
 

 

 

 

 

 

博士論文 

                   
 
 
 

  論文題目    多様な地域主体による 

ストリートデザイン・マネジメントに関する研究 

          (Street Design Management Promoted with 

Collaboration of Local Governments and Communities) 

                  
 
 

 

  氏  名    三浦 詩乃 

             
 



 
 

 
 

多様な地域主体によるストリートデザイン・マネジメントに関する研究 

目次 

第１章 序論  ..................................................................................................................... 1 

1.1 はじめに  .................................................................................................................. 1 

1.1.1 研究の背景  ......................................................................................................... 1 

1.1.2 研究の目的  ......................................................................................................... 4 

1.1.3 研究の構成  ......................................................................................................... 5 

1.2 ストリート(街路)の定義  ......................................................................................... 7 

1.2.1 空間的特徴の観点  .............................................................................................. 7 

1.2.2 機能の観点  ........................................................................................................ 9 

1.2.3 アクティビティの観点  ....................................................................................... 9 

1.2.4 地域ガバナンスの観点  ..................................................................................... 12 

1.2.5 ストリートの定義  ............................................................................................ 12 

1.3 マネジメントの定義  ............................................................................................. 13 

1.3.1 エリアマネジメント  ........................................................................................ 13 

1.3.2 タウンマネジメント  ........................................................................................ 13 

1.3.3 本研究におけるマネジメントの定義  ................................................................. 14 

1.4 本研究における「ストリートデザイン・マネジメント」の概念  ............................. 15 

1.4.1 マネジメントの対象  ........................................................................................ 15 

1.4.2 マネジメントに参加する地域主体  .................................................................... 16 

1.4.3 マネジメントの目的と動機  .............................................................................. 17 

1.5 ストリート論に関する既往研究  ............................................................................... 18 

1.5.1 形態論  ............................................................................................................ 18 

1.5.2 道路交通論  ...................................................................................................... 18 

1.5.3 制度論  ............................................................................................................ 19 

1.5.4 マネジメント論  ............................................................................................... 19 

1.6 おわりに  ............................................................................................................... 20 

第２章 ストリートに関わる概念と空間の変遷  ................................................................ 23 

2.1 はじめに  .............................................................................................................. 23 

2.1.1 背景  ................................................................................................................. 23 

2.1.2 目的  ................................................................................................................. 23 



 
 

 
 

2.1.3 研究の方法  ....................................................................................................... 24 

2.1.4 既往研究  ......................................................................................................... 24 

2.2 みち空間に係る制度  ............................................................................................... 25 

2.3 歴史的変遷  .......................................................................................................... 28 

2.3.1 変遷の区分  ...................................................................................................... 28 

2.3.2 社会情勢との対応関係  ..................................................................................... 29 

2.3.3 ストリート空間のマネジメント方法の発展段階  ................................................. 40 

2.4 「街路」、「広場」、「道路」の概念  .......................................................................... 41 

2.5 マネジメントの課題とマネジメントが満たすべき条件  ............................................ 43 

2.6 おわりに  .............................................................................................................. 45 

第３章 メインストリートの類型とマネジメント  ............................................................. 51 

3.1 はじめに  .............................................................................................................. 51 

3.1.1 背景  ................................................................................................................. 51 

3.1.2 メインストリートの定義  .................................................................................. 52 

3.1.3 目的  ................................................................................................................. 53 

3.1.4 既往研究  ......................................................................................................... 53 

3.1.5 研究の対象と方法  ............................................................................................ 54 

3.2 メインストリートの類型  ...................................................................................... 57 

3.2.1 観光資源評価による類型  .................................................................................. 57 

3.2.2 空間的特徴による類型  ..................................................................................... 58 

3.3 メインストリートのマネジメント  ......................................................................... 60 

3.3.1 類型とマネジメントの特徴  .............................................................................. 60 

3.3.2 マネジメントに参加する民間組織の特徴  .......................................................... 71 

3.3.3 メインストリートのマネジメントの方針  .......................................................... 71 

3.4 おわりに  ............................................................................................................... 73 

第 4 章 ストリートの歩行者専用空間化とマネジメント  .................................................. 78 

4.1 はじめに  .............................................................................................................. 78 

4.1.1 背景  ................................................................................................................. 78 

4.1.2 目的  ................................................................................................................. 80 

4.1.3 研究の方法  ....................................................................................................... 80 

4.1.4 既往研究  ......................................................................................................... 81 

4.2 旭川市平和通のマネジメントの変遷  ..................................................................... 82 



 
 

 
 

4.2.1 歩行者専用道路の計画・整備  ............................................................................ 82 

4.2.2 歩行者専用道路のマネジメント  ........................................................................ 85 

4.2.3 変遷からみたマネジメントの特徴  ..................................................................... 91 

4.3 長期的マネジメントによる効果と課題  .................................................................. 92 

4.3.1 周辺地域の現況  ................................................................................................ 92 

4.3.2 ストリート空間利活用の方法  ............................................................................ 95 

4.3.3 マネジメントにおける組織的取組み  ................................................................. 98 

4.3.4 ストリート空間と現状の利活用に対しての評価  .............................................. 104 

4.4 買物公園におけるマネジメントの特徴  ................................................................ 107 

4.5 おわりに  ............................................................................................................ 111 

第 5 章 ストリートの歩行者天国化とマネジメント  ....................................................... 116 

5.1 はじめに  ............................................................................................................ 116 

5.1.1 背景  ............................................................................................................... 116 

5.1.2 研究の対象と目的  .......................................................................................... 117 

5.1.3 方法  ............................................................................................................... 118 

5.1.4 既往研究  ....................................................................................................... 118 

5.2 東京都心部の歩行者天国の変遷  .......................................................................... 118 

5.2.1 歩行者天国の計画  .......................................................................................... 119 

5.2.2 歩行者天国上のアクティビティと運営の実態  ................................................. 124 

5.2.3 変遷からみたマネジメントの特徴  .................................................................. 132 

5.3. 現存地区におけるマネジメント  ........................................................................... 133 

5.3.1 地区別の運営実態  .......................................................................................... 133 

5.3.2 特徴と効果  .................................................................................................... 144 

5.4 マネジメントの特徴  ........................................................................................... 145 

5.5 おわりに  ............................................................................................................ 147 

第 6 章 ストリートの広場的活用のマネジメント  ........................................................... 150 

6.1 はじめに  ............................................................................................................ 150 

6.1.1 背景  ............................................................................................................... 150 

6.1.2 目的  ............................................................................................................... 151 

6.1.3 方法  ............................................................................................................... 151 

6.1.4 既往研究  ....................................................................................................... 152 

6.2 ニューヨーク市のストリートに係る施策の変遷  ................................................... 152 



 
 

 
 

6.2.1 変遷  .............................................................................................................. 152 

6.2.2 プラザプログラム制度への影響  ..................................................................... 157 

6.3 プラザプログラムの運用方法  ............................................................................. 158 

6.3.1 段階に応じた組織体制  ................................................................................... 158 

6.3.2 制度の特徴  .................................................................................................... 161 

6.4 立地と形状類型  .................................................................................................. 163 

6.4.1 立地  .............................................................................................................. 163 

6.4.2 形状の類型  .................................................................................................... 164 

6.5 地域民間組織による管理運営の実態  ................................................................... 176 

6.5.1 地域民間組織の種類  ...................................................................................... 176 

6.5.2 空間利活用の実態  .......................................................................................... 176 

6.5.3 地域民間組織による管理運営の実態  ............................................................... 183 

6.6 プラザプログラムの特徴  .................................................................................... 184 

6.7 おわりに  ............................................................................................................ 186 

第 7 章 マネジメントの評価  ......................................................................................... 190 

7.1 はじめに  ............................................................................................................ 190 

7.1.1 背景  ............................................................................................................... 190 

7.1.2 目的と方法  ..................................................................................................... 191 

7.1.3 既往のマネジメントの評価に係る研究  ........................................................... 192 

7.2 規範の構築  ........................................................................................................ 195 

7.2.1 ストリート空間の質  ...................................................................................... 195 

7.2.2 組織体制の持続性  .......................................................................................... 198 

7.2.3 広域計画・ネットワークとの関係性  ............................................................... 202 

7.2.4 マネジメントの評価方法  ................................................................................ 204 

7.3  マネジメントの評価方法の検証  ........................................................................ 205 

7.3.1 検証の方法  .................................................................................................... 205 

7.3.2 検証結果  ....................................................................................................... 206 

7.4  おわりに  .......................................................................................................... 209 

7.4.1 評価方法構築の意義  ...................................................................................... 209 

7.4.2 マネジメントの評価方法の提案  ..................................................................... 209 

7.3.3 今後の課題  .................................................................................................... 209 

第８章 結論  ................................................................................................................. 214 



 
 

 
 

8.1 総括  .................................................................................................................. 214 

8.2 ストリートデザイン・マネジメントの方法論  ...................................................... 217 

8.2.1 マネジメントの方策  ...................................................................................... 217 

8.2.2 地域主体間の役割分担  ................................................................................... 218 

8.2.3 技術的発展を踏まえた展望  ............................................................................ 220 

8.2.4 政策的課題  .................................................................................................... 220 

8.3 今後の課題  .......................................................................................................... 221 

資料編(第３章) .............................................................................................................. 222 

参考文献リスト(本文) .................................................................................................... 266 

図表リスト  .................................................................................................................... 276 

謝辞  .............................................................................................................................. 280 
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第１章 序論 
 

1.1 はじめに 

 

1.1.1 研究の背景 

(1)地域においてストリート(街路 )が担う役割  

 ストリートは都市の黎明期から、市民生活における交流、保健向上、文化的活動を担う場として利用さ

れてきた。また、その交通機能により、共同体内外の流通を担うことで産業の発展を促すと共に、情報伝

達や社会を動かすような政治的活動の場ともなった。つまり、ストリートは都市の根源的な機能を担って

きた公共空間であると言える。 

 象徴性の高い都市軸としての整備や都市美運動にみられるように、初期の計画は、統治者の権力の

誇示や、都市活動の効率化・安定化、都市の称揚を目的としたものであり、ストリートは国や地方自治体

などの行政によるガバメント空間でもあった（後出表 1-11）-3)）。19 世紀以降、ヨーロッパでは工業化や都

市への人口集中が進み、資本家による商業・消費空間（アーケード、ガレリア等）としてのストリートの高

質化が見られるようになったが、一般街路が快適性をもって保たれるものとして市民の意識に定着する

には、20 世紀の公衆衛生制度発展を待たねばならなかった。 

 その後、都市における地域コミュニティの組織化が進み、さらに 1960～70 年代にかけてモータリゼーシ

ョンや都市化に起因する問題を背景に市民活動や市民参加の気運が高まると、住民や事業者などの

地域民間組織が、生活空間としてのストリートの質改善に取り組む機会が拡大した。 

 

(2)近年のストリート整備の動向  

 2000年代に入ると持続可能性の観点から、都市のコンパクト化、その手段としての歩行者及び公共交

通・自転車を中心とした中〜広域の空間計画や、‘人間中心 ’、‘Livable’なストリート空間創出の重要性

が 国 際 的 な 共 通 認 識 と し て 形 成 さ れ つ つ あ り 、 OECD の 「 Compact City Policies A Comparative 

Assessment」4)においても言及されている。例えばアイルランド・ダブリン市の都市開発計画 5)やニューヨ

ーク市における二大公園をつなぐ道路の交通規制案 6)（いずれも2015年現在）に代表されるように、既存

のストリートについて、交通空間再配分や歩行者のアクティビティを活性化、多様化させる再整備・再計

画を目指す都市は益々増加している。 

 我が国においてはこうした取組みが、①高齢社会への対応や福祉のまちづくりなど「人にやさしい」地

域を目指す目的、②中心市街地の活性化や、大都市において③国際交流拠点にふさわしいインフラ確

保を目的とするものなど、多方面から注目を浴びている。 

 また、アジアや南米の新興国都市においても急速に経済発展を遂げる中で環境配慮の必要性が高く、

歩行者中心のストリートを整備するニーズは今後も高いと見られる。 
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(3)全国一律の管理方法の限界  

 ストリート空間は供用段階に入ると、一般に、ストリートのハードウェアの維持管理を行う道路管理者、そ

して交通・通行の円滑化を担う交通管理者により、全国一律の法制度に則った手法で管理される。こうし

た管理体制は、ストリート空間の一定の質や安全性を確保してきたが、(2) に示したような地域主体や来

街者による多様なアクティビティを柔軟に受け入れるという、今日的視点に沿った取組みにはあまり力点

が置かれていない。 

 

(4)民間組織の担う役割の拡大への期待  

 上記のとおり、これまで交通行政が管理を主導してきた一方で、(1)に述べたように、地域民間組織もス

トリートを地域コミュニティの活動の場として重視してきた。地域民間組織が、デザインの発案、清掃等に

よる環境維持、利活用による来街者のアクティビティ支援や賑わい創出の面で、ストリート空間の質向上

に大きな役割を果たしてきたことは明らかである(図 1-1)。国内では、都市再生特別措置法が規定する

都市再生推進法人 (2011 年 )の制度化に代表されるように、近年ますます、民間組織がストリートのマネ

ジメントにおいて担う役割の拡大に期待が寄せられている。 

 

表 1-1 各時代の代表的公共空間（参考文献１～３の文献調査に基づく） 
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表 1-1 各時代の代表的公共空間（参考文献１～３の文献調査に基づく） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 地域民間主体の協力イメージ 
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(5)地域主体によるマネジメントの方法論構築の必要性  

 このように現在、地域民間組織の担う役割が脚光を浴びているが、ストリート空間の質の維持向上には、

自治体行政が負うべき役割の再規定とともに、民間が行う事業における適正な対象範囲の設定、公共

性の担保、事業の継続性確保、多主体間の合意形成などマネジメントの円滑化が肝要である。しかしこ

れまで、こうした包括的な観点を踏まえたマネジメントの方法論の構築が十分になされていない。 

 

1.1.2 研究の目的 

 本研究では以上の問題意識の下、街路 (ストリート)について、安全かつ円滑な交通機能を保持しつつ

も、賑わいや地域性をもった公共空間としての質を維持向上させていくための、様々な地域主体による

マネジメントの方法論を構築することを目的とする。そのために、以下の小目的を設定する。 

 

(1) まず、研究の対象である「ストリート」及び「ストリートデザイン・マネジメント」の定義と概念の整理を行

うとともに、既往のストリート研究を整理し、本研究の位置づけを明確化する（第1章）。 

また、ストリート空間に関連する法制度、政策及び各時代の先駆的事例を時系列で整理することに

より、ストリート空間のマネジメント方法の発展段階、及び「街路」の概念の変容過程を明らかにする。

以上から、既存の制度及び現在のマネジメントについて課題を提示するとともに、今後のストリートデ

ザイン・マネジメントが満たすべき条件を明らかにする(第 2 章 )。 

 

(2) 次に、国内のメインストリートを類型化し、空間的特徴のパタンを提示する。さらに、類型ごとにマネジ

メントの特徴を整理することで、メインストリートの空間的特徴とマネジメント内容の対応関係を明らか

にする。その上で、メインストリートに対するマネジメントの特徴を明らかにする(第3章 )。 

 

(3) 上記 (1)、（2）の知見に基づき、マネジメントの円滑化が特に求められる交通空間再配分に焦点をあ

て、①歩行者専用空間化、②歩行者天国、③広場的活用の手法に関して、国内外の先駆的事例

を対象に、マネジメントの変遷、空間利活用の現況、周辺地域や都市計画及び都市交通計画との

対応関係を整理する事で、各々の手法の特徴、効果及び課題を明確化する (第 4〜6 章 )。 

 

