鹿児島県 屋久町 2.4% -56.1%

沖縄県 与那原町 0.2% -17.1% 静岡県 磐田市 2.4% -5.0%

奈良県 香芝市 0.2% -30.3% 岩手県 奥州市（旧江刺市） 2.5% -27.5%

愛知県 新城市 0.3% -18.3% 香川県 坂出市 2.5% -10.8%

滋賀県 八日市市 0.3% -17.8% 山形県 中山町 2.6% -33.7%

京都府 南丹市（旧園部町） 0.4% -7.5% 埼玉県 白岡町 2.6% -31.8%

兵庫県 加古川市 0.4% -7.0% 兵庫県 神崎町 2.7% -31.7%

長野県 松本市 0.4% -24.1% 愛知県 安城市 2.8% -37.3%

広島県 海田町 0.4% -8.3% 茨城県 内原町 2.8% -8.7%

長野県 千曲市 0.4% -24.6% 兵庫県 宝塚市 2.8% -26.6%

静岡県 浜松市 0.4% -9.2% 愛知県 岩倉市 2.8% -12.1%

千葉県 市川市 0.4% -21.8% 青森県 むつ市（大湊地区） 2.9% -44.7%

千葉県 四街道市 0.5% -32.7% 富山県 砺波市 2.9% -12.7%

山梨県 北杜市（旧長坂町） 0.5% -1.8% 長崎県 佐世保市 3.0% -23.6%

宮崎県 宮崎市（旧佐土原町） 0.5% -34.7% 千葉県 大網白里町 3.0% -29.0%

熊本県 城南町 0.6% -15.4% 兵庫県 加西市 3.0% -9.8%

長崎県 大村市 0.6% -2.3% 兵庫県 川西市 3.0% -29.9%

岡山県 美作市 0.6% -48.7% 埼玉県 越谷市 3.1% -14.1%

東京都 豊島区 0.7% -22.7% 愛媛県 四国中央市（旧川之江市） 3.1% -9.6%

神奈川県 横須賀市 0.8% -39.5% 茨城県 境町 3.2% -36.4%

千葉県 千葉市 0.8% -22.7% 栃木県 鹿沼市（旧粟野町） 3.3% -17.7%

神奈川県 厚木市 0.9% -27.3% 愛知県 小牧市 3.3% -37.8%

福島県 会津美郷町（旧会津本郷町） 0.9% -29.7% 山形県 庄内町（旧余目町） 3.4% -43.8%

埼玉県 川口市 0.9% -14.5% 愛知県 蒲郡市 3.4% -35.4%

秋田県 美郷町（旧六郷町） 1.0% -3.3% 大阪府 茨木市 3.5% -25.2%

秋田県 湯沢市 1.0% -7.8% 新潟県 新潟市（亀田地区） 3.7% -6.9%

北海道 北見市（旧常呂町） 1.0% -32.4% 東京都 台東区 3.7% -21.9%

栃木県 宇都宮市 1.0% -12.6% 新潟県 小千谷市 3.7% -36.3%

北海道 伊達市 1.0% -44.4% 大阪府 堺市 3.8% -19.6%

宮崎県 西都市 1.1% -23.6% 香川県 善通寺市 4.0% -23.2%

長野県 坂城町 1.1% -19.7% 佐賀県 有田町 4.0% -15.6%

埼玉県 所沢市 1.2% -22.2% 奈良県 橿原市 4.1% -33.4%

兵庫県 丹波市（旧柏原町） 1.3% -12.9% 北海道 当麻町 4.2% -22.1%

新潟県 上越市（直江津地区） 1.3% -6.1% 東京都 大田区(大森駅周辺) 4.2% -11.6%

山形県 寒河江市 1.3% -24.4% 千葉県 八街市 4.3% -20.2%

沖縄県 糸満市 1.3% -54.2% 京都府 舞鶴市(西地区) 4.3% -55.5%

埼玉県 さいたま市（旧浦和市） 1.3% -32.9% 山形県 南陽市 4.3% -33.1%

埼玉県 さいたま市（旧大宮市） 1.4% -37.1% 埼玉県 入間市 4.4% -26.5%

福岡県 豊前市 1.4% -6.6% 神奈川県 横浜市（戸塚駅周辺地区） 4.4% -23.4%

兵庫県 尼崎市 1.4% -7.3% 千葉県 九十九里町 4.4% -1.7%

北海道 小樽市 1.5% -19.8% 岩手県 千厩町 4.5% -39.4%

愛知県 田原市 1.5% -4.8% 千葉県 鎌ヶ谷市 4.5% -15.4%

神奈川県 平塚市 1.5% -32.8% 福島県 桑折町 4.6% -31.3%

神奈川県 茅ヶ崎市 1.6% -27.7% 埼玉県 蓮田市 4.6% -63.7%

北海道 留萌市 1.7% -17.2% 埼玉県 幸手市 4.6% -3.1%

北海道 芦別市 1.7% -11.5% 三重県 四日市市 4.6% -13.5%

長野県 塩尻市 1.7% -13.8% 島根県 斐川町 4.7% -4.0%

茨城県 水戸市 1.8% -10.1% 福岡県 北九州市（黒崎副都心地区） 4.8% -8.2%
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長崎県 諫早市 4.9% -12.1% 栃木県 さくら市（旧氏家町） 10.6% -31.7%

