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１．目的

した「元気のある商店街

かつて住宅街から徒歩圏内に形成されていた消費空間は

100 選」に認定された点、

その圏域を拡大し、現在、郊外における大型ショッピングモ

住民が住む市町村内で

ールが相次いで建設されている。その影響を受け、古くから

買い物を済ませる割合

賑わいある商業の場であった商店街は衰退し、空き店舗率も

の地元吸収率が拡幅後

上昇する等の様子が見られる。その状況を打開すべく、商店

に約 80％まで上昇した

街の生き残りを目指した活性化策・整備事業の 1 つに、街路

点から、事業効果が大き

事業による道路拡幅がある。道路拡幅の主な目的は、渋滞緩
和や車の安全な通行促進等であるが、それに伴い、電線の地

写真１：拡幅後の岩井の街並み

い事例として選定した。
拡幅後は両側に 3.5ｍ

中化、歩車道の分離による安全確保等が考えられる。近年茨

のゆとりある歩道が新設され、幅員は 16ｍとなっている。

城県内でも、岩井、下館等で商店街内の道路拡幅が行われた。

４．結果と考察

その効果は地域によって異なり、必ずしも商店街を活性化さ

①岩井での直交道路空間での比較

せるとは限らないが、商店街に及ぼす効果として何か共通す

表１：岩井モール商店街の
業種別の店舗数とその変化率

る傾向があるのではないだろうか。
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市の商店街について論じている。稲垣らは、住商共存型・ま

飲食店
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と仲町十字路で直交

ちなみ形成型再整備の評価及び課題を明らかにすることを

金融業
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し、拡幅未実施の県道

目的とし、事業前後における建物棟数・階数・用途の変化の

その他業種
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結果について述べている。しかし、これらは単に街路整備事
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143
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い（旧東横町商店会～

業の実施地と街なか再生土地区画整理事業の実施地を比較

変化率

しているのみで考察等はしておらず、十分とは言えない。ま
た、小菅、倉野は、事業前後の変化については住民の意見の

表２：県道 123 号線・142 号線沿い
の業種別の店舗数とその変化率

集約や街路に設置した施設を列挙したに過ぎず、拡幅前後の
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小売業
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飲食店
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8

建設業
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小変化に止まるとい

[1]

先行研究としては、稲垣ら（2013） が滋賀県彦根市、小
菅（1998）[2]が茨城県岩井市、倉野（1992）[3]が三重県松阪

建物・土地の変化については論じていない。
以上を踏まえ、本研究では街路事業前後の空間構成と収益
実態に着目する。そして、街路事業と商業活動との関係性を
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店舗業種は両者で
大きな差はなく、小売
業が激減する一方サ
ービス業・飲食店が微

考究し、近年実施された街路事業が商店街に与える変化の傾

その他業種
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う結果となった。店舗

向を明らかにすることを目的とする。

合計
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総数は両者で大幅に

２．方法

変化率

①住宅地図 [4]の分析と街路事業に詳しい方や店主へのヒア
リングから、道路拡幅前後における店舗業種・敷地用途・店
舗収益の変化等を調査する。

-31％

減少していたが、その
減少割合は岩井モー

ル商店街の方が小さいことが分かった。
敷地用途の変化は、岩井モール商店街に関しては区間ごと

②年代別の地図の比較やヒアリング等からその要因を考察

に特徴が見られ、拡幅していない県道 123 号線・142 号線沿

する。

いに関しても敷地用途の変化が多く見られた。特に住居化は

③道路拡幅が行われた道路とそれと直交する幅員が狭い道

偏りなく分布しており、通り一体で店を閉める傾向があった

路、他地域の道路拡幅が行われた地域と行われず幅員が狭い

と考えられる。

ままの地域等について調査し、各々を比較する。
３．対象地

店舗収益はヒアリングの結果、収益に変化がなかったとい
う店舗が約 7 割を占め、上昇した店舗よりも下降した店舗の

茨城県旧岩井市に位置する岩井モール商店街とした。この

ほうが多い結果となった。県道 123 号線・142 号線沿いでは

商店街内の岩井センターモール商店街が中小企業庁の選定

ヒアリングを行えた店舗こそ少なかったものの、類似の結果

を得た。また

拡幅後の店舗数は小売

多くの店主が

業を中心とした減少傾

「バブル景気

向にあると言える。しか

の崩壊」と「周

し、道路拡幅を行わない

辺地域の大型

場合よりはその減少割

店進出」につ

合を抑えられる場合が

いても触れて

多く、道路拡幅の実施が

おり、これら
のような、道

店舗数の維持に少なか
写真２：店舗前の路上駐車
らず貢献していると言えるだろう。

路拡幅以外の他の要素が収益に影響を与えたことが予想さ

また、店舗数の減少に対し共同駐車場を主とした駐車場の

21%
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上昇

特に変化なし
68%
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図１：道路拡幅前後における
店舗収益の変化の割合（N=28）

れる。

整備が進められる。これにより従来の幅員が狭い状態時に多

②他地域の事例との比較

く見られた路上駐車の減少に繋がると予測される。路上駐車

表３：道路拡幅前後における
店舗総数・駐車場数とそれぞれの変化率（■増加
店舗総数

をなくすことが対向車とのスムーズなすれ違いや利用者の
■減少）

駐車場数

徒歩による商店街回遊を促進させるというお話もヒアリン
グで耳にした。
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変化率
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変化率
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1
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+400%

松阪
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7
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8
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+63%

143

109

-24%

8

14

+75%

北条

116

83

-28%

9

11

+22%

い大型店との競合は商店街が生き残るために不可避であり、

身延

75

47

-37%

2

5

+150%

その対策検討が求められる。

岩井モール
商店街

※石岡と北条は岩井モール商店街の拡幅直前期(1988 年)
と拡幅直後期(2005 年)に合わせて調査

店舗の収益は岩井のみの調査になったが、殆どの店舗で特
に変化はなかった。これより、収益といった点のみに着目す
ると、道路拡幅が商店街の活性化に結びついたとは言い難い。
商店街の店舗収益は、景気変動や周辺の大型店進出等の他の
要素によって変化することが考えられ、特に近年進出の激し

６．今後の課題
拡幅の際の補償金の使いみちの調査や、店を閉めた店主へ

他地域の事例は、岩井と同時期に拡幅した地域として、岩

のヒアリング等が行えなかったことが悔やまれる。これらに

井の街路事業を行う際の参考地域であった山梨県の身延、滋

より店舗数の変化実態をより明確に述べられると考えられ

賀県の彦根、既往研究で扱われていた三重県の松阪、岩井の

る。また、本研究は限定した視点から論じられていることも

数十年前に拡幅した地域として石岡、拡幅していない地域と

多く、特に商店街内の商業活動は様々な要素により変化する

してつくば市の北条といった茨城県内の商店街を調査した。

ため、本研究での視点以外からも論じていくことが望まれる。

これらの店舗総数・駐車場数の変化を岩井モール商店街と
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