(4) 後に、第 4~6 章から得られた知見を活用し、地域主体がマネジメントを継続的に行う際に、設定し

た空間の質に関する理念の達成度の確認や方向修正のために、利用することができる規範・具体

的目的の構築を行う (第 7 章 )。 

 

   以上を総括し、本研究におけるストリートデザイン・マネジメント論を提示し、結論とする(第 8 章 )。 
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1.1.3 研究の構成 

 本研究は図 1-2 に示す全 8 章で構成されている。 

 まず第1章では序論として、研究の背景、目的、ストリートの定義、ストリートデザイン・マネジメントの概

念の整理を行う。また、既往のストリート研究を整理することで、本研究のストリート論としての位置づけを

提示している。 

 

 第2章では、戦後から現在に至る国内のストリート空間のデザイン及びマネジメントに関連する法制度、

政策、及び時代ごとの先駆的な計画思想に基づいた事例を、都市計画、土木・交通及び地域商業振

興分野、その他の資料調査に基づき時系列に整理することで、ストリート空間のマネジメント方法の発展

段階を示している。さらに、制度上の「街路」「広場」「道路」の概念の変容過程と、先駆的事例の現況を

通じて各時代の計画思想の理念の実現度を整理することで、ストリート空間に係る制度の課題を明らか

にする。以上から、現在のストリートのマネジメントにみられる課題を示すとともに、今後の社会情勢の都

市空間への影響を考慮した上で、将来のストリートデザイン・マネジメントが満たしていくべき条件を明確

化する。 

 

 第3章では、第1章におけるストリートの定義に基づいて、従来的な定義より広義の「メインストリート」像

を提示し、当てはまるストリートを抽出する。それらを類型化することで国内におけるメインストリートの空間

的特徴のパタンを提示する。さらに、類型ごとのマネジメントの特徴を整理することで、メインストリートの空

間的特徴とマネジメント内容の対応関係を明らかにする。その上で、異なる類型間においてマネジメント

の共通項を整理することで、メインストリートに対するマネジメントの特徴を明らかにする。 

 

 

、   

図 1-2 本研究のフロー 
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 第4章では、日本初の歩行者専用道路である旭川市平和通買物公園における取組みを、歩行者専用

空間化を伴うストリートデザイン・マネジメントの代表事例として位置づける。買物公園を対象として、計

画・整備段階、管理運営段階、再整備段階を踏んできた長年のマネジメントの変遷を整理し、マネジメン

トの特徴を明らかにするとともに、現況に対する分析からその効果と課題を提示する。さらに、買物公  

園のマネジメントの特徴から得られた知見を総括し、歩行者専用空間化を伴うストリートデザイン・マネジ

メントよる効果と、ストリートが継続的に利活用されていくための、自治体及び沿道地域主体の役割を提

示する。 

 

 第 5 章では、歩行者天国により広域的な歩行者空間を創出してきた東京都心部における取組みを、

定期的な交通規制を伴うストリートデザイン・マネジメントの代表事例として位置づける。東京都において

長年継続してきた当施策に関して、計画、及びその後の運営方法の特徴を明らかにすると共に、現存

地域に対してその他の地域活動に与えた影響を明らかにする。さらに、東京都に関する研究から得られ

た知見に基づき、歩行者天国化を伴うストリートデザイン・マネジメントよる効果と、定期的な歩行者天国

を継続すると共に、実施時において空間利活用を促進するための条件を提示する。  

 

 第 6 章では、広場的活用を伴うストリートデザイン・マネジメントの代表的事例として、国内に対しても示

唆を与える事例である、ニューヨーク市プラザプログラムを研究の対象とする。まず、プラザプログラム制

度化に至るまでのストリートに関する施策の変遷を整理し、同制度に与えた影響を提示する。次に、プラ

ザプログラムの運用段階に応じた組織体制と財源確保手法を整理し、その特徴を明らかにする。さらに、

完成または計画中のプラザを対象として空間構成及び立地の特徴を明らかにするとともに、プラザ間の

現況比較から管理運営及び空間利活用の実態と課題を提示する。これらの知見を総括し、プラザプロ

グラムの特徴を示した上で、広場的活用を伴うストリートのマネジメントの効果、プラザプログラムと同様の

制度の国内都市への応用可能性と、応用する上での課題を提示する。 

 

 第 7 章では、地域主体がマネジメントを継続的に行う際に、設定した理念の達成度の確認や方向修正

のために利用することができる規範・具体的目的の構築を目的とする。まず、評価軸を示し、それらに関

して長期的取組みがなされてきた事例を調査した第 4~6 章から得られた知見を活用することで、規範的

視点、及び規範的視点に関連の深い具体的目的・指標例を提案する。さらに、これらについて、第 3 章

に示したメインストリートの事例から、空間の質またはマネジメントが優れた事例として公式に評価されて

いる 2 事例の取組みと照らしあわせることで検証し、より妥当性の高い規範・具体的指標を構築する。 

  

 後に、第8章は第1~7章から得られた知見を総括し、ストリートデザイン・マネジメントの方法論を提示

し、結論とする。 
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1.2 ストリート(街路)の定義 

  本研究が対象とする「ストリート」は、分野に応じて異なる意味合いをもって定義づけられている。本項

ではマネジメントと関連する①空間的特徴の観点、②機能の観点、③アクティビティの観点、④地域ガバ

ナンスの観点の 4 点から、本研究における「ストリート（街路）」の定義を示すとともに「メインストリート」と

「道路」の概念との違いについても提示する。 

 

1.2.1 空間的特徴の観点 

 まず空間的特徴の観点から、「ストリート（街路）」、「メインストリート」、「道路」の概念を整理する。国内

におけるこれらの語の使い分けは一般に曖昧である上、第 2 章で後述するが、特に「街路」と「道路」に

関しては時代によって概念の捉えられ方が異なる。そこで以下の表 1-2 のように、使い分けが明確な

‘Street’ ‘Main Street’‘Road’について、Longman Dictionary 及び Dover ら 7)によるストリートの定義を参

照し、整理した。 

 専ら交通・移動に寄与する通りが「道路 (ロード)」である一方、「街路（ストリート）」は、①市街地内の通

りを対象として、②商業、業務または居住用途の沿道建物集積、③通りにおける歩行者のアクティビティ

の存在を踏まえた概念である。本研究では①〜③を満たす場合、広幅員街路 (アベニュー、ブールヴァ

ール、プロムナード（図 1-3,4）)、路地・小路も「ストリート」の一種としてみなすこととする。 

 以上より、物理的空間としてのストリートは、「みち空間」と「沿道空間」が一体的に歩行者の利用に開

かれているものであると位置づける。特に、「メインストリート」は商業・業務用途の沿道建物が、不特定多

数の来街者に開かれていることが重要である。 

表 1-2 ストリート、メインストリート、道路の定義及び分類 

                             定義及び分類 

街路(Street) 

  
  街路：市街の道路。  
 Street：a public road in a city that has houses, shops etc on one or both side 
                 沿道に建物や店舗等が並ぶ市街地における公道 
 the street(s): the busy public parts of a city where there is a lot of  
  activity, excitement, and crime, or where people without homes live 
 
      ある都市のうち、多くの活動、刺激的な事柄、犯罪、ホームレスの人々 
   がみられるような人通りが多く公共性のある場所  
 
  うち、広幅員街路に関しては、空間的特徴から３つに分類される。 
(1) アベニュー(Avenue):  

a road or broad path between two rows of trees, especially one leading to 
a big house (大きな建物に続く、並木を持つ道路もしくは広幅員の通路) 

(2) ブールヴァール(Boulevard):  
並木のある幅広い街路。フランスで城壁跡に整備されたのを起源に、北米
都市 
では都市美運動期に整備された。 

(3) プロムナード(Promenade):  
a place for strolling, usually tree lined. (中 略 ) Like a square , the 
promenade street is a space where people are drawn to gather and 
socialize and eye one another  
 一般的に並木のある散策路で、広場のように人々が集まり、社会活動、人
間観察したくなるような街路。中央の歩行者空間帯にカフェや植栽が備わ
るスペインの’ Rambla’と同義。 
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                             定義及び分類 

メインストリート, 
目抜き通り 
(Main street) 

  
  メインストリート：本通り。大通り。 
  目抜き通り：      市街で最も人通りの多い道路。繁華街。 
 
 Main street(米) : 
  the most important street, with many shops and business on it, in many small  
  towns in US   
  アメリカ小都市において商業及び業務機能が集積する最も重要な街路,大都市 
  においては、Districtごとに分布。Main-Main Corner (複数のメインストリート 
  の交差点)には百貨店など、都市で最も有力な商業施設等が立地。 
 

道路 
(Road) 

  
 道路 : 一般公衆の交通のために設けた地上の通路。みち。往来。 
 Road : a specially prepared hard surfaces for cars, buses, bicycles etc to  
 travel on 
 車両、バス、自転車等の移動のために舗装が施されたもの 
  
 うち、下記の特徴を持つ場合、別に呼び名がある。 
  幹線道路 (Highway): 
  a wide main road that joins one town to another  
 市街地間をつなぐ広幅員の道路 
  パークウェイ(Parkway):  
  a wide road with an area of grass and trees in the middle or along the sides 
  中央、もしくは両端に植栽帯のある広幅員の道路 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1-3  Avenue/Boulevard 型(左：ニューヨーク市・Park Ave 右：東京都渋谷区・絵画館前通り, カーフリー時) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
              図 1-4 Promenade 型 (北海道札幌市・大通) 
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1.2.2 機能の観点 

(1)既往の都市研究における位置づけ  

 次に、既往の都市研究における位置付けから「ストリート」の機能の特徴を整理する。ストリートに対して

明確な定義を与えている文献や既往研究は少ないが、表 1-3 に示すように様々な学問領域の都市研究

において取り上げられている。「ストリート」は都市部における地域社会の生活・文化の場・歩行者のため

の通りとして、特に「メインストリート」は、都市全体のイメージを創出するものとして位置付けられている。 

（2）本研究における「みち空間」の機能的概念  

 1.2.1 に示した空間的特徴の観点において、物理的空間としてのストリートは「みち空間」と「沿道空間」

から成ることを示したが、特に「みち空間」の機能的概念については、本研究の問題意識に関わる部分

であり、明確化する必要がある。 

①公共空間  

 「みち空間」の本来的な機能は、公物管理法（道路法）によって管理され、特定の個人に属さないこと

で「沿道空間」よりも利用者による様々な用途に開かれ、共有され得る、公共性の高い注 ）—）「公共空間」

であることにある。つまり、来街者や地域組織が主体的に導入する、移動・交通以外のアクティビティが

十分に保証されていることで、「みち空間」は「公共空間」たりえると言える。 

②交通空間  

 しかし、事実上、その用途が専ら交通・移動に供している（または供することが望ましいと位置づけられ

る）場合も見られ、そのような状態の「みち空間」を、本研究では「交通空間」（①空間的特徴の観点にお

けるロード：道路）としての機能を果たしているものとする。一方で、専ら交通・移動に供している状態は、

「公共空間」としては不十分であると見なし、みち空間の持つ機能的概念として「公共空間」と「交通空

間」を区分して用いる(図 1-5)。 

 

1.2.3 アクティビティの観点 

 上記1.2.1、1.2.2より、交通・移動に留まらない多様な人間のアクティビティの場として機能することが、

空間が「ストリート」としての質を維持する条件の一つであると言える。本稿では、ストリート上で展開される

具体的なアクティビティの種類を、既往研究を参照した上で項目化する。 

 まず、歩行者専用化したデンマーク・ストロイエの屋外空間について研究した Gehl 8)は、ストリートのよう

な公共空間で行われる屋外活動は必要活動、任意活動、社会活動 (表 1-4)に分けられるとし、これらが

互いに結びつき、建物のあいだのアクティビティとして街路を含む街や住宅地の共用空間を意味深く魅

力的にすると論じている。また、Peters9)は、1972 年に歩行者専用化されたミュンヘンのストリート空間を

批判し、街路では単なる「消費ポリス」とならぬように、芸術的・政治的な活動が広く許されるべきであると

指摘している。 
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表 1-3 都市研究や文献における「街路」の位置付け 

著書 学問領域 街路の位置付け 

K.リンチ：都市のイメー
ジ,岩波書店,1960 都市計画 

街路は都市のイメージアビリティに関わる 5 つのエレメントの
うち ’path ’もしくは ’edge ’に主に位置付けられ、Path を卓越し
たエレメントであるとしている。 

西村幸夫,メインストリー
トの沿道のこれからに向
けて ,季刊まちづくり ,23,
学芸出版社,2009 

都市計画 
メインストリートの景観を都市の個性、質的なイメージを生み
出す根幹として、グローバルな都市間競争に勝ち抜く重要な資
源でもあると述べている。 

B.ルドフスキー：人間のた
め の 街 路 , 鹿 島 出 版
会,1969	 

建築 
道路は自動車のためのものであるのに対し、街路は歩行者のた
めであり、立ち並ぶ建物の同伴者と位置付けている。また、舞
台としての街路として、そこでの生の芸術活動を評価している。	 	 

J.ジェイコブス：アメリカ
大都市の死と生,鹿島出版
会,1961 

社会学 
街路の歩道に焦点をあて、治安と歩道の利用度の関係性、日常
生活・組織的社会生活を支える場としての役割、子どもの遊び
場としての重要性やその自治機能を説いている。 

R.フロリダ：新クリエイテ
ィブ資本論,ダイヤモンド
社,2014 

社会学 

ある特定の用途（カフェ、劇場、書店等）やアート等の活動が
みられる、街路沿道とその前面の歩道についてストリート文化
を体験できる場とし、クリエイティブ・クラスを都市に惹き付
ける一因としている。 

阿部年晴:覚え書き・後背
地論からみたストリート,
ストリートの人類学 (下
巻 ), 国 立 民 族 学 博 物 館
81,pp465-488,2009 

人類学 

幹線道路（ロード）の発達で都市間を結ぶフローの面と効率性
が重視される結果、後背地（地域社会）のストリートにも影響
が及び、歩行者から車が主役となったことで画一化と単層化が
推し進められていること、結果として生活の場・生きる場とし
てのストリートが次第に見失われていることを指摘している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1- 5 物理的空間としてのストリートの構成と「みち空間」の機能的概念 
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 さらに国内の研究に注目すると、材野 10)は、回遊式庭園から着想を得て、移動そのもの、つまりシーク