東京都 三鷹市 5.3% -28.3% 千葉県 佐倉市 10.7% -22.1%

神奈川県 川崎市 5.3% -25.4% 兵庫県 明石市 10.8% -31.4%

東京都 町田市 5.5% -22.9% 広島県 東広島市 11.4% -26.1%

福島県 会津坂下町 5.5% -35.1% 大分県 大分市 12.0% -15.5%

兵庫県 西脇市 5.8% -14.8% 愛媛県 内子町（旧小田町） 12.0% -57.5%

岩手県 北上市 5.9% -26.8% 神奈川県 綾瀬市 12.0% -38.9%

東京都 荒川区 6.1% -7.6% 栃木県 日光市（旧今市市） 12.2% -2.8%

北海道 砂川市 6.2% -14.9% 新潟県 新発田市 12.2% -16.5%

静岡県 裾野市 6.2% -18.2% 長野県 佐久市 (野沢・中込地区) 12.4% -15.3%

奈良県 大和高田市 6.2% -38.4% 静岡県 下田市 12.9% -19.0%

島根県 隠岐の島町（旧西郷町） 6.5% -32.4% 愛知県 江南市 13.1% -23.1%

福岡県 大牟田市 6.5% -10.9% 福井県 坂井市（旧丸岡町） 13.4% -26.4%

和歌山県 海南市 6.6% -9.7% 滋賀県 栗東市（旧栗東町） 13.4% -10.0%

佐賀県 多久市 6.6% -3.4% 沖縄県 うるま市（旧具志川市） 13.6% -37.1%

福岡県 大野城市 6.8% -12.1% 長野県 駒ヶ根市 13.7% -44.8%

広島県 庄原市（旧東城町） 6.8% -35.1% 神奈川県 大和市 13.9% -12.4%

埼玉県 桶川市 6.9% -2.2% 奈良県 宇陀市（旧榛原町） 14.0% -3.6%

滋賀県 近江八幡市 6.9% -20.0% 北海道 札幌市 14.5% -42.1%

愛媛県 伊予市 7.1% -48.6% 群馬県 高崎市 15.0% -31.6%

千葉県 栄町 7.1% -20.6% 岐阜県 可児市 15.0% -19.8%

秋田県 由利本荘市（旧本荘市） 7.1% -7.8% 静岡県 湖西市 15.6% -31.6%

新潟県 佐渡市（旧小木町） 7.1% -19.7% 滋賀県 高島市（旧マキノ町） 16.2% -3.9%

北海道 千歳市 7.1% -15.0% 大分県 津久見市 17.5% -13.6%

岐阜県 大垣市 7.1% -22.5% 東京都 小金井市 17.8% -37.7%

新潟県 新潟市（豊栄地区） 7.2% -37.3% 岐阜県 美濃加茂市 17.8% -24.6%

島根県 益田市 7.5% -28.9% 鹿児島県 薩摩川内市（旧川内市） 17.9% -42.3%

千葉県 柏市 7.5% -35.6% 北海道 洞爺湖町（旧洞爺村） 18.3% -9.8%

香川県 丸亀市 7.7% -14.3% 愛知県 知立市 18.6% -28.1%

北海道 上川町 7.7% -23.4% 東京都 調布市 19.0% -54.6%

茨城県 守谷市 7.8% -19.4% 熊本県 宇城市（旧松橋町） 19.3% -33.8%

富山県 上市町 7.9% -56.2% 大阪府 和泉市 21.0% -12.1%

福島県 いわき市 8.0% -18.3% 山形県 上山市 22.1% -19.2%

京都府 京都市（伏見地区） 8.1% -19.9% 宮城県 多賀城市 23.3% -2.1%

