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地方都市中心商店街の空聞構成の変容

一欝駁～97年における福島県の場合一

由　鑓　充　夫

権　はじめに

　地方都専二観こおける中心蓄1∫街地の空漏化は．欝欝年代

に入ってますます顕著になった。地方簾華における中

心薦街地を構成してきた経済的機能は商業系が主軸と

なっていることから，商店街における一大型店の撤退や

纒店の空き店舗の増擁は．中心毒街地の空溺化現象を

一麟深刻なものとしているひ地方都市の中心商籍街が

どの程度空溺化しているのかについての検討は，従業

者末羅綬模による中心部の賠屡趨模劉垂や中心部㎜灘

辺器皿郊外翻という空聞構成溺2で行なわれている。

しかし地方毒雛沖心蕩鮮麗・市街地）の内部空購構成

については，ゼ中心市街地活性化基本計露野による麟

讐櫛な記載は蓄積されているが，その整理と分析は遅

れている4。

　本稿の目的は，地方都濃の中心毒街地が基本的に商

業系機能によって構成されていることに着麩し，中心

轟街地における商業集積の空薦構成がどのように変容

してきたかを，薬毒人鑓綬模霧に検討“することにあ

る5。この鹸討にあたっては，罫商業統計表　立地環

境特性甥統計編（小売業鴻（以下，罫立地特性編垂）を

資料として濡場する。この立雛1特性編における繭業集

積地籔は次のような2段驚で区分がなされている6。

　第i段賠は小売業の活動を大きく商業集積地藪と非

商業集積地区とに藪分している。後者の非商業集積地

察は．第2段辮として，オフィス街地区．住宅地籔，

工業地区，その勉地籔の達っに総i分される」。この緩

玉　藻谷溶介維まち遜を再生させる一髪舞む権衡機1辮題の書亥心一」疑1本致策投資銀行地域金壷チーム編ζ諮立する絶域一その課題

　と戦略一議ぎょうぜい，欝傷年3∫蓬，夢．買硯

2剰縫方建設羅聾心蓄繭惣こ鷺するアンケー麟蜜～講藩繰の機要鰯欝9簸2鑑
3　「中、む講徳地にお謬る肇露地の整騰改善及び商業等の活性化の一簿的雄進に臠する法律、iは，欝憾隼？肩に施行された。毒購

　麟はr中心華街纏にお診る市裂地の整織教養及び藤業等の活性化の一体的雄進に聴する基奉的な方麟」に基づいて，「中心湛徳

地活性化基本計癒」を策定する。2韓2年歪舞9韓義義では，467地送（蕊5毒医欝耕〉から基承講繕が礎鐵されている。

4　地匿｝申絃舞鱗5における中心牽衡地の空懸構成の状溌について1為一定の整理が行なわれている。
　出癖発夫「申、こ・繭店衡空濁色と中心市徳地活性箆基本轟1一瞬について一地方中核都華を中心として一」篠島大学地域麟究センター

　r擁島大学地域麟甕遜第翅巻第i暑，欝鍵奪9月。

5　　（蓉縫馨重董3）o

　ll声涜夫「農村地域中心轟繕衡の活鮭往戦蜷の展雛一鶴鶏漿辮俣欝の場合一」穰島地麗学会ゼ嬬轟地理譲葉遜筆勢驚欝響辮

　3賎
　　1豊1繕充夫「大型繕の1雛藝破勢と中峯亥擬鱗∫近交暴繭癒鋳の対応一改蕉大嚢法一下での織鶴繋鰹4醗を事鯵として一」醸島大学経済学

　会『蘭学論集薄第6§拳第4琴，欝解葎3舞。

6その三腰な醐は，大鱗葉ノ続麟法の凝（魏鋒矯3総施行）によ嘱響をうけ蔦轄鋤磯繍獣溌を掘握するこ

　とにあった。
7　鱗葉集積地挺と1諸1三毒言を薩法第8条に定める「霧途地域」のうち，選隣蕩業地域及び商業地域であって，繭癌街を彩緩してい

礎域をいう．オフィス幾駆とは，礁麟繊及薦業地域であっ℃購業集欝躯．iの糠となら熱電域をいう誰三
　宅地麹とは，「灘途地域」のうち，第一種・第一二種抵屡建艦専醗地織，第一縫・第二種中蕎懸銭居専灘地貌第一種・第『二二種舷