エンスを楽しむような空間を日本的都市空間とし、ストリート空間のヒューマンスケールへの分節化（アー

バンスモールスペース）を提言している。繁華空間では商店街や界隈空間が日本独特の生活空間性と

にぎわい性を備えるとして、歩行を軸とする都市再編成の手がかりとする一方、戦災復興区画整理によ

る直線的近代街路（本研究の用語では、広幅員街路）を批判している。鳴海 11)は、ストリートを都市の‘ミ

チ的な空間 ’であり「自由空間」の一つと位置付けている。例えば、路地は近隣型自由空間であり、植栽

の配置等により住民のアイデンティティ表現の場であるとしている。岡ら12)は、徒歩交通主体の空間的有

限性をもつストリートを中心に両側の建築群が統合する単位を両側町 (street centered community)と呼

び、街路を地縁社会の日常生活の基盤として捉えた。さらに両側町がモザイク状連結し、歩行者空間の

ネットワーク化した都市葉 (数10〜100ha)となることで都市のアイデンティティを豊かにするとしている。 

 上記の研究はいずれも、ストリートが受け入れるべき利用者の日常的なアクティビティを取り上げている。

その一方で歴史的にみて、ハレの日の祭礼や催し物、市日での市場などのように、ストリート空間は地域

社会により組織的に活用されてきたと言え、こうした地域性を伴う非日常的アクティビティの舞台としても

機能していると言える。例えば、碓田ら 13)は、曳山のような伝統的祭礼の継承に、幅員と沿道の歴史的

ストックといったストリート空間の維持が影響することを明らかにしている。 

  以上からアクティビティの種類を以下の 6 項目（表 1-5）に整理し、本研究における定義を与えた。 

表 1-4 Gehl によるアクティビティの区分 

 定義 屋外環境の 
質の重要度 具体例 

必要活動 必要に迫られた活動。毎日の日課を含む。 低い 学校、仕事、買物、バスや人を待つ、
郵便 

任意活動 そうしたいという気持ちがあり、時間、天
候と場所が許すときに参加。 高い 

散歩、にぎわいを楽しむために立ち止
まる、腰掛けて日光浴をする、 
レクリエーション 

社会活動 他の人々が存在することを前提にした 
活動。 

(活動発生の 
可能性の観
点から)高い 

子供たちの遊び、挨拶、会話、コミュ
ニティ活動、眺める・耳を傾けるとい
う受け身のふれあい 

表1-5 本研究における街路上におけるアクティビティ定義 

 本研究における定義 具体例 
1.必要活動 沿道を中心とした目的地で目的を果たすための移動や 

立ち止まり 
通勤、バス待ち、荷物のある移   
動時の休憩、買物 

2.任意活動 来街者一人であっても楽しむことのできる、 
地域やストリートの景観や自然、雰囲気を感じながらの 
遊歩、運動、滞在 

散歩、まちあるき、ランニング、
写真撮影 

3.社会活動  街路上に複数の利用者が存在することによる 
コミュニケーションや出会いに基づく活動 

遊び、来待者と住民の会話、 
オープンカフェでの人間観察 

4.表現・言論 
  活動 

社会活動のうち特に、芸術的、政治的な表現・言論、 
エンターテイメントとしての意図をもった活動 

演奏、演説、大道芸、 
フラッシュモブ、パレード、募 

5.地域生活活動 社会活動のうち特に、沿道コミュニティの住民・店主等に 
よる日常的慣習としての活動 

清掃、挨拶、井戸端会議、植栽 
の世話、見回り 

6.地域文化活動 社会活動のうち特に、地域性のある祭り等の催し、地域価値 
を高める目的で新規の催しを組織的に行う事を指す 

祭、地産地消の街路市、 
打ち水、フリーマーケット 
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1.2.4 地域ガバナンスの観点 

 近年 J.Kooiman や R.A.W.Rhodes 等が主張する、公共・民間・ボランタリーセクター(NPO 等 )の様々な

アクターのネットワークから成るニュー・ガバナンス論 14)に基づいた長野  15)による定義を引用すると、「ガ

バナンス」とは“相互主義に基づく一定の共通の価値観・規範と、そこから生まれる主体間の信頼を基盤

に参加主体間で課題解決に必要な資源を交換し、同時に交渉と説得を通じて参加主体間の方向性の

決定を行い、社会的課題の解決を図っていくこと”である。 

  高齢化、中心市街地の空洞化等の社会情勢や、土地利用の構造、地域経済の状況等を反映した

都市の社会的課題は、ストリート空間に問題として顕在化しやすい。また、1.2.1 のとおり、ストリートはみ

ち空間と沿道の私有地の双方から構成されていることで、1.2.3 で示したような多様なアクティビティの場

となる点となりうる。このように、運営時には官民の多主体の利害関係が生じるストリート空間は、地域ガ

バナンスの実践の場の一つであると言える。 

 

1.2.5 ストリートの定義 

 以上の 4 つの観点から、本研究における「ストリート」は都市における通り’のうち「①空間的特徴として、

歩行者優先の「みち空間」と、商業、業務または居住用途が集積している「沿道空間」が一体的に歩行

者の利用に開かれている、②機能として、交通・移動に加えて、来街者や地域組織が主体的に導入す

る多様なアクティビティを受け入れる、③運営時の特徴として、社会情勢や都市の抱える問題が顕在化

しやすい公共空間である」とする。なお、「歩行者優先の空間」とは、歩行者専用の空間だけではなく、

歩行者数が卓越しており自動車の迂回がみられる通りや元来自動車交通が進入しにくい通り、自動車

の通行規制または速度規制によるセミモール、歩行者天国、街路中央部の緑地帯・公園整備、歩道の

拡張整備がなされた通りを指す。 

  特に「メインストリート」は都市全体の‘イメージ’を形成する象徴的なストリートと捉え、そうした象徴的

‘イメージ’については、先述した①視覚的な空間認識や景観によるもの注 )に加え、本研究では上記の定

義に基づき利用者のアクティビティの集積や体験の豊かさを重視する立場をとることとし、他のストリート

と比べて頻度・密度の高い空間利用 [③のアクティビティ項目のうち 1-5]や、都市を代表するような催し

等の空間活用 [項目のうち 6]によるものも含める。 
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1.3 マネジメントの定義 

 再び長野 15)による定義を引用すると、「マネジメント」とは“既に存在しているモノ・コトに対してはルーテ

ィン的意思決定、リスクを伴う新たなモノ・コトに対しては起業家的意思決定を行い、それらの実行に必

要な主体を目的に向けて集中させ、一定の秩序の下に活動を体系的に組織し、活動の成果を期待水

準と比較し、意思決定にフィードバックする一連の過程”である。 

 特に、都市計画学、都市経営学の分野においては「エリアマネジメント」及び「タウンマネジメント」が盛

んに用いられる。これらのマネジメントの対象と基本的な組織体制の概要を本項において整理する。 

 

1.3.1 エリアマネジメント 

 国土交通省土地・水資源局土地政策課によると「地域における良好な環境や地域の価値を維持・向

上させるための、住民・事業主・地権者等による主体的な取り組み」と定義されている16)。同省の都市地

域整備局市街地整備課は、この定義の解説として「ストックとしての市街地の質や価値を創造し、維持し、

増進する観点から、①施策・事業に向けた機運の情勢や合意形成などの初動期段階の取組み、②段

階的、連鎖的な各種事業、施策の総合的展開等の事業期段階の取組み、③整備後の市街地の適切

な運営・管理を通じた持続的な市街地の質や価値の維持向上を一体のプロセスとして展開する、として

いる17」。一方、宋はエリアマネジメントが、従来の都市計画とは根本的に異なる特徴として、①地区間「競

争」を前提とした計画理念、②地区内の多様な主体の利益となる「共益」を目指した活動目的、③官民

協働に基づく地域主体の「自治」による地域管理・運営、④経済的効果と都市活動の活性化につながる

現存空間の「利活用」の取組み、⑤地区内の多様な主体による資金と収益活動に基づく「自立」的な財

源調達を目指す点を挙げている18)。 

 

1.3.2 タウンマネジメント 

 国内では、2006 年の中心市街地活性化法改正以前の Town Management Organization(商業者、商

業活性化中心 )、改正後の中心市街地活性化協議会 (多主体 )が主導する、市町村が策定した中心市

街地活性化基本計画を中心とした都市機能の増進と経済活力の向上に関する事業の推進を指す 19), 

20)。同 様 に中 心 市 街 地 を対 象 にする、前 出 の Town Center Management とアメリカの Main Street 

Program が代表的である。 

   Town Center Management(TCM)は、サッチャー政権の規制緩和下の郊外への大型店出店を契機

とした中心市街地の商業活性化体制を指す。TCM は民間企業、行政、地権者等による多主体により、

地域に応じた形態で運営され、街路空間やオープンスペースの環境向上を含むビジネス・プランと呼ば

れる事業計画を策定する。TMC の事業効果はヘルスチェックとして定期的に確認され、関連事業への

新規投資者獲得に用いられる 21), 22)。一方、Main Street Program においては National Trust Main 

Street Center が指導的立場をとり、申請が認証された地元組織がメインストリートコミュニティとして、中
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小都市の歴史的建造物などの地域資源の保全と活用を担い、活性化をはかるものである。なお、メイン

ストリートは‘通り’としてではなく中心市街地としての概念である 23) , 24)。 

 

1.3.3 本研究におけるマネジメントの定義 

 以上より、本研究における「マネジメント」は、対象の都市空間（例えば、エリアマネジメントであれば将

来の開発動向や各組織の立地等の複合的要因から設定した ‘エリア’ 25）、タウンマネジメントでは中心

市街地全体）について計画・整備 -管理運営の一連のサイクルを対象とし、各段階において利害関係者

である多主体の活動を体系的に組織し、継続的に空間価値の維持向上を図る行為であると定義する。 
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1.4 本研究における「ストリートデザイン・マネジメント」の概念 

  1.2,1.3 に示したストリート及びマネジメントの定義から、本研究ではストリートデザインを、「みち空間」と

「沿道空間」のデザインの両軸から成るものとする(図 1-6)。さらに、以下の①マネジメントの対象、②マネ

ジメントの参加主体、③マネジメントの動機の 3 点から、本研究における「ストリートデザイン・マネジメント」

の概念を整理する。 

 

 

 

図 1-6 本研究におけるストリートデザイン・マネジメントの対象 

 

1.4.1 マネジメントの対象 

 ストリートデザインのマネジメントは、①計画・整備段階において、その後の管理運営段階を見据え、以

前よりも地域住民・来街者のアクティビティが活性化、利用度が向上することを目指すものである。その

ため、ストリートを構成する「みち空間」と「沿道空間」は互いに公共性の程度の異なる空間であるが、②

官民の垣根を超えた調整が必要となる。このようにして③新たに計画・整備されたハードと、既存のストッ

クを一体的に維持管理、コントロール、必要に応じて利活用することでストリート空間の価値を維持して

いく行為がマネジメントの管理運営段階にあたる。 

 さらに、マネジメントは④ストリート空間と、広域の土地利用や都市交通、周辺開発、地域経済・生活に

相互に影響を与え合うものであり、それらに留意する必要がある。加えて、⑤社会情勢や経済情勢の変

化に対応しながら、計画・整備—管理運営—再計画・再整備という長期的なマネジメントのサイクルを地

域主体が継承していくことで、地域の社会資本・公共空間としての、ストリート空間の質が維持向上して

いくものとする。 
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1.4.2 マネジメントに参加する地域主体 

 ストリートは、「みち空間」と「沿道空間」から成るとともに、広域計画・ネットワークの一部分であるため、

1.2.4 に示したとおり、地域の官民の多主体が利害関係者となる。これら官（行政）—民間（地域民間組

織）の関係は、60〜70 年代にみられた対立的なものから、相互に協力体制を築く方向に移行している。 

 本項では、地域主体として、自治体行政（首長、計画系行政、建設系行政）、交通管理者（警察）、道

路管理者（国・県・市などの維持系行政）、交通事業者、地域民間組織が含まれるとし、一般的なマネ

ジメントのフェーズにおける、様々な主体の役割を整理した（図 1-7）。 

 特に、地域民間組織に該当する組織は全フェーズに関わる①主導主体 :(例 )商店街や町会といった

沿道の地縁組織、公共空間の利活用・維持管理を目的としている NPO や社団法人など、と特定の過

程への参加が見込まれる②賛助主体 :(例 )ストリート周辺地域における施設開発に関わる公共交通事

業者や利活用に協力する地場企業など、に細分化される。これらの具体的な関わりや主体の種類はス

トリートによって異なり、その特徴がストリートの空間の質に反映される。 

 官民の基本的な役割分担に着目すると、計画段階では参加多主体間の合意形成と共に、必要に応

じて計画系行政による上位計画への位置づけや民間主体による沿道事業との調整が行われる。そして、

設計段階から整備段階に入るまでに資金調達方法が明確化される。整備後の管理運営段階では、交

通管理者及び道路管理者への申請・協議を経た利活用が実施される。場合によっては民間主体と管

理者間で維持管理などに関する協定を結ぶこともある。これらマネジメントの各段階は、国や自治体の

関連制度・事業・交付金を有効活用して進める場合が多い。 

 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 1-7 マネジメントに関連する官民主体の基本的役割 
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1.4.3 マネジメントの目的と動機 

  1.1、1.2 より本研究において、地域主体のストリートデザイン・マネジメントの本来的な目的は「良好な

ストリート空間」を目指すことであり、「良好なストリート空間」とは「地域組織が主体的に導入する、移動・

交通以外のアクティビティが十分に保証されている公共空間」を指すという立場をとる。 

 1.4.2 で示した地域主体がこうしたマネジメントに参加する動機として、ある通りの治安改善や沿道の競

争力向上等を目指す「範囲限定型」と、中~広域的な地域への波及効果や、福祉・環境・防災に関する

取組による地域の安心安全の実現、都市の社会的課題の解決を目指す、より高次の目的意識をもった

「ガバナンス型」があると考えられ、本研究では区別して呼ぶこととする。 

 前出 1.2.4 に示したとおり本研究が指すストリート空間は地域ガバナンスの場としての意義をもち、後者

の「ガバナンス型」の目的意識からなるものとする。その点において、 ‘エリア’内の共益を目指し、エリア

外との競争を理念としたエリアマネジメントの取組みとは、重ならない部分をもつ。また、エリアマネジメン

トでは官からの民間組織の自立性が重視され、官民協働の取組においても、民間側の担う役割に焦点

が当てられがちであるが、ストリートデザイン・マネジメントにおいては、官の担う役割についても明確化す

る必要がある。 
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1.5 ストリート論に関する既往研究 

 以上のように、本研究で新たに提示したストリートデザイン・マネジメントの概念の整理を行ったが、本

項では、従来のストリート論をレビューし、その対象と研究の方法を比較して、本論の特徴を明確化する。

ストリート及びストリートデザインはこれまで分野横断的に研究されており、マネジメント論も含めて、以下

の 5 つに区分される。 

 

1.5.1 形態論 

(1) Public Life Studies の分野から 

 ストリートを中心とした公共空間上の社会的アクティビティの観点から、ストリートの形態及び沿道建物

の用途・デザインについて、緻密な観察に基づいた研究が蓄積されている。 

 ストリート（特に歩道）の重要性を説くとともに、都市の多様性の観点から、‘混在一次用途 ’、  ‘小さな

街区 ’、 ‘新旧建物の混在 ’、 ‘人の密集 ’の４つの指標を挙げた J.Jacobs ‘The Death and Life of Great 

American Cities(1961) 26)’をはじめとして、同じく観察による分析から、人々の振舞いとストリートデザイン

の設えの関係性を明らかにした William H Whyte27)の研究が代表的である。 

 また、UC バークレー学派による研究も盛んで、Alexander は‘A Pattern Language(1977) 28)’の中で 30

万人以上の都市における中心地の重要性、そして中心地にあるものとしてメインストリートを挙げており、

理想的な幅員等を具体的に提示している。また、Appleyard は‘Livable Streets(1981) 29)’において、環

境心理学の観点から、ストリート上の交通量が地域コミュニティに与える影響を明らかにしている。 

 近年の国内の研究では、柿沼ら 30)による高齢来街者の行動特性に注目してストリート空間を評価した

研究、有馬ら 31)による商業地街路における行動誘発要素を明らかにした研究などがある。 

(2)景観の観点から 

 前出の Public Life Studies の観点も踏まえつつ、来街者や住民が快適に過ごせるような景観を創出し

ているストリートの空間構成について分析したものに、Allan Jacobs による‘Great Streets(1993) 32)’がある。

また、先述した Dover ら 7)は(1.2.1 参照 )、ストリートを断面構成によって分類し、分類に応じた構成要素

と満たすべき条件を明らかにしている。 

 国内においてはまちなみ形成・景観保全の観点からの、統一的な街路景観の創出方法や分析方法

に関する研究 33)が多くなされている。 

 