北海道 江別市 8.1% -40.3% 徳島県 阿南市 23.7% -33.1%

神奈川県 横浜市（関内・関外地区） 8.2% -36.7% 茨城県 牛久市 23.7% -34.1%

佐賀県 伊万里市 8.2% -10.8% 広島県 府中町 24.4% -3.1%

長野県 上田市 8.3% -7.9% 岩手県 花巻市 25.5% -19.6%

沖縄県 石垣市 8.4% -8.5% 山形県 新庄市 25.9% -24.7%

宮城県 角田市 8.4% -27.3% 東京都 大田区(蒲田駅周辺) 26.5% -29.1%

石川県 小松市 8.7% -32.8% 長野県 茅野市 27.8% -39.6%

熊本県 玉名市 8.7% -54.0% 栃木県 大平町 28.7% -24.4%

広島県 庄原市 8.7% -17.9% 福島県 田村市（旧船引町） 29.7% -38.4%

愛媛県 松山市（旧松山市） 8.8% -30.9% 長野県 諏訪市 34.1% -17.0%

島根県 浜田市 8.9% -3.0% 岩手県 盛岡市 36.4% -27.6%

群馬県 境町 9.0% -14.7% 兵庫県 富岡市（旧日高町） 39.2% -11.5%

富山県 南砺市（旧福野町） 9.1% -27.2% 新潟県 佐渡市 39.9% -12.4%

三重県 鳥羽市 9.3% -17.5% 熊本県 人吉市 42.1% -11.4%

埼玉県 川越市 9.4% -28.6% 静岡県 富士市（富士駅周辺地区） 45.8% -18.0%

埼玉県 富士見市 9.5% -18.2% 神奈川県 逗子市 47.1% -36.4%

宮城県 松島町 9.6% -18.4% 岡山県 岡山市（西大寺地域） 48.0% -42.8%

兵庫県 神戸市 9.9% -15.2% 青森県 むつ市（田名部地区） 49.7% -18.1%

埼玉県 妻沼町 10.0% -40.0% 鹿児島県 鹿屋市 53.3% -23.9%

大分県 別府市 10.1% -25.3% 福岡県 春日市 57.9% -24.3%

茨城県 日立市 10.1% -17.8% 北海道 紋別市 110.9% -19.9%

福島県 棚倉町 10.2% -42.4%
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第３節 活性化･衰退化の定義づけ 
前節を踏まえて、第１象限を活性化している都市、第３象限を衰退化している都市と定義

づけする。 なお、第２象限及び第４象限の詳細な分析については中心市街地の現状が２軸

のグラフだけでは把握しにくいので本研究では割愛する。 

 

これを踏まえ、第４章において中心市街地活性化基本計画の分析を行う。対象都市は、活

性化している都市と衰退している都市のそれぞれ上位 10都市、合わせて 20都市から中心市

街地活性化基本計画を入手することができた 18都市で行う。（活性化している都市（第１象

限）７都市、衰退化している都市（第３象限）11 都市）なお、各都市の中心市街地活性化

基本計画は財団法人 区画整理促進機構から入手したものである。 

 

表 10 選定都市（活性化している都市：第１象限） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 11 選定都市（衰退化している都市：第３象限） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 市区町村 人口増減率
年間商品販売額