　騒墨髭域及び準建艦地域をいう。一毘二業地ま或とは「矯途地域」のうち，準工業地域，三菱1業地域農び■璽1業事鴛葬趨域をいう。その雑地1茎

　は，　1二記襲業集積麹区から工業地琶までの醒分に特性付けられない地域をいう。（通商産業大盤窟携調蚕統霧†部編ζ軍威9年

　繭業統計表　立地覆箋特性幾統誹纏（小売業雄節99算盤鳳疑心。

一7？一



（4§84） 篠轟大学地域鋳造　第捻巻　第2号　2鑓2．i

分や纏分はいずれも無常計露法弟8条で定義される

締1途地域3との対応関係がある6）で，立地特性甥の

繭業動向は，鋸南内藤の商業空聞権威の動向として理

解｛することができる。曙至者の翼薫業集積地区1ま．駅周辺

璽，南街地離，鑑宅背景1型，簾一ドサイド型及びその

飽璽の5っに纈分される。

　すなわち駅講辺璽は「J　Rや私鉄など験海辺に立地

する商業集積地藝をいう。ただし，療妻韓として圭毯下鉄

や驚雄1電一華の駅潤辺に立地する地域は除く卦市街地

璽は紅鶴毒の中心部（駅／、羅辺を除く）にある繁華街や

重フィス讐異こ立圭崔する商業集零嚢地IXをいう」。｛主宅背

景型は「住宅地又は住宅縫地を後背地としている海難

集積鍵籔をいう」。鷺一ド号イド璽は「薩i遠あるいは

これに準ずる沿線を1掌1心に立地している商業集積地区

（都秦の中心離にあるものを除く）をいう葺。そして

「その飽漣型は野ヒ記ζ駅縁辺蓄蜜！商業集積舞籔ζ選～

卜一ドサイド璽商業集積地霧露までの籔分に特性付

けされない商業集積地藝をいい，観光地や神社・仏懸

などにある商店毒なども含まれる雄のである。

　本稿は地方薬毒にお1ナる中心権衡地を購成する薩業

集積空縫の変容に襲1心があり，以上の定義からすれば，

商業集積地籔のうち中心毒街地を構成するのは駅縄辺

瑠と棄街地塗とであることがわかる。そこで以下にお

いてヂ中組擁∫街地の薦業集積空lll聾あるいは紅中心高

繕i讐舞というの1ま．　この1芝至褻罷の商業集積から季舞綾1され

る商業空聞を愚昧するものとする。

2　立地特性編数値データの再集計

　商業統計表の立地特性編は，欝79年蔽以降，鎗奪○年

版まで3年毎に公表されている。しかし立地特性編に

おいて商業集積地区が総分類で集計されたの1譲9留年

版のみであり，飽の郷版では集計されていない。ただ

し欝97年版までの立地特性編には．瞬鳶名詞が入っ

た「商店街」毎の統計数纏が掲載されている。しかも

懲弱年版には商店街毎に商業集綾地孫の継分類が表示

されているので，これを遡及させることで，商店街毎

での連続した統計数纏をとることが璽能となる。

　もちろん各年版に掲載されている繭店街は，その定

義8によって擁除再編されるので，轟、茎1街毎の統計数

髄を全ての年蔽にわたって連続的に追いかけることは

できない。そこで統欝数韓の連続・嫉を確保しうること

と鶴舞に，溝能な譲り多くの商店街を操縦しうること．

そして本稿の関心が謄鱒年代にあることなどから，統

診手数麓｛を1｝今秣する欝糞講を玉襲残～§7無意こ1竣足して｛乍業を

行なった§。その結果，福島桑内では雛～解年にかけ

て連続する統詮を数嚢嚢を案馨ることができたのは2ε8商華言

街であった。この商店街数は，馨i年（3縫商店街）で

は全体の総、2％を，鱗年（333商店街）では紛．違％を．