1.5.2 道路交通論 

 まず、モータリゼーションに対応するために、小学校区を１単位とした住宅地の交通計画の原則を表

現 し、地 域 コミュニティの復 権 を目 指 した C.A.Perry による近 隣 住 区 論 34) が挙 げられる。さらに、

C.Buchanan の‘Traffic in Towns(1963) 35)’（ブキャナンレポート）は地区交通における道路網の段階的

構成の方法 (幹線分散路、地区分散路、局地分散路、地先道路、居住環境地区 )について初めて科学
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的な検討を行ったもので、歩行者空間及び居住環境のあり方も提示している 36)。 

  近年は、Duany ら 37)等により、都市のコンパクトさや公共交通との接続性といったニューアーバニズム

の観点から、ストリートのネットワーク配置論が研究されている。 

 また、ストリートには、利用者、道路管理者等の多数の利害関係者が存在するため、国内の土木計画

学・交通工学分野において交通空間再配分の各主体の効用が高まるような計画方法・プロセスについ

て研究がなされている 38)。 

  

1.5.3 制度論 

(1)都市政策の観点から 

 Bain ら 39)は、土地利用計画や都市交通といった都市政策、ガイドラインやコードが、ストリートデザイン

に与える影響を整理している。 

(2)関連法制度の観点から 

 日本国内の研究では、オープンカフェ等ストリート空間の利活用について、法制度と整合性を持たせ

ながら活性化する方策についての研究が、実験結果 40)や欧米 41)との法制度比較という方法により多く

なされている。 

(3)ストリートの公共性・公共圏 (Public Realm)としてのストリートの観点から 

 当観点からの研究は、現行制度により空間構造・利用者・利用方法等が規定されたストリート空間に

ついて、実際に利用者により利用される際に、公共空間としての公共性を保持しきれているのかという問

題意識に基づくものである。そのため、形態論と同様に利用者のアクティビティを重視するが、さらに利

用者の多様性や、そうした多様性がもたらす利用者同士のコンフリクトに焦点を当てて実態を解読する、

または問題解決する目的の研究であると言える。例えば Mehta42)による近隣商店街をフィールドとした調

査による Sociable（社会性）のあるストリートに関する研究、国内では長田 43)による道空間に係る様々な

主体間のコンフリクトに着目した研究が挙げられる。 

 

1.5.4 マネジメント論 

 まず、Carmona ら 44)による研究が挙げられる。これまで計画された公共空間の状態悪化について問題

意識を抱き、イギリスを対象とした公共空間の日常的マネジメント及び利用者からの認知のされ方に関

する研究、世界 11 都市の緑地・空地のマネジメント、ロンドン及びニューヨークの象徴的なストリート・広

場空間のマネジメントを対象とした研究により、公共空間の活性化の方策と近年のマネジメントの傾向を

明らかにしている。 

 国内においては、倉知ら 45)による、歩けるストリートの実現を目指した札幌市都心部の社会実験の効

果及び実験に対する評価から、ストリート空間のマネジメントに必要なプログラムとして、官民の活動分担、

マネジメントの「阻害要素」と効果を高める「付加要素」に分けた社会実験による仮設的状況の検証に
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おける方向性把握、一体的な阻害要素の除去と付加要素の展開を挙げている。また、ニューヨークの

BID 制度 46)や、銀座、大丸有地区のように、ストリート空間を中心とした街並み形成を目指したエリアマ

ネジメントの方法とその実態を明らかにした研究 47),48)が多くみられる。 

 

1.6 おわりに 

 本章では、ストリートデザイン・マネジメントの概念を明らかにした。この概念を分析の視点として第 2〜8

章の論を進めていく。 

 本研究は、住民・来街者のアクティビティに着目するなど従来のストリート論 (前出 1.5 参照 )によって得

られた知見を参照しながらも、「良好なデザイン・マネジメント」の継続が「良好なストリート空間」を生み出

すという観点から、これまであまり注視されていなかった地域主体の計画・整備—管理運営—再計画・

再整備の長期的なサイクルから成る「ストリートデザイン・マネジメント」に着目している。    

 長期的なマネジメントにおいて重要な取組内容、マネジメントの継続による周辺地域への影響を提示

するとともに、ストリートが地域の「公共空間」としての価値を維持向上していく過程を明らかにすることで、

ストリート空間の持続可能性という観点からの新たなマネジメント論をきり拓くものである。 
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補注  

注 )こうした景観学的アプローチから、都市のイメージを分析する立場として福井 ,篠原 (2006)による「グ
レイン論」、平野 (1999)による「街並みメッセージ論」がある。  
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第２章 ストリートに関わる概念と空間の変遷 
 
2.1 はじめに 

 

2.1.1 背景 

(1)整備年代により異なるストリートの概念  

 ストリート(街路 )の概念は、交通手段の多様化、交通管理技術の発展、人々の価値観の変化と

いった時代背景によって変容してきており、また、その概念を反映するような計画思想が形成され

てきたと考えられる。国内のストリート空間、特にみち空間に注目すると、その整備年代によって空

間的特徴や利活用方法に特徴が異なる。ストリートデザインのマネジメントの観点からは、これらの

既存のストリート空間を、適切に再整備または利活用することが重要である。その際に、前述したよ

うな元来の計画思想を踏まえた方法を採ることで、現在の価値観や社会情勢、都市の抱える問題

と照らし合わせて、受け継ぐべき点と課題が明確化するとみられる。 

(2)地域の公共空間としての利活用の幅の限定  

  同時にストリートは、Oldenburg1)がサードプレイスの一つとして挙げるように、住民のコミュニティ

の希求に応える場、地域活動の場となるべき公共空間であるが、「交通空間」としての機能的概念

による位置づけの下、全国一律の制度により管理されており、地域活動のための利活用の幅を規

定してきた。 

 現在の制度は、自動車交通需要が急速に高まっていった都市の成長期に確立されている。しか

し、今後の縮退化する社会の下では、そうした需要は頭打ちとなり、地域の公共空間としての役割

がより重視されていくと考えられる。そこで、現行制度の内容が成長期の社会に対応するものであ

ったことを明らかにした上で、現在、社会動態の転換による影響に直面するマネジメント側から、そ

の見直しの方向性を提示していく意義が大きい。 

	 

2.1.2 目的	 

 以上の背景から、本章では、まずストリート空間に関連する法制度、政策及び各時代の新たな整

備・運用方法を取り入れた先駆的事例を時系列で整理することにより、各時代にみられる特徴、及

びストリート空間のマネジメント方法の発展段階を明らかにする。 次に、制度上での「街路」「広場」

「道路」の概念の変容に焦点をあて、そうした概念の下で形成された計画思想を整理する。そして、

実際に整備されたストリート空間の現況を通して、各計画思想が依っていた理念の実現度を提示

し、既存の制度の特徴と問題点を示す。 

 以上から、現在のマネジメントの課題を提示するとともに、近年の社会的課題や社会情勢の都市

空間への影響を考慮した上で、ストリートデザイン・マネジメントが満たすべき条件を明らかにする。 



 
 

 
 

24 

2.1.3 研究の方法 

 主に戦後から現在に至るストリート空間のデザイン及びマネジメントに関する取組みと関連する制

度・政策の変遷について都市計画、土木・交通及び地域商業振興分野、その他の資料調査に基

づき、社会情勢との対応関係を踏まえて年表を作成し、整理を行う。また、先駆的事例に関しては、

文献調査、現地調査、必要に応じて自治体（大分市、北九州市）に問い合わせることで、現況を

明らかにし、図面化する。 

 作成した年表及び図面を用いながら、ストリート空間のマネジメント方法の発展段階及び「街路」

「広場」「道路」の概念の変容について整理し、現在のマネジメントの課題を提示する。 

 以上から得られた知見を総括して、今後のストリートデザイン・マネジメントが満たすべき条件を明

らかにする。 

	 

2.1.4 既往研究 

 我が国のストリート空間、特にみち空間に関する制度の変遷を追った代表的な研究として、新谷

2)による、道路構造基準の変遷から 80 年代までの歩行者空間（歩道及び歩行者専用道路）の発

展段階を明らかにしたものがあり、制度上の課題として既存の一般道路を歩行者専用道路化する

場合に適する緊急車両帯の設計方法の確立、自転車と歩行者の位置づけの明確化を挙げてい

る。また越沢 3)は、街路の空間機能と街路樹の位置づけの観点から、道路構造基準の変遷を分析

し、構造令において「都市の道路」(ストリート)と「一般の道路」(ロード)の区分がなくなったことをそ

れらの軽視にあたるとし、見直すべき点として挙げている。 

 また、森田 4) 、天野 5) や杉田 6)は制度研究や事例に関する記録から、設計思想の変遷・発展

段階を詳細に明らかにしている。同様に都市空間史として事例調査により、明治〜大正期の街路

を中心としたデザイン手法について研究したものもある 7)。  

 マネジメントの観点からの研究としては、街路の維持管理方法に注目した工藤ら 8)の研究が代表

的で、戦前期の新聞記事から住民の街路樹管理への関わり方の変遷を整理し、その変遷が樹種

などの景観の変化に関わっていることを明らかにしている。 

  本研究は、街路に係る制度の変遷を整理していく上で、これらの先行研究から示唆を得る一方

で、独自の観点として地域主体による利活用方法を設けマネジメント論として結論を導出している。 
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2.2 みち空間に係る制度 
 本項では後出の 2.3 歴史的変遷の項の前置きとして、ストリート空間、特にみち空間に係る法制

度に関して概要を整理しておく。 

 

(1)道路法：道路管理、道路占用許可  

 道路法は、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め

るとともに、「道路」を一般公衆の利用に開かれており、且つ、行政が管理責任を負うものとして定

義している。歩行者空間に関しては、歩行者専用道路や自転車歩行者専用道路、露店等の継続

的な占用に関する許可に関して規定している。 

 なお、建築基準法にも「道路」の定義があり、戦前から戦時中における狭隘な道に接続する敷地

の防火等の観点から 9)、既存の沿道建築物及び個々の新規開発に接続する道を指し、 低基準

幅員 (4m)を定めていることが特徴である。 

 

(2)道路交通法：交通規制、道路使用許可  

 交通規制により歩行者空間を一定の日時で創出する方法として、頻度に従って、表 2-1 の A-C

の方法があり、これらは道路交通法に規定されている。実施例が示すとおり適応される立地が異な

る。本論文で扱う「歩行者天国 (一般通称 )」は A、「歩行者用道路」は B にあたる。また、「トランジッ

トモール」については、A もしくは B を適用 10)し、公共交通車両を進入許可することで公共交通及

び歩行者専用の空間としている。また、通常の短期間の催しによる使用は C にあたる。 

 

  表2-1 交通規制による歩行者空間創出の方法の区分 

  

    道路交通法条項 
自動車 

進入 
頻度 

立地  

【東京都での実施例】 
導入目的 

A 
公安委員会による 
「特定禁止区域（区間）」 
（第 4 条） 

緊急車両 

毎週末 
/時間帯 
規制 

 

駅周辺、 
盛り場地域の 
メインストリート 

【銀座中央通り】 

交通事故や大気
汚染など 
交通公害防止 

B 交通標識による交通規制 （第 8 条 1.,第 9 条） 
緊急車両 
許可車両 

毎日もしくは
毎週末 
/時間帯規制 

近隣商店街 
【巣鴨地蔵通り】、 
スクールゾーン、 
業務地区におけるラン
チタイムプロムナード 
【丸の内仲通り】 

交通安全、 

歩 行者の移動し

やすさ確保 

C 警察署長等による道路使用許可（第 77 条 1.4） 

緊急車両 

許可車両 

不定期、 

年に数回 

緊急時、伝統的な祭り、

地域行事の開催地地域 

【千代田区(神田祭)】 

交通問題の 

防止、 

地域活動 
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(3)道路構造令：設計  

 下記表 2-2 のような道路区分に応じて、構造の一般的技術的基準を定めている。本論文の対象

である「ストリート(街路 )」は第 4 種にあたる。 

 

表 2-2  道路構造令における道路区分	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 

 

表 2-3 「街路事業」の対象とする街路の機能 11)
	 

 1. 都市交通施設 2. 都市環境保全 3. 都市防災 

機能内容 ①	 通路機能 
② 沿道を利用するための機能 

オープンスペースと 
して住環境や景観維持 ①避難路・救援路 ②災害遮断 

	 

 4. 都市施設のための空間 5. 街区の構成と市街化の誘導 

機能内容 
①	 公共交通機関収容  
②ライフライン供給処理施設 
③信号や案内板等、その他の設置 

①	 街区の位置、規模、形状の決定 
②沿道の土地利用の高度化、面的な発展への影響 

 

道路の存する地域 地方部 

 

都市部 

 高速自動車国道及び自動車専用道路又はその他の道路の別 
高速自動車国道及び自動車専高速自動車国道及び 
自動車専用道路 第１種 第２種 

その他の道路 第３種 第４種  

図 2-1 国土交通省・都市局所轄の都市計画道路区分(朱色枠) 
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(4)都市計画法施行規則及び都市計画運用指針  

 現在も制度として「街路」の語が残っているのは、都市計画法施行規則における都市計画道路

の分類、及び自治体行政による都市計画事業としての“街路事業” 11)においてである。 

 主に既成市街地やその周辺において都市計画道路を整備する事業 (国土交通省都市局所轄 )

が“街路事業”にあたる(図 2-1)。街路事業が対象とする「街路」の機能は表 2-3 に示す通りである。 

 

(5)都市再生特別措置法：道路占用規制緩和、利活用推進 12) 

 通常、道路法上の公道の占用は、道路の敷地外に余地が無く、やむを得ない場合であるという

条件を満たし(無余地性 )、一定の基準に適合する場合に許可される。2011 年の都市再生特別措

置法改正に伴い、都市再生整備計画に位置付ける等の一定の条件の下で、賑わい創出や道路

利用者等の利便の増進に資する施設について、上記の基準を緩和できることとしている。 

 また、都市再生推進法人制度も創設され、まちづくりの新たな担い手として行政の補完的機能を

担いうる団体 (まちづくり会社、NPO 法人  、一般社団法人 (公益社団法人を含む) 、一般財団法

人 (公益財団法人を含む))が指定される。都市再生推進法人は、上記の都市再生整備計画を提

案することが可能であり、ストリートの利活用にも関わりが深い。  
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2.3 歴史的変遷 

2.3.1 変遷の区分 

 法制度や街路に関連する事業、先駆的取組みに社会情勢を対応させながら、以下の根拠より、

ストリートに関わる概念と空間の変遷を全 6 期に区分する(表 2-4)。 

 

(1)第 Ⅰ 期：戦災復興による基盤整備期[1945-52 年] 

 終戦 (1945 年 )から GHQ 統治が完了 (1952 年 )するまでの期間。1952 年は 1919 年以降街路設

計の際に準拠された街路構造令が廃止されると共に、新道路法が制定された転換の年でもある。 

(2)第 Ⅱ 期  :歩車分離試行期[1953-61 年] 

 自動車普及台数 100 万台を記録した 1953 年から、“交通戦争”の語が生まれ、交通問題が深刻

化したと言える 1961 年までのモータリゼーションが進行した期間。本期の間に、道路構造令 (1958

年 )、道路交通法 (1960 年 ) が制定されている。 

(3)第 Ⅲ 期  : 街路関連の施設普及期[1962-71 年] 