増減率

大阪府 泉大津市 1.5% 40.8%

島根県 出雲市（旧平田市） 7.2% 32.1%

埼玉県 志木市 32.3% 25.1%

東京都 八王子市 20.1% 22.8%

神奈川県 相模原市 3.9% 14.9%

長野県 箕輪町 14.6% 12.1%

東京都 立川市 0.6% 9.2%

都道府県 市区町村 人口増減率
年間商品販売額

増減率

和歌山県 橋本市 -14.0% -7.3%

北海道 大樹町 -3.3% -6.9%

岐阜県 恵那市 -5.8% -5.6%

岩手県 平泉町 -3.1% -5.2%

北海道 北見市（旧留辺蘂町） -10.9% -5.1%

宮城県 気仙沼市 -2.3% -5.0%

和歌山県 和歌山市 -1.8% -4.6%

福島県 川俣町 -4.3% -4.3%

富山県 富山市 -4.4% -3.1%

愛媛県
四国中央市

（旧伊予三島市）
-2.8% -2.9%

北海道 岩見沢市 -1.9% -1.0%
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第４章 中心市街地活性化基本計画の分析 

第１節 項目の比較 
第３章でのデータ分析を基に、選定都市それぞれの中心市街地活性化基本計画を用いて、

共通点や相違点などを探り、分析を行う。具体的項目は、商業・生活・交通・行政・環境の

５大項目から構成される全 33項目の指標を用いる。 

 

表 12 中心市街地活性化基本計画の項目比較（活性化している都市） 
大項目 中項目 小項目 泉大津市 出雲市 志木市 八王子市 相模原市 箕輪町

情報発信の促進 ○ ○ ○

空き店舗 ○ ○ ○ ○

商店の個性化 ○ ○ ○ ○

後継者育成 ○ ○

大規模小売店舗との共存 ○ ○

テナントミックス ○ ○

イベント開催 ○ ○ ○ ○

商店街づくりのモニター事業

地域振興券 ○ ○ ○

中心市街地への
商業施設の集積

○ ○ ○ ○

高齢化対策 ○ ○

尐子化対策 ○ ○

街なか再生事業の導入 ○ ○

地域資源の活用 ○

防災強化

憩いの場の設置 ○ ○ ○ ○

シンボルロードの決定 ○ ○

バリアフリー整備 ○ ○ ○

電線地中化 ○

駅前広場の再開発 ○ ○ ○ ○

バスサービスの向上 ○ ○ ○ ○ ○

市街地内の回遊性を
あげる道路

○ ○ ○ ○ ○ ○

郊外からのアクセス
向上を図る道路

○ ○ ○ ○

駐車場の整備 ○ ○ ○ ○ ○ ○

駐車場案内システム ○

近隣商業施設との提携 ○ ○

中心市街地への
公共施設の集積

○

観光政策 ○ ○ ○ ○

建築物老朽化対策 ○ ○

緑化事業 ○ ○ ○

水辺空間の整備 ○ ○ ○

総合
その他

－ ゾーニング ○ ○ ○ ○ ○ ○

行政 －

環境 －

交通

歩道

公共交通機能の
改善

道路網の整備

駐車場

商業 －

生活

人口

居住
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表 13 中心市街地活性化基本計画の項目比較（衰退化している都市） 

 