留年版（358商諾街）では74．9％をカバーしている。

このカバー比率はほぼ全体をみわたすに鑓する水準に

あると患われる。

　次に福島寮内の商繕街にかかわる4っの難業統計数

縫を，次のような謹灘警材の大纛燈孝葵1こ分診て集計するG

すなわち，いわき毒畷鍛ll崇・轟轟峠∫・会津若搬華な

どノk　l藤鍵季糞力彗奪～3（拶ぎメ、台にある4｝蓄ぎを地方建玉核考難警

（以下，中核麟勧としてまとめた。中核4市で鰭象

となった商籍街数は鴛マであった〇二本秘華・須賀鱗

肇・白涛灘・喜多方鐵・癬馬車・原鱗潅菅など大甕一1が2

～5万人台の6秦を．地域藍1童心蕎難（以下，中小6毒〉

としてまとめた。中小6享韓こ含まれる商店街数は越商

店街であった。そしてその難を郡部鵜糧としてまとめ

たが，これには解商濤街が対象となった（表i）。

　都市幣麟馨lllこ商業集積壇襲の構成をみると，中核畦

毒では灘街地型が最も多く鎗％をしめ，これ1こ住宅背

祭塑鎗％と駅周辺墾22％が続いている。鑓一ドサイド

鷺蜜ま2％（i商1毒街）にとどまった。韮詳ノ罫6享苔は蓉擁客

地璽の比率が中核4毒に比べて高く欝％をしめた。こ

れに住宅背景型と駅周辺型とがそれぞれ鱒％と慧％と

で続く。豊一ドサイド丞饗ま5％あるが，商癖街数とし

ては2っである。郡部町村は中核4鐵や中小6嬉と異

なって．住宅背景璽が第i鼓（34％うに来ている。こ

れに駅周辺型箆鷺と滞御地型22％とが続いているG

窪一ドサイド型は2鋸（2商店街）であった。

3　福島県内中心商店街における商業集
積動向

　まず轟島県内で検討の対象となった麗8商店街全体

（以下，全商店街）についての勤向を見ておこう。全

商店街1こおける商店数は，劔年には22，驚8店あったが，

鱗矩では2§，襲i店（難磁無比で7．7％減），さらに97年

8　機ね童っの商籍傷をiっの繭藁集積地麹とする。亙っの薦態欝とは，小売繕，飲盆癒及びサービス業が透接して鍵懇舗以■量二あ

　るものをいう。また「王っの海1響荏蒼の定義に該墨するショッピングセンターや難事業翫ビル（駅どル，寄合鷲貨店等）はう療

麟としてiつの海業集積地鼠とする（毒彗揚浸6）の嚢．4）。

9　縷討対象地域を雛鶴藥に醸建iした理麟のiっ1こは，作業鋳鵜との穫i係がある。
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地方翻毒中心妻悲傷の空ll讐構絞の変容 （蕪8轟）

表嘩　福島桑都市人嚢焼模溺地区韓牲鍵商業集積勤胸

… 藤 唐 蛋
　　　l　　　　I薮　　t　　　l　　　　　　　　し

癖
’
一
、

菩　　　1欝　　　　　1　　　｝

6 妥一

m
i 馨 藻 睡 軽

｛ τ
讐騰汁卑小 ｝ π し

一

滋三i）ig9蓑琴，警鐘奪三，警？鷲三のいずれ喜こおいてもデータ毒｛茎劉ぞ聾する繭1善讐｝

　2）記号は餐藻期髭で示している。
　　…は欝．銚以■1二織，…1爵．§～§．眺識，一は～尋．臨滅．・は～逢．9％増，兼・は5．毒～9．9％増，・纏食毒％駁｝二増。

　3〉合計にはその難型簡護衛（藁縫で欝，尋｝核4毒で2，中小6毒で3，謬部欝錘重で鍵）が含まれる。
　4）［影核魂潅紅とは書墓轟蓮ぎ・都窪露警・いわき1讐・会翼藝若松妻警の地方一襲核者瓢辮クラス0