 商店街振興組合法が成立し、商業事業者主体の環境整備が位置付けられた 1962 年から、道

路法及び道路交通法が改正される 1971 年までの期間。 

(4)第 Ⅳ 期 : 歩行者専用空間拡大期 [1972-80 年] 

 道路法が規定する歩行者専用道路、道路交通法が規定する歩行者用道路について、各地で計

画運用が進んだ 1972〜1980 年の期間。 

(5)第 Ⅴ 期 :歩車共存化・高質化普及期  [1981-99 年] 

 歩車共存道路 (コミュニティ道路 )の普及につながった第 3 次交通安全施設等整備五カ年計画

(1982 年 )から公共施設の指定管理者制度が導入されはじめた 1999 年までの期間。本期の間に、

建設省を中心とした事業施策により、街路の景観整備・高質化整備が進む。 

(6)第Ⅵ期 :利活用・交通空間再配分推進期[2000 年 -]  

トランジットモールなどの交通空間再配分や、オープンカフェ等に関連する社会実験公募がなされ

はじめた 2000 年以降の期間。 



表2-4     ストリート空間の変遷

歩行者専用道路関連 景観整備関連 交通規制関連 交通空間再配分関連 道路占用・使用関連 エリアマネジメント関連

Ⅰ. 戦災復興による基盤整備期 Ⅱ. 歩車分離試行期 Ⅲ. 街路関連の施設普及期 Ⅳ. 歩行者専用空間拡大期 Ⅴ. 歩車共存化・高質化普及期 Ⅵ. 利活用・交通空間再配分推進期
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外
海
　
　
内
国 地域性の反映

しゃれた街並みづくり推進条例 (東京都)

地方自治法

道路交通取締法
▶旧内務省令を総合し
     道路法と二分、アメリカの法規参考

道路法施行令

土地収用法

革新自治体

【改】
　

道路構造令
▶アメリカのハイウェイキャパシティマニュアル参考
　

▶車線主義
　

交通安全施設等
整備事業に関する緊急措置法 ▶ガードレール、道路標識等整備

　に道路財源投入

街路構造令
▶1919年制定
　ブールヴァール、歩道の幅員確保
　

【廃止】

アーケード設置基準

▶歩道最小幅員を拡大
　

▶歩行者・自転車・公共交通の通行空間確保,「緑」空間の増大
　

【改】
　

渋谷川遊歩道化
東京：都電、トロリーバス全廃

熊本：スクランブル交差点

柏駅：ペデストリアンデッキ

大阪阿倍 野区等
ゆずり葉ゾーン、
汐見台ニュータウン：
コミュニ ティ道路
 

中心市街地活性化法
▶まちづくり三法体制、
　TMOへの自治体補助金

▶小売業中心→中心市街地へ焦点シフト
　住民、NPO含む協議会の設置を義務づけ

道路法

 都市景観形成モデル事業
シンボルロード整備事業

街なみ環境整備事業 

▶都道府 県道・市町村道が
　自治体管轄となる

美しい国づくり政策大綱(国交省)
▶緑の回廊構想、民間による公共施設管理など

地域再生推進のためのプログラム（地域再生本部）

歩行者用道路（交通規制）

　イベント、
オープンカフェ

民間活力活用

旭川：
平和通

備
整

用
占
・
物
置
設
・
計
設

理
管

制
規
通
交

道路維持修繕
５カ年計画に
関するマッカーサー覚書

旧道路法
▶1919年制定、道路は国有地
　

国土総合開発法

道路整備特別措置法

駐車場法

大阪：事実行為として「遊戯道路」

児童遊戯道路(警視庁)

▶自動車専用道路規定
　

自家用車都心 乗入れ
    賦課金構想 (運輸省)

東京都中期計画
排気ガス取締強化の通達(警視庁)

　

自動車の使用抑制通達
(建設省)

住みよい東京にするための
新総合 交通計画(マイタウン)
(警視庁推進)

▶歩行者専用道路の規定
　

旭川：交通規制
社会実験

祭への道路開放
ファミリータウン
スクールゾーン

浅草：三社祭復活
ランチタイム
プロムナード増設

生活ゾーン/TU

秋葉原：
歩行者天国再開

自治体行政主導の道路管理国主導の道路管理

インフラ投資拡大 都市計画法

一全総 東京オリンピック

歴史・自然の再評価

国鉄民営化 市町村計画マスタープラン

駅周辺再開発

都市再生特別地区制度

超高層増加日本列島改造論 地方分権一括法戦災復興 大店法 廃止

ストラスブール： 
LRT開通

商業近代化地域計画(中小企業庁)
▶駅前を中心とした商業環境整備　
　→ロータリー、アーケード整備

中小小売商業振興法
▶商店街の整備、店舗の集団化促進　
→アーケード、カラー舗装

80年代流通産業ビジョン
(通商産業省)
▶旭川市平和通がモデル

▶カナダ・大規模複合施設がモデル
90年代流通産業ビジョン

▶交通安全保持が自治体の固有事務に

▶公共施設の指定管理者制度

景観法

ふるさとの顔づくり土地区画整理事業

東京：歩行者天国縮小

▶景観行政団体による景観重要
公共施設整備・占用基準設定

EU：カーフリーデー

ＰFＩ法 ▶インフラ修繕、公共施設マネジメントに民間活用

伊勢佐木
モール化

シルバーゾーン

コミュニティゾーン形成事業
(警察庁交通局／建設省)

オランダ：ゾーン30

ブキャナンレポート　
オランダ：
ボンネルフ

横浜元町：セミモール化
全国180カ所以上で歩車共存道路整備
浜松：中心市街地交通管理計画

アメリカ：BID制度

歴みち事業 (建設省)

歌舞伎町、麻布十番
など広場を含む事業の認可 

駅前区画整理事業、
ブールヴァール等

新宿モア４番街
アオーレ長岡

福岡市屋台
基本条例

東京都：
ヘブンアーティスト

打ち水社会実験

横浜鶴見：オープンカフェ

歩行者専用道路化

▶「ベンチまたはその上屋」
　が道路の付属物に

▶「自転車駐車場」が
       道路の 付属物

【改】
▶仮設店舗の道路占用容認、場所の基準規定
　

▶自動車専用道路以外で
食事施設等占用可能に

都市再生
特別措置法 ▶都市再生推進法人、

    道路占用許可の特例

道路交通法
【廃止】

車両制限令
▶公安委員会による「特定禁止区間」
　の歩行者天国可能に

幹線道路整備 商店街による環境整備
商店街振興組合法
▶商業事業者主体の環境整備や
　共同経済事業への補助金交付

特定商業集積整備法
▶店舗等と広場等の一体的設置支援

株式会社黒壁 丸亀町再開発計画

沿道不動産コントロール 銀座 ルール
地区 計画

金沢竪町：
歩けるまちづくり協定

横浜元町：壁面線指定 金沢竪町：
建築協定道

沿

 

・ 

築
建

大丸有エリアマネジメント協会

歩車分離

東久留米：
区画整理事業による計画

間
空
ち
み

沿道セットバック

神楽坂：まちづくりの会組織

歴史的景観・路地の再評価
法善寺横丁
まちづくり

エリアマネジメント

大阪心斎橋、岡山天満屋、熊本鶴屋等：百貨店による周辺店舗活用渋谷パルコ：スペイン坂へ波及効果

大型店・企業の貢献

アダプト・プログラム ▶徳島県神山町で国道に導入

景観整備

商店街による環境整備

交通問題・交通公害対策

道路占用制度の弾力化による道路維持管理への民間活用について(国交省)

地域の活性化等に資する路上イベントに伴う
路上占有の取り扱いについて(国交省)

道を使用した地域活動円滑化の
ためのガイドライン(国交省)

道路占用制度弾力化

歩車共存

ニューヨーク：プラザプログラム

ガードレール、
横断歩道橋 増加

浅草：地下街
(現存中最古)

高架下、河川
埋立地、地下
などへの闇市
の移転

米子市：
アーケード撤去臼杵市：アーケード撤去

アーケード撤去事例の増加
北九州市魚町銀天街：
国内初全蓋式アーケード

アーケードの増加

▶歴史的町並周辺を面的に整備

川越：
歴みち事業

歩行者天国縮小
徳島、神戸、姫路等
シンボルロード整備

広幅員道路景観整備

札幌駅前通
地下歩行空間

京都四条通り：歩道拡幅決定

鳥取大丸：
太平線再生

大阪版
BID検討

札幌大通
まちづくり株式会社

日本商工会議所商業近代化委員会
▶まちづくりの概念を地域商業振興に位置づけ

復興土地区画整理事業

エリアマネジメント推進マニュアル
(国交省)

欧州文化都市政策

くらしのみちゾーン(国交省) ▶トランジット・モール
「歩いて暮らせる街づくり」(経済新生対策)

中心市街地活性化

交通まちづくり

「日覆い」設置 オープンモールの影響: 採光のデザイン

富山市：
グランドプラザ

広場創出

道路・交通計画への実験や試行の実施推奨
(道路審議会建議／都市計画中央審議会)

トランジット
モール化計画

名古屋地下街 (初の１万平米規模)

“街路の思想” 交通容量重視 歩行者の視点、環境配慮

年

全国で闇市取締露天取締り強化(警視庁)

神戸元町
高架通

公道上露天撤去指示(GHQ)
屋台の漸減方針(厚生省)

【改】
　

【改】
　

三鷹：
コミュニティゾーン

さいたま：さくら草通り

大阪中之島等：
河川沿い遊歩道増加

酒田：中通り

【改】
　

【改】

【改】
　

【改】
　

【改】 【改】

【改】
　

【改】
　

【改】
　

立地適正化
計画制度

金沢：ふらっとバス

モータリゼーション 公害問題

自動車100万台

”交通戦争”

大気汚染基本法公布▶排気ガスに対する規制

交通事故死史上最高
光化学スモッグ

交通事故10年連続減少

暴走族水俣病 四日市ぜんそく マイカーブーム 環境基本法 京都議定書

環境問題のグローバル化

成長型社会（高度成長期）GHQ統治

第1次石油危機神武景気、国産車育成 「所得倍増計画」

総人口1億人 低成長社会

昭和天皇崩御

バブル期 阪神・淡路大震災, 地下鉄  サリン事件

総人口減少 リーマン
ショック

東日本大震災ＮＰＯ法

縮退社会

日本国憲法

 ローマクラブ
「成長の限界」

大店法

丸の内仲通り：
365日歩行者天国構想
新潟：ライジングボラード

社会実験

コンパクトシティ化

社会実験公募(国交省)

長野中央通り：
歩行者優先化着工

ニコレットモール

ラインバーンモール　

長野：
交通セル計画

ストロイエモール化

道路特定財源制度

ニューヨーク、ローマでカーフリーデー
ミュンヘン、
クリチバでモール整備

第 3次交通安全施設等整備
5  カ年計画

全国総延長約617km

呉：れんが通り

▶コミュニティ道路化推進へ▶シビルミニマム
　の概念

⑫

⑱

⑬

⑱

東京：美観
商店街指定

池袋
駅前広場

東京：不用河川埋立事業

東京中野：
美観商店街に
アーケード

東京都内でアーケード普及

ソウル：清渓川再生

　36答申(東京都都市計画河川
　下水道調査特別委員会)
▶東京都市河川の暗渠化進行

東京  盛り場・
横浜 伊勢佐木町
歩行者天国

姫路：大手前通り
バス・タクシー専用化

日向市：
駅前広場

『都市計画道路の計画標準』
　(都市計画協会)

車庫法

名古屋南大津通：
歩行者天国復活

交通バリアフリー法

街路事業 開始(建設省)

居住環境整備事業
(建設省)▶面的整備へ

総合都市交通
施設整備事業  

那覇：トランジットマイル

ロードピア事業

事例10

オープンスペース・緑地
と合わせた街並み向上

北九州市：
サンロード魚町

事例03

大分
いこいの道

「商業近代化」の象徴的存在

大阪万博

万博：ストリート
ファニチャデザインの萌芽

▶立体広場の指針

渋谷
駅前広場

東海市：50m歩道(公園区域と兼用)

東京都総合設計許可要綱
歩道状公開空地の評価向上

柴又：
帝釈天参道

事例05

事例04

アメリカ：
ニューアーバニズム

事例06

OECDによる批判

①

②

③

④

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑪

⑩

⑩

⑫

⑯

⑭

⑮

⑰

事例01

事例07

事例02

事例12

事例08

事例11

事例09

⑭

⑰
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2.3.2 社会情勢との対応関係 

 次に、計画思想を含む変遷の詳細とともに、社会情勢との対応関係を記す。また、各期の代表

的な事例に関して、文献調査 13)-65)、Web 調査、現地調査、及び一部事例 (事例 04、06、09、11、

12)に関するヒアリングに基づき、概要と現況を図に記す。 

(1)第 Ⅰ 期  : 戦災復興による基盤整備期 [1945-52 年 ]  

 第 Ⅰ期においては主要都市に、戦災復興の過程で街道筋などの従来のメインストリートに加えて、

将来の自動車交通増大に備えた新しい都市軸としての広幅員街路や、盛り場の計画 (例 :新宿コ

マ劇場前広場【表 -①参照・事例 01】)、闇市の移転・店舗建設による界隈性のある通りといった特

徴の異なる空間が形成された 13),14)。 

 各地の復興計画の上位概念となった戦災復興院による復興計画基本方針 (1945 年 ) 15)は、聚落

の能率、保健、防災に主眼を置くと共に、気候・風土・慣習の特色を活かした地方都市の美観の

発揚を目標としていた。そのため、『街路計画標準 (1946 年 )』16)においても同様に、能率、保健、

防災、美観が重視され、これらの観点を踏まえ、交通結節点や重要公共施設の計画と合わせた広

場の設置、沿道建築物の様式及び規模への考慮が言及されている。    

 現在の街路事業や都市計画上の広場と言えば、設置数から見ても駅前広場が主であるが、『道

路職員必携 (1937 年 )』17)を参照すると、当時の広場の概念では前述したような公共施設に付随す

る‘市民集合の場所 ’としての中心地広場、交通安全のための街路広場、加えて、商店街の中心

且つ遊歩道としての市場広場も位置づけられていた。 

 盛り場の計画に関しては周知のように、戦前から各地での調査実績を持つ石川栄耀が、区画整

理事業や運営指導において中心的役割を果たした。石川は、西欧広場が担う市民交歓やコミュニ

ティの中心機能を、盛り場や商店街に見ていた 18)。さらに、寄稿『盛り場の手帳 (1952 年 )』19)を参

照すると、その視点は盛り場と駅との位置関係や映画館の集積度など、地域や都市規模に応じた

特徴を考慮したものであったことが明らかである。また、歩く楽しさに配慮する視座から、カーブを描

く線形や、 適な幅員 (①延長距離：大都市 1km、中小都市 500m、②歩道幅員：大都市 5m 以上、

中小都市 3~4m 程度、③歩行者用道路幅員：大都市 11~12m、中小都市 7~8m)を提示している。

また、市民の美的観念昂揚の観点からも商店街に注目し、東京都の事業として、熱意を持つ地域

を「美観商店街」として指定し、建築、道路面等の補修や広告の整理、看板、ショーウィンドウの統

一を含む項目について指導するものとした 20)。 

 一方で、前述のような街路や広場が立地する地区はまちの中心として潜在力をもつ故に，闇市の

集積が見られた。GHQ の意向や区画整理事業推進のために道路や建物疎開地の占用の取締が

強化される中，一部の闇市は共同ビルや高架下，河川の埋立地などに移転し，神戸元町高架通

やアメ横のように後に商店街として発展するものも現れた 21)【表 -②】。  
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図 2-2 旧コマ劇場前広場(事例０１)の概要と現況 