活性化している都市（表-12）と衰退化している都市（表-13）の基本計画に記載されてい

る事業項目を比較する。 

まず、多くの都市で空き店舗対策の事業展開が行われている。これに合わせ、イベント事

業の開催や、地域振興券等の活用は、住民を衰退化している商店街に目を向けさせる手法で

あると考えられる。これらも多くの都市で事業展開されている。 

商業政策を全体的に見ると、活性化している都市よりも衰退化している都市の方がより具

体的に計画を具体的に書いていると考えられる。この理由として、衰退化している都市は、

来客者を増やす為に商業を活性化させればよいという一面的な考え方があるからではない

かと考える。 

その一方で、活性化している都市の特徴として、駐車場の整備や交通網などの交通面を強

化していると考えられる。駐車場の整備については具体的な増加台数・事業実施期間・構造

条件等が具体的かつ詳細に記載されている。道路網整備では、回遊性と郊外アクセスを同時

に整備している都市が多く、これらは中心市街地を活性化させるハード面の整備手法として

成立すると考えられる。しかし、衰退化している都市は、これらの政策を行ってはいるが、

実施期間や増加台数など具体的な数値が書かれていなく、全体的に抽象的な書かれ方であっ

た。 

また、衰退している都市は、様々な事業を計画しているがゆえに、その市としての主とな

る計画が分かりづらく全体的に空回りしている傾向にある一方で、活性化している都市は一

つの主となる計画を掲げており、その都市の将来像が把握しやすい。それらが、活性化につ

ながるのではないかと考えた。しかし、活性化している都市でも計画は様々で全て共通して

いる項目は駐車場の整備だけだという結果になった。 

緑化事業や観光政策は全体的に多くの都市で行われているが、生活項目においては、共通

する特徴はあまり見受けられなかった。 

大項目 中項目 小項目 岩見沢市四国中央市 富山市 川俣町 和歌山市 気仙沼市 北見市 平泉町 恵那市 大樹町 橋本市

情報発信の促進 ○ ○ ○ ○ ○ ○

空き店舗 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

商店の個性化 ○ ○ ○

後継者育成 ○

大規模小売店舗との共存 ○ ○

テナントミックス ○ ○ ○ ○ ○

イベント開催 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

商店街づくりのモニター事業 ○ ○ ○

地域振興券 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中心市街地への
商業施設の集積

○ ○ ○ ○ ○

高齢化対策 ○ ○ ○ ○ ○ ○

尐子化対策

街なか再生事業の導入 ○ ○ ○

地域資源の活用 ○ ○ ○ ○ ○ ○

防災強化 ○ ○

憩いの場の設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

シンボルロードの決定 ○ ○

バリアフリー整備 ○ ○ ○ ○ ○ ○

電線地中化 ○ ○ ○ ○ ○ ○

駅前広場の再開発 ○ ○ ○ ○ ○ ○

バスサービスの向上 ○ ○ ○ ○

市街地内の回遊性を
あげる道路

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

郊外からのアクセス
向上を図る道路

○ ○ ○

駐車場の整備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

駐車場案内システム ○

近隣商業施設との提携 ○ ○ ○ ○

中心市街地への
公共施設の集積

○ ○ ○ ○ ○ ○

観光政策 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

建築物老朽化対策

緑化事業 ○ ○ ○ ○

水辺空間の整備 ○ ○ ○

総合
その他

－ ゾーニング ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

行政 －

環境 －

交通

歩道

公共交通機能の
改善

道路網の整備

駐車場

商業 －

生活

人口

居住
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第２節 人口・面積による比較 
活性化している都市と衰退化している都市の基本計画における具体的事業を比較するた

め、中心市街地の人口密度が近い都市の計画を相互比較する。 

以下に、活性化している都市の人口・面積及び人口密度を表す（表-14）。 

 

表 14 活性化している都市の人口及び面積 

 

人口
（人）

面積
（ha）

人口密度
(人/ha)

人口
（人）

面積
（ha）

人口密度
(人/ha)

泉大津市 75,091 820 91.57 6,003 120 50.03

出雲市
（旧平田市）

84,854 17,233 4.92 7,066 150 47.11

志木市 65,071 906 71.82 4,430 62 70.99

八王子市 494,040 18,631 26.52 2,796 25 111.84

相模原市 592,597 24,403 24.28 13,752 150 91.68

箕輪町 25,859 8,612 3.00 2,477 37 67.86

立川市 162,549 2,438 66.67 62,574 460 136.03

橋本市 55,256 11,018 5.02 4,890 20 243.28

大樹町 6,995 81,638 0.09 1,004 47 21.45

恵那市 35,775 17,256 2.07 1,540 16 96.25

平泉町 9,273 6,339 1.46 2,913 147 19.82

北見市
（旧留辺蘂町）

110,452 41,208 2.68 2,452 117 20.96

気仙沼市 62,498 22,667 2.76 3,677 50 73.54

和歌山市 389,772 20,818 18.72 4,638 186 24.94

川俣町 17,749 12,766 1.39 6,080 128 47.50

富山市 322,228 20,879 15.43 16,957 243 69.78

四国中央市
（旧伊予三島市）

37,587 18,496 2.03 9,014 80 112.68

岩見沢市 68,712 22,927 3.00 13,612 147 92.60

活
性
化

衰
退
化

全体 中心市街地
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図 26 中心市街地面積と人口の関係 

 