　5〉中小6車とは二二本松彰，籏嚢譲毒，益垂湾晦，善多方齋，緯馬市，療鱗市の§毒である。

資料：遜海産業大臣露霜講蓋続謎藻置蔽業統計表一室鞄環境特性雛統霧暴磁（小売業確各奪蔽

には臆，iεi店（繕，9．§％減）へと減少した。特に劔

～9逢年での減少率が大きかった。纒分類溺では駅馬辺

型と薦衡地型で減少率が大きく，瓢～97年の6年騰に

それぞれ鴛．5％滅と驚．5％滅とを示した。住宅背舞攣

とその勉型での減少率は婚対的に小さく，それぞれ

淫．茎％減と5．8％減であった。これらに対してロードサ

イド型での商店数は増撫しており，6無闇での増擁率

は25．凄％であった。

　従業者数の変動については，商店街全体では鱗奪の

驚5，§蕊人から襲年の欝4．4慧人（対雛年比でi．尋％滅）．

そして97年にはi綴．4総入（瞬，嘘．2％滅）となった。

纏分類機では駅周辺型と華街地型で減少率が大きく，

瓢～97年の6年瞬において，それぞれ露．逢％減と欝．i

％減とを示した。これらに対して住宅背景型と灘一ド

サイド型，その勉型は増蔑1しており，6年闘における

それぞれの増撫率は欝．2％，薦．2％，39．§％であり．

鷲に震一ドサイド璽での従業者増撫が著しい。またこ

れらの璽での従業者増簾率は，懸～鱗年よりも94～97

年の方が一大きかった。

　年闘叛売額の変動については，全体では9緯三から94

年では2兆5捻億肖から2兆725億講（対雛奪比でi．○

％増〉へと増撫したが，94年から97｛覇こかけてはi兆

劔78億事象こ後退し瓢年の簸売額を下麟つた（腿．尋、2

％減）。纏分類甥でみると駅馬辺型は大きく減少し，

その減少率は蟹～蟹隼（対蟹年比2．8％減）よりは鱗

～留年（対雛無比22．逢％滅）の方で大きかった。毒徳

地型は鍵～94年では増撫（対雛犀比重．4％増）したが，

鱗～97年には大きく落ち込んだ（対鍛年比§．3％減）。

これらに嬉して住宅背景璽，窃一ドサイド型及びその

地型はいずれの欝獺においても増撫し，対劔犀比でそ

れぞれ稔．9％増，誌．9％増．薦．6％増となった。特に

94～§7隼での増撫が目立った。

　売場面積の変動については，全捧では蟹年の2縣．5

万鍵から94奪の2蟹．○五霞（対劔年髭§．8％減），97年

のi留、i万㎡（対劔無比4．玉％滅〉へと減少し，懸～鱗

年よりは94～97年での減少の方が大きかった。纐分類

甥では従業者数勤向と麟様に，駅馬辺璽（対雛年見

舞．3％減）と市街地型（縫．登．5％滅）で大きく減少

し，住宅背景璽（舞．2％増），窪一ドサイド璽（捻9．9

％増）及びその縫璽（驚、逢％増）で増撫した。特に

窪一ドサイド型での増癩が著しい。

　このように篠鶴県全体では，欝毅～留奪においては，

中心薩1籍街の衰退が顕著であった。そのうちでも南街

地型よりも駅周辺費糞こおける商業集積の衰退が，　また

劔～鱗年よりも鱗～97年の方が厳しい状溌にあった。

菱1達心商議街に対して，／主宅背景型は商店数では減少し

ているもの，勉の指標では増撫している。また欝一ド

サイド型は4っの指標において大きく増給している。
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要するに£蓄二重心濤緩衝はその内部空聞購成にかかわらず，