 このように本期を概観すると、街路の計画に係る制度や計画実践において、明確に広場を街路

空間の一要素と見なしている。また、市民生活の場や遊歩空間といった機能を位置付け、周辺施

設との対応関係にも留意している点が特徴である。 

 

(2)第 Ⅱ 期  :歩車分離試行期 [1953-61 年 ] 

 ところが、1950 年代半ばから本格化したモータリゼーションに対応するために制定された新道路

法 (1952 年 )を契機に、「街路」と「道路」の概念を区分し、各々に対して設けられていた構造令が、

交通容量を重視した道路構造令 (1958 年 )に一本化されていく【表 -③】。その後の改正 (1970 年 )

以降、旧構造令の「街路」にあたる通りは新構造令上第 4 種の「道路」(2.2 表—前掲 )とされ、制度

上の「街路」の語は今日の都市計画法施行規則及び都市計画運用指針の都市計画道路の区分

として引き継がれている。 

 他方で都市化の側面からは、地下への土地の立体的利用への関心が高まっており、地下街等

による歩車分離が見られるようになった。造園学分野では、都市化の負の側面として、子どもの遊

び場の変容が問題提起され、遊戯生活圏の研究が蓄積された。暫定的な措置の一つとして、地

域住民が標識や看板を管理し、定期的に「遊戯道路」とする交通規制が試行される 22)【表−④】。 

 以上、高度経済成長を迎えた第 Ⅱ 期について総括すると、物的な豊かさや復興のシンボルとな

る開発が結実する一方で、通りひいては都市環境の急激な変化に対して、平面的な道路網の計

画のみでは追いつかず、立体的・時間的な歩車分離の取り組みが始まったと言える。 
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(3)第 Ⅲ 期  : 街路関連の施設普及期 [1962-71 年 ] 

 第 Ⅲ 期は、東京オリンピック(1964 年 )や大阪万博 (1970 年 )といった国民的催しと重なる。これら

に伴い、首都高のような大規模な交通・輸送関係事業が進捗した。同時に、メタボリズム運動に代

表されるように、建築家やデザイナーが描いた未来都市像が、現実の都市空間にも影響を与えた

時期でもある。例えば、大高正人による人工土地を基盤とする都市再開発手法の提案によって、

地上の立体的利用が脚光を浴びる 23) (例：千葉県柏市柏駅前ペデストリアンデッキ【事例 02】、但

し第 Ⅳ 期に完成 )。また、万博も実験の舞台とされ、大規模イベントスペースとしての「お祭り広場」、

ストリートファニチャーやサイン計画のデザインが萌芽していく。 

 このように、技術発展を希望のあるものとして捉えていく裏側で、交通問題や公害による都市環

境の悪化が顕在化していく(例：東京都渋谷区キャットストリート【事例 03】)。問題解決を求める住

民運動が盛んになる中、革新自治体が市民との対話や、法制度の不備を補う行政指導による解

決 (要綱行政 )などの独自の政策を講じて支持を得ることとなった 24),25)。一例として、東京都中期

計画 (1968 年 ) 26),27)  【表−⑥】を挙げると、国レベルでの生存権保障，「ナショナルミニマム」を拡

張したものとして，自治体レベルにおいて 低限の市民生活基準を保障すべきという「シビルミニマ

ム」の概念を提示した点で注目された。そのうち街路環境に関わる交通政策に注目すると、国レベ

ルで促進されたガードレール等の交通安全施設整備 (緊急措置法 (1966 年 ) 【表−⑤】)に加えて、

東京都は大気汚染物質の測定値を基準とした交通規制や、全都道における歩道整備などを目標

として提示していた。  

 商業地の街路環境に焦点を当てると、伊勢湾台風 (1959 年 )被災から、名古屋市内の商店主ら

が「商店街が地域防災や安心安全なまちづくりの要となるべき」として働きかけたことを機に、商店

街振興組合法 (1962 年 )が成立している 28)【表−⑦】。第 1 期の時点で、すでに東京都の美観商店

街事業に代表されるような商店街による環境整備や百貨店による美化等の先駆的取組が見られ

たが、本期に法制度上で正式に商店街が地域環境の向上を担う組織として財源を獲得することと

なった。これにより、今日商業地に見られるアーケードやカラー舗装、街路灯が、一般公衆の利便

を図る施設として全国的に広まったのである。実際にこうした環境整備が 

なされる目的は“ヨコのデパート”として百貨店と対抗もしくは共生する術としての意味合いが強く、

流行を追う動きにより，全国に画一的な空間構成が広まったとも捉えられるが，地域商業振興にま

ちづくりの概念が位置付けられた点で意義は大きかった。 
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      図 2-3 国内初の柏駅ペデストリアンデッキ及び接続街路(事例０2)の概要と現況 

 

     図 2-4 河川環境悪化に伴い暗渠化されたキャットストリート(事例０3)の概要と現況 
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(4)第 Ⅳ 期 : 歩行者専用空間拡大期 [1972-80 年 ] 

 第 Ⅳ 期においては、第 Ⅲ 期に力をつけた革新自治体及び商店街が商業・業務地区のメインスト

リートの環境改善に関わり、自治体の先駆的実践を支援する形で道路法や道路交通法が改正さ

れることとなった。 

 代表事例として、旭川市平和通 (歩行者専用道路 ) 【表−⑧、事例 04】や東京都心部の歩行者

天国が挙げられる。これらは革新自治体の首長が重要政策として ‘人間中心 ’‘広場と青空 ’の都市

像を提示し、商店街や町会といった地元民間組織を巻き込むこと、そして、社会実験的手法で市

民の賛同を得ることで実現に至った。また、東京都では警視庁が地区特性に応じて規制方法を多

様化 (例：スクールゾーン等 )しており、本期において交通管理者の果たす役割も同じく大きかったと

言える【表−⑨】。 

 歩行者空間創出の目的は、あくまで歩行者交通の安全確保、大気汚染の緩和や慣習的な行事

利用などが原則で、沿道商店街や交通管理者は来街者のアクティビティをパトロールで取り締まっ

ていた。しかし、当時の報道記事をたどると、銀ブラ復活に始まり、商店街による休憩場所設置やイ

ベント等が話題となったことは明らかで、アクティビティが多様化した「広場」性の高い空間であった

と言える 29)。 

同時期の渋谷に焦点をあてると、ファッションビル PARCO の出店 (1972 年 )に伴い、周辺の街

路は「公園通り」や「スペイン坂」と改称され、それらの通り名が浸透して通りのイメージを形成してき

た。沿道の商店街は現在も継続的にそのイメージに沿って環境整備や地区計画検討を行ってい 

 
                            図 2-5 旭川市平和通(事例０4)の概要と現況 
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る 30)。また、同社のマーケティング部門のパルコ・アクロス編集室による考現学的観測がなされる 31)

など、本期には「ストリート」に流行が見出され発信されることで、来街者の消費空間や自己表現の

舞台としての意味合いを一段と強めていったと言える。 

 

(5)第 Ⅴ 期 :歩車共存化・高質化普及期  [1981-99 年 ] 

 第 Ⅳ 期に歩行者空間の拡大が見られたとはいえ、乗用車生産台数の世界一記録や、自己演出

や余暇満喫のための若者のマイカー保有傾向の高まりにみられるように、時間的・経済的余裕を

背景として、第 Ⅴ 期には自動車と共に過ごすライフスタイルが成熟していった 32),33)。そうした情勢

の中、本期では歩行者と自動車を対立関係とするのではなく、歩行者の安全と自動車の利便性を

両立する歩車共存化が新たな傾向として現れた。大阪府阿倍野区や，宮城県汐見台ニュータウン

などの住宅地を皮切りに，オランダのボンネルフなどを参考にしたコミュニティ道路が考案され、交

通円滑化重視の道路法及び道路交通法の下で、交通静穏化手法を取り入れた点が画期的とさ

れた 33)-37)。同様の手法で、比較的幅員の小さい商店街がセミモール化 (例 :横浜市元町商店街

【事例 05】)する事例がみられるようになり、都心部の街路環境にも影響を与えたといえる。こうした

歩車共存化の動きは、第  3 次交通安全施設等整備 5 カ年計画への位置付けや建設省等による

事業化により全国に急速に広まった【表−⑩】また、交通静穏化のためのハンプやシケインなどの交

通速度制限のための、技術的発展が進んだ。 

  対照的に、第 Ⅳ 期に広く採用された歩行者天国は近隣での渋滞発生などを理由に全国的に

中止されていく【表−⑪】。また、歩行者専用道路についても、遊歩道，ニュータウン内の街路など

で暫く整備が進んだが，既成市街地における導入上の制約や，住宅団地内の駐車場需要拡大に

よる自動車動線の必要性といった複数の要因から、整備数は停滞した。 

 本 期 のもう一 つの傾 向 を端 的 に示 すキーワードは、イギリス都 市 計 画 を源 流 とした「アメニティ

(Amenity)」であろう。アメニティの概念から派生して自然、緑、文化、歴史性等が環境庁や建設

省の事業コンセプトに多用された。建設省の事業としては、例えばシンボルロード事業、歴史的地

区環境整備街路事業（歴みち事業）(例 :川越市一番街商店街【事例 06】)、タウンスクエア事業、

地域住宅計画 (HOPE 計画 )が挙げられる【表−⑫】。こうした事業を用いつつ、行政と、60~70 年

代の阻止 /要求型とは異なる住民の自立的なまちづくり運動とが協調しながら、地域資源として潜

在力のある既存の道を見出し、歩行者環境と沿道建築物・周辺環境とを一体的にみてグレードア

ップを試みた 38),39)。その結果、祭祀・イベントに配慮した断面構成への転換、歴史的地区の都市

計画道路廃止・見直し、広幅員街路への彫刻等のモニュメント配置等々が各都市で実施され、そ

の後のアーバン・ツーリズム(都市観光 )の資源の一つになっていった。 
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図 2-6 横浜市元町商店街(事例０5)の概要と現況  

 

              図 2-7 川越市中心部商店街(事例０6)の概要と現況  
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(6)第 Ⅵ 期 :利活用・交通空間再配分推進期 [2000 年 -] 

 第 Ⅵ 期に入ると、都市再生、高齢化や環境問題への問題意識などから自動車利用を抑制すべ

きという認 識 が共 有 され、歩 行 者 空 間 を積 極 的 に拡 大 する取 組 みが増 加 した。その一 因 として

80~90 年代に都市の ‘歩きやすさ’‘コンパクト化 ’を掲げたニューアーバニズムやイギリス・アーバンビ

レッジ等の計画論が、世界的潮流として定着したことが挙げられよう。また、ライフスタイルにおいて

もスローライフやロハスといった語の流行、まちあるき・ウォーキングブームに代表されるように、「歩く」

ことへの回帰が顕著である。浜松，金沢や那覇など自治体の，公共交通利用促進と歩行者空間を

連携させる自治体レベル“歩いて暮らせる” まちづくりの実践が脚光を浴びる【事例 07、08】ととも

に、国の制度上でも、道路構造令 (2001 年 )が改正され、歩行者・自転車・公共交通の通行空間と

緑空間の確保が位置付けられた 40)【表−⑬】。 

  中心市街地活性化を進める地方都市では、こうした時流を反映するように、姫路市大手前通り、

長岡市アオーレ長岡、大分いこいの道周辺のように街路に隣接した広場的・公園的なゆとりのある

空間の整備が相次ぐ【表−⑭、事例 09-11】。一方，商店街の空洞化が進む地域では，老朽化した

アーケードを撤去しオープンモール化するなどハードを身軽に転換する試み(例 :北九州市サンロ

ード魚町商店街の計画【表−⑮、事例 12】)がみられる 41)。 

 

 

              図 2-8 金沢市竪町商店街 (事例０7)の概要と現況 
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 また、本期の大きな特徴として、そうした歩行者空間の日常的な有効活用が推進されていること

が挙げられる。活用の主体として，公共サービスへの民活を促す行政改革の流れから，民間組織

による取組みが活発化した 42)。 

 例えば、開発圧力の強い大都市では，駅ビルやデベロッパーによる複合施設開発が広範囲化・

連鎖化している。そうした背景から事業主や地権者によって開発の効果を高める手段として(例 :東

京都大丸有地区 )，逆に近隣で進む大規模開発に危機感を抱く地域では，街並や活力を維持す

る手段として(例 :東京都銀座，福岡市天神 )，メインストリートや公開空地の再整備または利活用推

進を，エリアマネジメントの概念の下，実施している【表−⑯】43)。 

 また、長年インフォーマルなものとして積極的に認められてこなかった屋台やパフォーマンスなど

による公道の使用・占用に対し、公益性や文化的価値を付与すると共にライセンス制や実施主体

の組合組織化により綿密な管理が及ぶように制度化する自治体が現れた(例 :福岡市屋台基本条

例，東京都ヘブンアーティスト制度 ) 44)-47)。更に 2011 年以降，都市再生整備推進法人に認定さ

れた団体は，維持管理とオープンカフェやイベントなどの利活用を，より包括的に推し進める権限

が付与された【表−⑰】。活用や維持管理に参加する主体は多様化しており、地権者、事業主、商

店街、まちづくり会社、その他まちづくりやアート活動を目的とする NPO 及び市民団体などが相互

に協力している。 

 
                           図 2-9 那覇市国際通り(事例０8)の概要と現況 
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              図 2-10 姫路市大手前通り(事例０9)の概要と現況  

 
          図 2-11 長岡市アオーレ長岡及び大手通(事例 10)の概要と現況  
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               図 2-12 大分市いこいの道 (事例 11)の概要と現況  

 

 

              図 2-13 北九州市サンロード魚町(事例 12)の概要と現況  
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 上述のとおり、交通空間の再配分と、多主体による整備された空間の管理運営段階への持続的

参加の必要性が高まった本期では、国レベルで交通行政に委ねられがちであった計画段階への

住民参加・合意形成手法としての社会実験が推奨された【表−⑱】48),49)。 

 さらに、2000 年代以降の特徴として情報化技術やオートメーション技術の進化により、交通分野

においてもそうした技術の応用が進んだ。ストリート空間に関連の深い事例として、新潟市・ふるま

ちモール 6 で効果を実証する社会実験（2013 年）が行われたライジングボラードが挙げられる。ライ

ジングボラードは、時間帯や許可車両進入時に合わせて自動的に昇降するものである。こうした技

術的発展によりストリートの利活用についても、ストリートの空間的特徴に応じてきめ細かい運用が

可能になるとされている。また、歩行者に対しても、ルート案内や段差などの危険個所の即時的情

報提供によって移動快適性を高めることができるなど、今後の技術進化に伴い、空間のマネジメン

ト方法はよりきめ細やかに行えるようになる可能性が高い。こうした新規技術を制度上に位置づけ

て行くためにも、上述の社会実験手法は大きな役割を果たしていくと考えられる。 

 