 図 25 より、プロットされた座標が近い都市は人口と面積の関係から中心市街地のサイズ

がほぼ等しく、人口密度もおおよそ近い値を示す事がわかる。これより、活性化された都市

と衰退化している都市の組合せを抽出すると、以下の４種類が挙げられた。（表-15）。 

 

表 15 人口密度が類似している都市の組合せ 
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中心市街地面積（ha）
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心

市
街

地
人

口
（
人

）

活性化

衰退化

定義づけ 都市名
中心市街地
人口（人）

中心市街地
面積（ha）

人口密度
(人/ha)

活性化 泉大津市 6,003 120 50.03

衰退化 川俣町 6,080 128 47.50

活性化 志木市 4,430 62 70.99

衰退化 気仙沼市 3,677 50 73.54

活性化 相模原市 13,752 150 91.68

衰退化 岩見沢市 13,612 147 92.60

活性化 八王子市 2,796 25 111.84

衰退化 橋本市 4,890 20 243.28

衰退化 恵那市 1,540 16 96.25

①

②

③

④
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第３節 基本計画における事業内容の比較 
 第２節において挙げられた４種類の組み合わせに基づき、それぞれの中心市街地活性化基

本計画に記載されている事業内容等を比較した。 

 

① 泉大津市と川俣町 
共通して行っている事業は、「情報発信の促進」、「憩いの場の設置」、「バスサービスの向

上」、「駐車場の整備」、「観光政策」、「ゾーニング」の 6個ある。 

比較したものは以下の通りである。 

 

表 16 比較① 泉大津市と川俣町   

 

 

② 志木市と気仙沼市 
共通して行っている事業は、「空き店舗」、「イベント開催」、「地域振興券」、「中心市街地

への公共施設の集積」、「高齢化対策」、「憩いの場の設置」、「バスサービスの向上」、「街

路」、「駐車場の整備」、「ゾーニング」の 10個ある。 

比較したものは以下の通りである。 

 

表 17 比較② 志木市と気仙沼市 

比較項目 泉大津市(活性化) 川俣町(衰退化)

情報発信の促進
マルチメディア導入
（ファクシミリショッピングネットワーク、
　インターネットショッピングネットワーク）

「道の駅」とまち中を結ぶ
 光ファイバーケーブル導入

憩いの場の設置
ウォーターフロント
（シーサイドマンション、ミュージアム）

既存施設とロケーションの活用
（緑地の保全、アクセス道路の整備）

バスサービスの向上
デマンド式コミュニティバスの導入
（デマンド情報、フリールートバスシステム）

「導入ゾーン」のバスプールへ
 生活バス路線の連携

駐車場の整備 駐車場の整備 駐車場の整備

観光政策
朝市
泉大津伝統食まつり
阿波踊りと大津踊りの競演

フリーマーケット
ミニコンサート

ゾーニング
駅前ゾーン
メインストリートゾーン
三角地一体化ゾーン等

文教厚生ゾーン
コミュニティ・行政ゾーン
福祉ゾーン等

比較項目  志木市(活性化) 気仙沼市(衰退化)

空き店舗 TMOを事業实施者としての空き店舗利用 TMOを事業实施者とする空き店舗利用

イベント開催 イベント開催等の情報発信
共同イベント事業
イベント支援事業

地域振興券 商店会統一のポイントカードを作成
市民ＩＤカード
プリベートカードとの複合による販売・促
進

中心市街地への公共施設の集積
チャレンジショップ
ＴＭＯ事業

業務サービス・観光・コンベンション
を支える施設の整備

高齢化対策
デイサービス
在宅サービスの充实

給食宅配のため施設整備
販売サービスの向上

憩いの場の設置
駐輪場や休憩スペースを設けた親水公園
の設置

ゆとりとうるおいのある公園の整備

バスサービスの向上
路線バスの本数の充实
低床バスの導入

観光実への巡回バス事業

駐車場の整備
老朽化した施設の複合化
ＴＭＯ等含む民間への委託

観光実に対応した駐車場の整備

ゾーニング
近代的広域商業ゾーン
新旧商業連結ゾーン
教育・文化交流ゾーン等

ウォーターフロント中心ゾーン
公共商業サービス中心ゾーン
ターミナルサービス中心ゾーン等
（「港町スクエア」建設のため）
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③ 相模原市と岩見沢市 
共通して行っている事業は、「情報発信の促進」、「空き店舗」、「商店の個性化」、「大規模