購らかに衰退しており，商業集積の郊外侃顛講が進ん

できたのである。以下では薬毒大饗規模磯で商業集積

地区の動向を見ていこう。

4　都市階雇溺にみた商業集積地区の
動向

4一潅　中核4市

　まずは中核4毒についてであり，簡易表現した表ま

からわかるように，中心海癖街の商業活動は明らかに

衰退している。　違つの指標のうち，増麟1を示したのは

髄～纒隼の隼懸簸売額のみであった。しかもこの年闘

1藪売額1ま懸～97年1こ1欝i～94奪の増擁率を摩長消しにし

ても余りある大福な減少となった。商店数は綴～94隼

の方が麟～解年よりも減少率が大きかった。従業者数

と売場面穰は鱗～留年での減少率が鍵～§4年の減少率

を一圭1繕った。

　空間構成として．まず中心商店街と非中心商癒街と

に分けてみると，中心商店街を構成する駅周辺型及び

市街地型の商業集積において衰退が著しい。特に94～

97年においては商店数，従業者数年醗藪売額売場

面積のいずれをとっても大編な減少率をしめしている。

鱗～9嵯隼の動きと連i勤させると，はじめは商店数が減

少するだけであったのが．売場面積の減少も次第に大

きくなり，これらが無闘簸売額と従業者数の減少に影

響してきたと，考えることができる。また中心商店街

の空聞権成を纈かく見ると，市街地型よりは駅周辺型

の方で衰退が進んだことがわかる。

　これに対して，非中心商溝街のiっである住宅背景

型では．葭店数の減少はあるものの，従業者数年闘

叛売額及び売場面積は小織ながらも増擁している。ま

た韓一ドサイド型は対象となる商店街はiつにとどま

るが，いずれの指標においても大輪に増擁している。

福島県の中核4毒は市域嚢積が大きいので，郊外部に

あたる住宅地区やロードサイド地区では伸びている。

明らかなドーナツ化現象をみることができるのである。

を2　中小6市
　次いで，中小6市では，商店数や従業者数は小幅な

がら減少しっっも，年賜簸売額や売場面積を小編なが

ら増麓させてきた。すなわち鱗～9連年では蘇店数が大

幅に減少し．また従業者数は小幅ではあるが減少した。

しかし売場面積は大幅に増撫し，年闘販売額は小幅に

増擁した。麟～97年では従業者数1ま引き続き小魑な減

少となったが．商店数1ま小幅な増灘こ転換した。鱗lll

簸売額と売場面積とはそれぞれ小幅な増撫を見た。つ

まり中小6毒は濤業集積地籔全体としては，堅調な動

きをみせている。

　建淳心痛店街を構成する験覆1辺型と市街地i馨警ま，9i～

麟年と鰻～§？奪の鶴においても，異なった動きを見せ

ている。まず駅周辺型であるが，これは申綾4鳶∫のそ

れとも異なった動きをしめしているQすなわち蟹～94

年では海籍数，鍵業者数及び隼議1叛売額が，変動輻は

ともかくも増擁したが，売場薩積は小輪ながら減少し

た。これに隣して鱗～留年では商店数と従業者数とが

逆に小轍こ減少したものの，売場面積は反転して大幅

に増蓬達した。年1講籔iう篭額はノ1、輻ながらも弓iき続き増蔑肇

したG

　これに対して中心南街地で最も大きな比率をしめる

事街地離は，雛～鱗隼では駅周辺塗とほぼ其通した頬

1韓を示したものの，94～97年には反韓方海の動きにな

った。すなわち鍵～襲年では竃街地型はいずれの蚤標

においても，程度の差はあれ，減少をしめした。商店

数はかなり大輪に減少し，従業者数は大幅な減少とな

り，年間藪売額と売場懸積とはそれぞれ小編な減少と

なった。ところが懸～留年では，市街地型は商店数と

従業者数が反転して，変動輻はともかくとして，増撫

した。ただし磯…圭憂懸積は彗喋墓な減少を続け，豪葬馨葬薮売

額では大幅な落ち込みとなった。

　中小6毒の特徴のiっは，住宅背景型が雛～鱗年で

はいずれの指標においてもかなり大腸な減少をみたこ

とにある。ただし，懸～97年では灘底数と売場瀬積と

が引き続き減少したものの，従業者数と鱗驚籔売額は

小幅ながら増撫に転じた。霞一ドサイド型は2海店衡

しか対象になっていないが，磁～鱗奪ではいずれの指

標も大幅な増趨を示した。しかし鱗～佛年になると年

購販売額と売場面積は引き続き小編ないしは大輪な増

燦をしめしたものの，商店数と従業者数は小幅ないし

は大輪な減少であった。

　このように中小6市の中心商店街では．中核4毒と

は異なった動きを示している。そのiは中心商店街の

多くをしめる市街地型は総括的1こは衰退の傾1餓こある

ものの，駅周辺型の商業集積が相対的には健慰してい

ることである。もう1っは，郊外商業集積の縫にも獣

～鱗年と鱗～弱年で異なった動きを示したことである。

4－3　郡部町村

　郡部舞赫は全体として，懸～94年では売場面積が小

幅に伸びたほかは，変動輻はともかくとして，3指標
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ともに減少した。しかし襲～蟹年では4繕標とも大輪