2.3.3 ストリート空間のマネジメント方法の発展段階 

 以上より、第Ⅰ〜Ⅲ期の戦後〜高度経済成長期にかけて、ストリートに係るインフラ整備や交通

管理技術導入が進み、第Ⅳ期以降は成長期に整備したインフラを再整備や利活用していく段階

に移行してきたと言える。特に都市軸として機能する広幅員街路（戦前〜第Ⅰ期に整備、第Ⅴ、Ⅵ

期に再整備）や商店街の中心道路（戦前〜第Ⅰ期に整備、第Ⅲ期に施設整備、第Ⅳ、Ⅴ期に歩

行者空間拡大、第Ⅵ期に利活用推進）などについては、再整備の段階を複数回経ているものが

多く、時代性を反映した空間の質への転換がなされてきたとみられる。 

 第Ⅵ期以降は、①民間活力活用が推進され、ストリートをはじめとする公共空間の管理運営に関

わる組織体が多様化した。また、商業近代化事業や交通安全施設整備に係る事業（第Ⅲ期）など

に代表されるような成長期型の、全国レベルの質に向上させるという方法から、②商圏等の地域・

都市間の格差が大きくなる中で都市規模やストリートの身の丈にあった方策を選ぶ方向性が採ら

れている。 

 今後の展開として、①条例広場、公開空地など沿道オープンスペースや緑地での賑わい創出に

力がいれられはじめた点、②みち空間上での歩行者空間改善に関する技術的発展がさらに見込

まれる点より、制度的なハードルがクリアできれば、沿道とみち空間を一体的にみたストリートの利

活用の幅が更に広がる可能性もある。 
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2.4 「街路」、「広場」、「道路」の概念 

 以上のようにストリートに関わる概念と空間に関して変遷を追うと、各期において制度・事業上で

の「街路」、「広場」、「道路」の語が示す概念が移り変わってきており、それらがストリートの計画思

想、つまりストリートの整備及びその後運用の方法に影響を与えてきたと見られる。本項では、各期

の「街路」、「広場」、「道路」の概念の変遷と各概念の下にあった計画思想の実現度について、明

らかにする。具体的には、①ストリート空間の質に大きく影響した法規・制度、②各期の概念に基づ

いて計画されたストリート空間及び広場空間の特徴、③そうした空間を計画する際に理念として掲

げられたキーワード、さらに前稿に挙げた事例及び追加文献調査 50)-52)に基づき④各期に完成し

た空間の現況の観点から、図 2-15 に整理した。なお、第 Ⅰ 期以前に関しても制度的背景を明確に

するために考察の対象とする。 

(1)近代以前  

 近代制度に移行するまで、みち空間は概念の区分がなく、通行空間に加えて、床店 (当時の屋

台 )や市等の仮設占用及び立ち止まり空間といった広場的な利用がなされていた。そうした利用は、

特に社寺の敷地や、広小路（火除地）や橋詰めといった河川・橋梁に面する空間においてみられ

た。しかしこれらは、明治 5 年の地券交付に伴い、取り締まられることとなる。 

 

(2)旧構造令による「街路」と「道路」の区分  

 2.3 でも一部触れたが、旧道路法に基づく内務省令として制定された「街路構造令」は、都市部

のみち空間の計画基準であり、「街路」に「広場」の概念を含める一方、「道路」と区分している。そ

れにより、関東大震災からの帝都復興においては、辻広場や橋詰広場などの小規模の広場が広

幅員街路と一体的に計画・整備されている。第 Ⅰ 期まではこの区分に基づく計画がなされてきた。 

 このように、新規に整備された街路は緑地帯や広場の配置で歩行者にゆとりのある空間構成をと

った。他方で、みち空間が都市施設・供給処理施設設置の場としても意義を増す中、地域の祭祀

の場となってきた近世由来の空間においては電燈・電線類の増加により、従来の利活用方法が制

限されるようになった。 

 

(3)新道路法制定以降の「道路」概念の拡大と「広場」の分離  

 新道路法・新道路構造令制定以降は、「道路」の概念が「街路」を取り込むように拡大した。さら

に、新道路構造令条文の中には、「広場」の記述は「駅前広場」に留まり、「広場」が明確に規定さ

れるのは都市計画法上（交通広場または公共空地として）に留まり、「街路」と「広場」が制度上切り

離されたと言える。 

 それ以前に整備された街路と一体的な小広場も、みち空間の中央にアイランド状に設けられてき

たことで、「道路」上の空地とみなされるようになり、事例０１が示すように本来設計者が意図した歩
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行者中心の利用は衰えていった。図 2-15 に示すとおり、街路上の施設が増加していくことで、横断

等の自由な移動が制限される反面、立体移動が可能になるなど歩行者動線にも影響を与えた。 

 

(4)道路法・道路交通法改正以降の「街路」の「広場」的利活用  

 (3)に示したとおり、「街路」と「広場」が制度上分離されたが、2.3.2 に示したような第 Ⅳ 期の自治

体レベルの試行から、道路交通法・道路交通法が改正され、リニアな街路そのものを歩行者に解

放することで通行以外の「広場」的な利用が自然発生した。 

 続く第 Ⅴ 期では、国レベルにおいて補助事業を創設することで、政策的に地域文化を反映した

景観整備と利活用を支援し、道路使用許可を伴う催しの円滑化・大規模化に寄与するストリート空

間の整備が進んだ。こうした背景から完成した事例 06、09、11 の現況からは、そうした年に数回の

大規模な催しの場であることに留まらず、日常的な来街者の利用度向上に対応するような今後の

改善が求められていることが示唆される。その一方で、事例 04、07 といった商業地に着目すると、

日常的な来街者のための歩行者空間の整備・維持管理に長年取り組んできているにも関わらず、

沿道店舗の空洞化がみられる。 

 

(5)道路構造令及び都市再生特別措置法改正以降の「広場」機能を持ち得る空間の多様化  

 歩行者に配慮した環境を創出する取組みが積み重ねられた結果、「安全に歩ける」ストリートは量

的に確保されてきた。近年は高齢社会化や中心市街地の衰退など、社会情勢の変化から、「街路」

の日常的な「広場」的利活用のニーズが高まるが、①制度上「街路」は「道路」の一部で、第一義が

交通の円滑化である上、②通行以外のアクティビティを受け入れるポテンシャルをもった「広場」の

概念とも分離していることから、利活用推進には限界がある。 

 そうした中、第 Ⅵ 期に入ると、道路構造令及び及び都市再生特別措置法改正に基づき、「道路」

の概念下において、歩行者や公共交通のための空間再配分や継続的な占用活用の意義が根拠

付けられるとともに、国交省の社会実験事業による支援がなされた。しかし、例えばトランジットモー

ルについては、事例 08 のように以前から歩行者天国等の交通規制を行ってきた事例を除いては、

あまり実現に至っていない 49)。 

 こうして、結果的には街路上よりも柔軟な利活用が可能な条例広場を新たに設置する自治体が

増加しつつある。さらに第 Ⅴ 期以降、増加した公開空地や沿道に発生した空き地の活用など、他

にも「広場」機能を持たせ得る沿道空間の種類は増えている。街路とこうした新規の広場的空間は、

利活用で連携することもあるが、空間計画としては各々自己完結的である。 
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【広幅員街路】自動車交通が増加した際に , 植栽
帯が撤去されるなど、「道路」空間に近くなっ
たものも多い .
 一方で , 元々広い植栽帯が採られ ,
植栽管理が充実している街路は , 第Ⅵ期にイベ
ント活用の場としても機能 .

【広場】道路法改正後 , 道路上空地とみなされ ,
駐車が多くなった . 第Ⅴ期以降 ,
再整備する事例もみられる ( 事例 01).

【アーケード】都心商業が比較的賑わう地域再整
備を行う傾向にあるが , 空洞化が進む地域は撤
去する事例が増加しつつある ( 事例 12).
【歩道橋】老朽化が進み , 撤去検討がなされる事
例が増加しつつある .

【地下通行空間】公共交通結節点に位置する場合 ,
新規整備や再整備が進む .
【暗渠化による遊歩道・緑道】
カーブや起伏 , 比較的小さな幅員を活かしたま
ちなみ形成 ( 事例 02)
【歩行者専用道路・歩行者用道路】
商店街の中心道路の場合 , 再整備や地道なイベ
ント実施などが行われていても沿道の空洞化が
進む ( 事例 04,07)
【歩行者天国】第Ⅵ期に再開する傾向 .

【広幅員道路】イベントのため , 分離帯や植栽帯
を取り払う傾向にあったが , さらに第Ⅵ期に歩行
者空間を拡大する事例が出てきた ( 事例 09,11)
【まちかど小広場】面積や空間構成が活用に向か
ず , 利用者確保や維持管理面に問題有 .
【歴史的地区】交通規制導入に課題 ( 事例 06)

【オープンカフェ・トランジットモール】
社会実験から実施に至った事例は少ない .
それ以前から歩行者空間の改善に取り組む , また
は議論がなされた都市で実現している ( 事例 08).

【条例広場】交通機能を考慮しないでよいため ,
街路空間よりも柔軟なイベントが可能 ( 事例 10).
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図2-14     「街路」「広場」「道路」の概念の変遷
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2.5 マネジメントの課題とマネジメントが満たすべき条件 

 2.4 では、概念の変遷とこれまでの計画思想の実現度について整理した。得られた知見から、マ

ネジメントの課題と今後のマネジメントが満たすべき条件を整理する。 

(1)現況の課題  

①制度と利用者ニーズのギャップ 

 制度上では、現況のストリート空間は「道路」として位置付けられ、さらに歩行者が留まることを是

とするような「広場」としての機能が除かれており、歩行者を一意的に交通流の一部とみなしている。

しかし、利用者の立場からは、「憩う」「表現する」「体験する」「遊歩する」「滞在する」といった多様

でスローなアクティビティの受け入れ、地域文化的機能の内包、誰のためにどう利活用するかという

具体的な歩行者像の考慮が不可欠となっている。つまり、制度とのギャップを抱えたまま、マネジメ

ントの管理運営段階において高度な運営が必要となる段階に移行している。 

 

②交通空間再配分実現への継続的取組み 

 ①で示したようなスローなアクティビティ、地域文化的機能を内包する可能性のある場として、道

路構造令及び都市再生特別措置法改正により、空間再配分や、トランジットモールやオープンカ

フェのような占用により、創出された通行空間・滞在空間が挙げられる。しかし、これらについて実

現に至る事例は未だ少ない。実現した事例に着目すると、長年にわたる歩行者天国の実施や、歩

道拡幅整備が過去になされているなど、関係主体間で歩行者空間拡大に関する合意形成が既に

とれている場合が多い。 

  つまり、道路管理者・交通管理者・沿道の複数の利害関係者の合意形成が必要となる交通空

間再配分については、強力な調整力が発揮されない限り、短期的取組みで実現することは難しく、

継続的に歩行者空間を地域資源として価値づける期間が必要であると考えられる。そのため、マネ

ジメントにおいて交通空間再配分を計画する際には中長期的な戦略が必要になるとみられる。 

 

③不明瞭な長期的マネジメント効果  

 前述したように、商業地の中心街路では他のストリートに比べて環境整備を重ねて行っていく傾

向にあり、それによる整備直後の短期的効果としての沿道店舗の売上げ上昇や地価上昇等も期

待される。しかし、長年にわたり地道にストリートのハードウェアの改善を重ねていく方法をとってい

ても、沿道や周辺地域において空洞化がみられる場合がある。従って、上記のような経済的な指標

だけでは、ストリート空間のマネジメントを長期的に継続することによる効果が不明瞭である。 
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(2)ストリートデザイン・マネジメントの満たすべき条件  

 以上で整理した課題と、国内における今後の①地方小都市の縮退化と、②大都市における開発

の集中・大規模化、③都市の集約化の必要性の高まりを想定して、これらの将来的動向を踏まえ

たストリートデザイン・マネジメントが満たすべき条件として以下の 3 点を挙げる。 

 

①	 みち空間の地域活動に対する意義の再定義  

 上記した小都市の縮退化、大都市での大規模開発集中はいずれも、私的 /半公共的のオープン

スペース・空地の増加をもたらすとみられ、それらの空間の質によってはアクティビティ密度低下が

起き、ストリート全体の賑わい及び景観的魅力の低下につながる恐れがある。また、2.4(5)に示した

現況のみち空間と沿道の利活用に関する特徴や本項 (1)①、②にも着目すると、今後はみち空間

よりも沿道空地利活用が優先されていく可能性がある。 

 そのため、みち空間が地域活動において果たす意義を再定義し、それに応じて、一体的な管理

運営の下、沿道オープンスペース・空地と機能分担していくことが必要である。 

 

②	 自治体行政による交通空間再配分の方針提示  

都市の集約化の必要性が高まる中で、ストリートにおける交通空間再配分は必要不可欠である。

その一方で、本項 (1)②より、交通空間再配分は多主体間の合意形成に対して強い調整力が働か

ない限り、中長期にわたる取組みが必要になると考えられる。集約化による受益が大きい点、都市

交通や土地利用計画との協調の観点からも、自治体行政が重要街路を中心に交通空間再配分

の方針を示す意義は大きいと考えられる。こうした方針提示が、多主体間における実現性を踏まえ

た議論の契機ともなるとみられる。 

 

③	 長期的にみたマネジメントの評価指標の多様化  

 本項 (1)③に示したとおり、特に商業地ストリートのマネジメントにおいて、マネジメントを長期的に

行って行くと、経済情勢などの変化から地域商業自体が影響を受けやすく、経済的な指標だけで

はマネジメントの成否が不明瞭になりやすい。特に、縮退化する都市においては、そういった傾向

が顕著になると考えられる。よって、地域経済に加えて、地域社会にもたらす効果を考慮する等、

評価指標を多様化する必要がある。  
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2.6 おわりに 

 本章では日本国内のストリート空間に関連する法制度、政策及び各時代の新たな整備・運用方

法を取り入れてきた先駆的事例を時系列に整理し、全 6 期に区分することで、ストリート空間のマネ

ジメント方法の発展段階、交通関連制度上における「街路」、「広場」、「道路」の概念の変容を明ら

かにした。その結果を総括すると、以下の通りである。 

 

(1) 都市の成長期 (第 Ⅰ〜Ⅲ 期 :1945 年〜1971 年 ) 

 戦前までの「街路」と「道路」の区分、街路と一体的な「広場」の計画思想を明確化していた法制

度から、急速なモータリゼーション進展へ対応するために「道路」の概念が「街路」を取り込むように

拡大し、自動車を中心とした交通流の円滑化を目指した法制度への転換がなされた。そうした道

路構造の転換で対応しきれない交通問題に対し、交通安全施設による歩車分離やアーケード等

の利便施設の普及が進められた。 

 

(2) 都市の低成長期 (第 Ⅳ〜Ⅴ 期 :1972 年〜1999 年 ) 

 成長期型の自動車中心の道路・幹線街路整備手法及び交通管理方法に起因する、都市交通

問題、環境問題が顕著になり、歩行者主体の通行空間を確保するための制度改正がなされた。そ

れによって商店街中心街路や広幅員街路が歩行者に解放されることで、通行以外の「広場」的な

利用が自然発生した。その後、上述したような問題は収束に向かうが、OECD による批判や歴史的

地区の保全といった複合的要因から、国レベルで「アメニティ」をキーワードとした、地域文化活動

の啓蒙を狙いとした美観向上、催事の円滑化・大規模化を可能とするみち空間の高質化の支援

が進んだ。 

 