小売店舗との共存」、「イベント開催」、「地域振興券」、「憩いの場の設置」、「駅前広場の再

開発」、「駐車場の整備」、「中心市街地への公共施設の集積」、「観光政策」、「ゾーニング」の

12個ある。 

比較したものは以下の通りである。 

 

表 18 比較③ 相模原市と岩見沢市 

 

 
 
④ 八王子と橋本市と恵那市 
共通して行っている事業は、「空き店舗」、「中心市街地への商業施設の集積」、「街なか再

生事業の導入」、「駐車場の整備」、「ゾーニング」の 5個ある。 

 比較したものは以下の通りである。 

 

表 19 比較④ 八王子市と橋本市と恵那市 

比較項目 相模原市(活性化) 岩見沢市(衰退化)

情報発信の促進
情報ネットワーク交流拠点の整備
マルチメディア情報室
テレビ電話相談室

光ファイバーネットワーク

空き店舗
テナントミックス
イベント・交流の場づくり

イベント・交流の場づくり

商店の個性化 地元商業者のコンセンサスの形成 こだわりの商店街の育成

大規模小売店舗との共存 大型店と各商店街による共同イベント 魅力あるショッピングモールの整備

イベント開催
祭りなどの集実イベント
ブランドイメージ向上のための取り組み

あやめまつり、
ふるさと白餅まつり、
ドカ雪まつり

地域振興券 ポイントカードの導入 ポイントカードの導入

憩いの場設置 インナーガーデンの設置 都市計画街路事業等

駅前広場の再開発
歩車分離、回遊性の向上を目的としたペ
ストリアンデッキの建設

都市計画街路事業等

駐車場の整備 駐車場・駐輪場の設置 駐輪場の設置

中心市街地への公共施設の集積
消費生活センター
文化ホール
図書館の集積

市民サービス向上のため現在分散してい
る公共公益施設の集積

観光政策 にぎわい創出事業 イベント等での告知

ゾーニング
まちのゾーン
みどりのゾーン
みずのゾーン等

商業・業務サービス等の
複合機能ゾーン等

比較項目 八王子市(活性化) 恵那市(衰退化) 橋本市(衰退化)

空き店舗
地元企業が関係するTMO
地元商店街を为体とした商店街
の空店舗活用を促進する

まちかどギャラリー
美術館と連携

TMO等を实施予定者とした
中心地商店街整備事業

中心市街地への商業
施設の集積

キーテナント・販売テナントの誘
致

土地の高度利用による
「商・住複合地」の整備

街なか再生事業の導入
サービス機能等の集積促進
ベンチャー企業等の誘致促進

土地利用の共同化
高度化に寄与する中高層建築
物の整備促進

居住環境の創出
歴史景観
共同駐車場整備促進事業

駐車場の整備 地下駐車場の整備
大規模駐車場を建設
商店街への入れ込み実や観光
バスの促進

来街者
商業施設利用者
鉄道利用者などの広範囲に対
応する駐車場の設置

ゾーニング
商業拠点ゾーン
交流拠点ゾーン
歴史の表現拠点ゾーン等

出会いゾーン
川風かおる憩いゾーン
時の交流ゾーン等
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⑤ 比較分析 
本章を通して、活性化している都市と衰退化している都市の「中心市街地活性化基本計画」