に増加を示した。鱗～劔無におけるこの大幅な増擁は，

中核4毒の大旛な減少と対照的な動きとなった。

　糊分類溺に見ると．中心醗店街の多くを構成する駅

周辺型は．いずれの指標も蟹～磯年にかけて大輪な減

少をしめしたが，鱗～97年では程度の差には大きなも

のが含みっつも増撫に転じた。薦街地型は雛～襲年で

は商店数の大幅滅を除けば，いずれも小編な増撫が晃

られた。さらに94～§7年になるとすべての商業活動指

標において大輪な増撫となった。郡部町村の市街地型

は商業集積が空洞化しているとはいえないのである。

　非中心商店街としての住宅背景型は綴～蟹隼の商店

数を除けば．いずれも変動編はともかくとして．増撫

傾向にあることは確かである。また欝一ドサイド型は

2商店街の事擁しかないが．蟹～94年と襲～97奪とで

は蝿照的な動きとなっている。すなわち蟹～鱗年では

売場面積を除き減少したが，94～97奪ではいずれの指

標をとってもかなり大輪な増翻となっているのである。

5　ま　と　め

　以、ヒの検討を，商業集積地獲の空聞構成から整理を

し，まとめとしよう。

　まず駅馬辺型商業集積であり，この型の衰退が最も

著しいのは中核4毒であり，中小6毒では欝綴～97奪

においては衰退が進んでいるとは必ずしも藪定できな

い。ましてや郡部町村における駅周辺型海業集積は劔

～鱗年には大きく後退したものの，94～留年ではむし

ろ大きく前進したのである。

　市街地型は中心商店街の大きな部分をしめているが，

駅周辺型と講様に，確かに衰退してきている。この型

の商業集積は，中核4毒では鍵～蟹年を通じて一襲し

て減少し，中小6薦も中核4毒ほどではないにしても

減少している。しかし灘部町村では変動はありっつも

結果的には駅灘辺型よりも良好な状溌1こある。

　住宅背景型の商業集積の勤向は，中核4毒と郡部縮

縫とは比較的よく似ている。商店数は減少しているも

のの．勉の3指標は増撫を示しているのである。これ

らに対して，中小6毒におけるこの型の繭業集積は異

なった動きを見せており，盤～9窪年では大幅な減少と

なったが．鱗～97年では小幅な増減をしめしている。

　藤一ドサイド型は．翻糞焼模によって異なった動き

を示した。この璽の商業集積は中核4毒では蟹～解隼

を通じて，…質してかなりの増撫をみせた。これに録

して中小6毒では蟹～鱗年には擁指標とも大きく増擁

し，鱗～97年には藤店数や従業者数は減少したものの，

売場面積や年闘簸売額は増撫した。郡部鵜村ではこの

型の商業集積は，9i～蟹年には包括的に後退したが，

麟～欝年には顕著な増大となった。

　以．ヒのことから，地方都市の中心商店街といっても，

趨市人欝規模や商業集積地区型によって異なった動き

をみせていることがわかる．すなわち空聞構成として

は，一方の極には中核4毒の中心商店街における商業

集積の空洞化があり，地方の極は郊外における誓一ド

サイド型ないしは郡部籍村での商業集中の動きがある

こと，そしてこれらの動きの中職地帯1こ住宅背景型や

中小6市の中心商店街が位置して多様な動きを示して

いるのである。

　本穂を作成するにあたっては，2§§§～2§§2年度文部

科学省科学醗究費補助金「大規模小売店舗の立地再編

と地域経済システムの変動」（課題番号鴛§3§総8）の

一部を落網した。
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