に記載されている類似した事業内容を表にまとめ、各項目について比較を行った。 

この作業を行うにあたっては、人口と中心市街地面積の図をもとに選定した各中心市街地

の「中心市街地活性化基本計画」の読み込みを行う。 

その過程において感じたこととしては、我々、学生そして一般の住民等にはわかりにくい

作りに仕上がっていると感じたことからも、各都市の基本計画の読み込みには大変な労力を

用いることになった。 

そこで、まず始めに、「中心市街地活性化基本計画」のあり方について考える。 

中心市街地の活性化を行っていく上での、事業の推進には、我々の税金を資本に行ってい

くので、まずその都市に住む住人の綿密な現状の把握が必要となってくる。その上で、掲げ

られた目標・方針や計画された事業の内容や実施時期といった詳細を知るのは大切なことで

あり、義務であるとも考える。 

今回、本研究を行う上での、各中心市街地の基本計画の入手には困難が生じ、入手を諦め

る必要があった都市さえあった。さらに、ほぼ文章のみで作成で、図を用いての事業内容の

記載があまりなされていなかった点からわかりにくいと感じた。 

以上から、「中心市街地活性化基本計画」を現況よりも一般の住民が閲覧しやすくすると

ともに、図やグラフを用いて簡潔かつ読み込みしやすく作成する必要がある。 

次に、本章テーマの分析について述べると、活性化している都市と衰退化している都市で

は、計画されている事業項目が類似していても、その事業内容については、いくらかの違い

が見られた。 

例えば、泉大津市（活性化）と川俣町（衰退化）では、「憩いの場の設置」において泉大

津市はウォーターフロントといった再開発事業を行うのに対して、川俣市は既存の施設を用

いて、現況あるロケーションを活用している。 

また、志木市（活性化）と気仙沼市（衰退化）では、「バスサービスの向上」において志

木市は住民やその高齢者を対象とした路線バスの本数を充実させるとともに、低床バスを導

入しているのに対して、気仙沼市は郊外からの観光客を対象とした巡回バス事業の強化に力

を入れている。 

 さらに、全体を通しては、活性化している都市の基本計画の方が各事業項目の内容につい

て図や数字を用いて詳細に記載しており、明確である。 

一方、衰退化している都市の基本計画では目標・方針、さらに検討中の事業といった項目

に計画書の多くを割き、活性化するにあたっての各事業が不透明である。 

 このことから、活性化している都市と衰退化している都市との大きな差の要因の一つとし

て「中心市街地活性化基本計画」の明確さが挙げられると我々は分析する。 
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第５章 政策提言 

中心市街地活性化に関する問題は、わが国における重要な課題であるということは論文の

冒頭でも述べた。その結果、中心市街地活性化基本計画が活性化の軸となるという結論に至

った。これらの分析結果を踏まえた上で以下に、政策提言を行っていく。 

第１節 中心市街地活性化基本計画の明確化 
 前章で述べたように、活性化している都市の中心市街地活性化基本計画の方が各事業項目

の内容について図や数字を用いて詳細に記載しており、明確であるのに対し、衰退化してい

る都市の基本計画では目標・方針、さらに検討中の事業といった項目に計画書の多くを割き、

活性化するにあたっての各事業が不透明であることがわかった。 

 このことから、「中心市街地活性化基本計画の明確化」を提言する。具体的には、「中心市

街地活性化基本計画」を現況の活字主体の構成から、図やグラフ等をより用いて作成するこ

とにより、計画内容が簡潔かつ視覚的に把握できるようになると考える。 

具体的な考え方としては、その都市の将来像を明確にするための「軸となる計画の策定」

を行う。他の都市の真似をするのではなく、地域の特性を活かしてその市にしかない独自の

ものを最大限に活かすことが重要だと考えられる。それにより中心市街地の活性化という結

果につながる。 

その一方で、衰退化している都市で多く見られた、商業対策のみなどの一面的な政策では

なく、「総合的な政策の推進」も活性化のために重要となるだろう。 

第２節 今後の政策の方向性 
前節で行った政策提言を踏まえ、今後の中心市街地活性化について財政面から考える。 

活性化している都市は大都市圏にある市や業務核都市が多く、その中には将来、政令指定

都市に移行できそうな都市も見受けられる。そしてその市に財政面の援助が本当に必要であ

るのかは疑問である。そのため、過疎化や高齢化が進行している地方都市など、本当に援助

を必要としている都市により多くの援助が出来る仕組みにするための法制度の見直しなど

を考えていきたい。 
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