(3) 都市の縮退期（第 Ⅵ 期：2000 年〜） 

 歩行者や公共交通のための空間再配分や、民間組織による継続的な占用活用の意義が制度

的に根拠づけられ、日常的な地域の賑わいを創出する空間としてのストリートの役割に焦点が当て

られた時期である。 

 本期は①民間活力活用によりストリートの管理運営に関わる組織体が多様化するとともに、成長

期型の全国レベルの空間の質に向上させるという方法から、②地方都市における中心市街地の空

洞化への対応、大都市におけるグローバルな都市間競争への対処の必要性といった、都市によっ

て異なる現況に応じた方策を選ぶ方向性に転換している。 

 今後は沿道オープンスペース・緑地増加や、歩行者空間改善のための技術発展などにより、制

度的なハードルがクリアできれば沿道とみち空間を一体的にみたストリート空間の利活用の幅が更

に広がる可能性もある。しかし、現状の道路法・道路交通法上では、上記 (1)に示した成長期にお
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ける改正以来、「街路」と「広場」の概念が分離されており、結果的には、みち空間上よりも民間によ

る柔軟な利活用が可能な条例広場を新たに設置する自治体が増加しつつある。現在、みち空間

とこうした新規の広場的空間は、利活用で連携することもあるが、計画としては各々自己完結的で

ある。 

  

 さらに以上の結果に基づき、ストリート空間の課題として①制度と利用者ニーズのギャップ、② 交

通空間再配分実現への継続的取組み、③不明瞭な長期的マネジメント効果を提示した。 

 後に、今後の地方小都市の縮退化と、大都市における開発の集中・大規模化、都市の集約

化の必要性の高まりを将来的動向として踏まえた上で「ストリートデザイン・マネジメント」が満たすべ

き条件として①沿道オープンスペース増加が予測される中での、みち空間の地域活動に対する意

義の再定義、②自治体にとって都市の集約化の必要性が高まる中での、自治体行政による交通

空間再配分の方針提示、③長期的にみたマネジメントの評価指標の多様化、の 3 点を提示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

47 

参考文献/URL(本文)	 

1)Ray Oldenburg：サードプレイス- コミュニティの核になる「とびきり居心地よい場所」, みすず書房 ,2013 

2) 新 谷 洋 二 ： わ が 国 に お け 歩 行 者 道 路 の 歴 史  道 路 構 造 基 準 の 変 遷 か ら み た 考 察 ,IATTS 

Review,7,4,pp.224-234,1981 

3) 越沢明：都市計画における並木道と街路樹の思想 ,IATTS Review,22,1,pp.13-23,1996 

4)森田綽之 :『道路構造令の解説と運用』にみる日本の道路計画・設計思想の変遷 , 土木学会論文集 D3

（土木計画学）,67,3, pp.203-216, 2011 

5) 天野光一：近代街路の景観計画・設計思想発展史に関する研究  : 帝都復興から戦災復興を対象に ,

東京大学工学系研究科土木工学専攻博士論文 ,1992 

6)杉田早苗：市区改正期から戦災復興期まで(1880〜1940 年代 )の街路計画標準とその背景思想の変遷に

関する研究 , ランドスケープ研究 ,67,5, pp.629-632, 2004 

7)松浦  健治郎  , 巌佐  朋広  , 二之湯  裕久  , 浦山  益郎   官庁街の変遷と都市デザイン手法に関する

研究  その 14 : 主要街路との関係からみた明治・大正期における官庁街の都市デザイン手法  : 道県庁

所 在 都 市 39 を対 象 として , 日 本 建 築 学 会 学 術 講 演 梗 概 集 , F-1, 都 市 計 画 , 建 築 経 済 ・住 宅 問 題 , 

pp.207-208, 2006 

8) 工藤  豊 , 下村  彰男 , 小野  良平 :戦前期の新聞記事にみる都市住民と街路樹との関わりの変遷に関

する研究 , ランドスケープ研究 , 71, 5,pp.769-772, 2008 

9) 橋本幸曜『建築法規 低道路幅員規定における 4m 既定の由来に関する研究』東京大学都市工学専

攻  2004 年度修士論文梗概  

10)国土交通省 LRT 等利用促進施策検討委員会「歩行者と路面電車の空間整備について ~トランジットモ

ールの導入に向けて」（https://www.mlit.go.jp/common/001040147.pdf） 終閲覧 2015/06/01 

11)国 土 交 通 省 都 市 ・地 方 整 備 局 街 路 交 通 施 設 課 :街 路 交 通 事 業 事 務 必 携 ,社 団 法 人 日 本 交 通 計 画 協

会 ,2010 

12)国土交通省 Web ページ「官民連携のまちづくり（都市再生整備計画を活用したまちづくり）」

(http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000047.html) 終閲覧 2015/06/01 

13) 中島直人 ,野原卓 ,中島伸 :東京都区部の戦災復興区画整理地区の景観特性の把握 -一般市街地での

住環境向上施策としての景観計画立案に向けて,住宅総合研究財団研究論文集  ,35,pp.71-82,2008 

14) 橋下健二 ,初田香成 :盛り場はヤミ市から生まれた,青弓社 ,2013 

15) 戦災復興院計画課：特別都市計画関係法規集 , 財団法人都市計画協会 ,1946 

16)選良社 : 道路法並関係法令 , 選良社 ,1921 

17)道路改良会：道路職員必携 ,1937 

18)中島直人 ,西成典久 , 初田香成 , 佐野浩祥 , 津々見崇 :都市計画家石川栄燿 -都市探求の軌跡 ,鹿島出

版会 ,2009 

19)石川栄耀 :盛り場の手帳 ,Hotel Review,日本ホテル協会 , pp.4-6,1952 

20)東京都例規集データベース「東京都美観商店街指定」

(www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10111921.html) 終閲覧 2015/06/01 

21)阿 保 雅 行 ,宇 土 正 彦 :遊 戯 道 路 に関 する市 考 察 -管 理 学 的 研 究 , 日 本 体 育 学 会 大 会 号  ,23, p.491, 

1972 

22)野村瑠衣 : 坂出市における人工土地方式による再開発計画 , 高知工科大学工学部論文 ,2010 

23)島恭彥 : 講座現代日本の都市問題 : 都市計画と町づくり, 汐文社 , 1970 

24)全国革新市長会 , 地方自治センター, 「資料・革新自治体」刊行委員会 :資料・(9)革新自治体 , 日本評

論社 , 1990 

25) 東京都 :東京都中期計画 1971 年−いかにしてシビル・ミニマムに到達するか-,1972 



 
 

 
 

48 

26)谷本圭志 , 森山昌幸 : 公共交通サービスのミニマム水準の検討のための一考察−生活環境への認知的

な適応に着目した導出手法−,運輸政策研究 , 12,1,pp.2-10,2009 

27)愛知県「あいちの商店街～23 の商店街が行う活性化への取組～」

(http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000070/70241/31_32.pdf) 終閲覧 2015/06/01 

28) MIURA,Shino, DEGUCHI,Atsushi: Management System and Transition of Vehicle-Free Streets in 

Tokyo,Proceedings of The 12th International Congress of Asian Planning School Association (Taiwan 

China) ,2013 

29)渋谷公園通り Web ページ「振興組合の活動」(www.koen-dori.com/about/activity.html) 終閲覧

2015/06/01 

30) 渡辺 , 明日香 ; 城 , 一夫 : 路上観測学の系譜  -ストリート観測の歴史と変遷 , デザイン理

論 ,51,pp.73.87,2007 

31) 高田公理  :日本社会と自動車 ,国際安全学会誌 ,33,3,pp.224-233,2008 

32) 児美川孝一郎 :若者の消費行動に見る日本社会の未来形  - 「モーレツからヒューティフルへ」からの「平

凡な日常」-, AD STUDIES,43, pp. 10-15,2013 

33)三浦良 :コミュニティ道路試論−人と自動車の共存をめざして-,調査季報 ,75,pp.71-80, 横浜市 ,1982 

34)都市住宅編集部 :歩車共存道路の理念の実践 ,鹿島出版会 ,1983  

35)天野光三 ,小谷通泰 ,藤墳忠司 ,山中英生 :歩車共存道路の計画・手法 - 快適な生活空間を求めて , 都

市文化社 ,1986 

36)生活道路におけるゾーン対策推進調査  研究検討委員会 :生活道路におけるゾーン対策推進調査研究

報告書 ,2011 

37) 酒井憲一：特集・交通とアメニティ, IATTS Review,16,2,pp.77-84,1990 

38) 新谷洋二 :歴史的地区におけるまちづくり・みちづくり,JICE レポート(2),pp.74-83,2002 

39) 大谷将之：名古屋市における道路構造の在り方について,名古屋都市センター研究報告書 ,104,2013 

40) 飯 田 須 奈 緒 : ア ー ケ ー ド 撤 去 商 店 街 に 関 す る 実 態 分 析 ,( 社 ) 日 本 都 市 計 画 学 会 関 西 支 部 ,2006, 

(http://www.cpij-kansai.jp/commit/kenhap/2006/10.pdf) 終閲覧  

2014/10/06 

41) 川 崎 一 泰 : 官 民 協 働 型 都 市 開 発 の フ ァ イ ナ ン ス , 専 修 大 学 都 市 政 策 研 究 セ ン タ ー 論 文

集 ,2,pp.63-69,2006 

42) 宋俊煥 :鉄道駅を中心としたエリアマネジメントの役割と手法に関する研究 , , 2012年度東京大学大学院新

領域創成科学研究科博士論文 ,2013 

43)嶋田暁文 :福岡市における屋台と政治・行政 (上 ) -その過去と現在 ,自治総研 ,419, pp.1-38, 2013 

44)嶋田暁文 :福岡市における屋台と政治・行政 (下 )-その過去と現在 -,自治総研 ,420,pp.43-95,2013 

45)山口晋 :東京都の文化政策「ヘブンアーティスト事業」と現代都市空間 :都市文化研究 ,7,pp.50-62,2006 

46)久繁哲之介 :中心市街地でストリート・パフォーマンス(Shop 編 ),UrbanStudy,37,一般財団法人民間都市

開発推機構 ,2003(http://www.minto.or.jp/print/urbanstudy/urban_37.html) 終閲覧 2014/10/06 

47)中西賢也 :トランジットモールの普及方策に関する考察 ,土木計画学研究・講演集 ,37,pp.90-91,2008 

48)太田勝敏 :新しい交通まちづくりの思想 -コミュニティからのアプローチ,鹿島出版会 ,1998 

49)中西賢也：トランジットモールの普及方策に関する考察 , 土木計画学研究・講演集 ,37,NO.48,2008 

50) 新谷洋二 :都市交通計画 ,技報堂出版 ,2003 

51)小林信也：明治初年東京の床店・葭簀張規制 ,東京大学日本史学研究室紀要 ,5,pp.45 - 60 , 2001 

52) 竹 沢 尚 一 郎 : ス ト リ ー ト と コ ミ ュ ニ テ ィ―博 多 の 事 例 か ら 考 え る , 国 立 民 族 学 博 物 館 調 査 報

告 ,81,pp.3-27,2009 

 



 
 

 
 

49 

53)篠原修 , 北原理雄 , 加藤源ら:公共空間の活用と賑わいまちづくり-オープンカフェ /朝市 /屋台 /イベント ,

学芸出版社 , 2007 

54)五十嵐太郎 ,隈研吾 ,森川嘉一郎ら:10+1 特集=街路 ,34,INAX 出版 ,2004 

55)久野恭平 :公共空間の官から民へのデザイン・マネジメントに関する研究 , 2013 年度東京大学大学院新

領域創成科学研究科修士論文 ,2014 

56)原田達夫 :道路交通年表 -紀元前から 1981 年まで,警察時報社 ,1982 

57)国土交通省国土技術政策総合研究所 :景観デザイン規範事例集 (道路・橋梁・街路・公園編 ),国総研資

料 ,433,2008 

58)社団法人日本交通計画協会 :都市と交通 ,1,4,2002 

59)社団法人日本交通計画協会 :都市と交通 ,8,1985 

60)横浜市歩専道研究プロジェクトチーム:歩行者空間の整備−他都市の事例 ,調査季報 ,66,pp.54-62, 横浜

市 ,1980 

61) 石 原 武 政 : 地 域 小 売 商 業 政 策 の 展 開 経 済 産 業 研 究 所 Ｂ Ｂ Ｌ ,2011, 

(http://www.rieti.go.jp/jp/events/bbl/11061301_r.pdf) 終閲覧 2013/12/04 

62)中小企業庁 :中小企業施策総覧 ,2010, 

(http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/souran/2-4syogyou/1-1shinkou.html) 終閲覧 2014/10/06 

63)南方建明 :地域商業振興政策変遷の歴史 -社会的有効性とまちづくりを中心として-,大阪商業大学論集  

7,3,pp.73-88,2012 

61) 熊野稔：ポケットパーク-手法とデザイン,pp.23-38,都市文化社 , 1991 

62) 熊野稔 ,目山直樹 :ポケットパークの利活用と管理に関する研究  その 1. ポケットパークの利活用と評価 ,

日本建築学会学術講演梗概集 , pp.727-728, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

50 

 

参考文献/URL(図面)	 

いずれの事例も、ベースマップはゼンリン電子地図帳Zi14を使用。写真は筆者撮影。 

事例1）筆者による現地調査及び歌舞伎町街並みデザインガイドラインを基に作成  

事例2) 柏駅東口グランドデザイン協議会：柏駅東口交通広場デザイン改修計画 ,2011 

事例3) 筆者による現地調査，東京都：渋谷川・古川  河川整備基本方針 ,2008,穏田まちづくりルール，国土交

通省資料（http://www.mlit.go.jp/road/road/yusen/chiku_gaiyo/16_1/）及び渋谷文化プロジェクトウェブサイト

（http://www.shibuyabunka.com/area.php?id=1） 

事例4) 筆者による現地調査，旭川市土木管理課ヒアリング 

事例5) 横浜市ウェブサイト（http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/machi-kyogi/motomati-ks.htm）及び前出

参考文献50，元町町づくり協定，元町通り街づくり協定，元町仲通り地区街づくり協定  

事例6) 筆者による川越市へのヒアリング及び現地調査、国土交通省まち再生事例データベース

(http://www.mlit.go.jp/crd/city/mint/htm_doc/pdf/039kawagoe.pdf) 

事例7) 竪町商店街地区まちづくり協定及び金沢市ウェブサイト

（http://www4.city.kanazawa.lg.jp/29001/tikukeikaku/tikukeikakukuiki.html）、断面図はGoogle Maps ストリ

ートビュー（2014年時点）で確認しながら作成  

事例8) 比嘉司 , 山中元弘 , 友寄孝 : 人に優しいまち・歩いて楽しいまちを目指して, 建設情報誌しまたて

ぃ,29, 一般社団法人沖縄しまたて協会 , pp.6-14,2005 及び知念弘 : 那覇市国際通り活性化プラン, 建設情

報誌しまたてぃ,29, 一般社団法人沖縄しまたて協会 , pp.15-18,2005 

事例9) 外山友里絵 , 藤垣洋平 , 平林由梨恵 , 三浦詩乃 , 中村文彦 : 平成24 年度共同研究  環境と福祉に

配慮した都市バス輸送のあり方に関する研究 , 日交研シリーズＡ -582,pp.38-46,2013 

事例10) 一般財団法人地域創造ウェブサイト（http://www.jafra.or.jp/j/library/letter/208/report.php），新建築

2012 年7 月号及び樋口秀 : 長岡市を対象とした公共施設の中心市街地回帰と連鎖型市街地再開発事業

の評価と活用（概要）,Urban study 56, pp.54-72, 2013 

事例11）大分市駅周辺整備課及び都市計画課の回答及び提供資料（図抜粋・編集），大分都心南北軸整備

事業ウェブサイト（http://www.city.oita.oita.jp/www/contents/1299558704924/） 

事例12) 北九州市産業経済局の回答及び北九州市ウェブサイト

（https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/27200001.html），リノベーションスクールウェブサイト

（renovationschool.net/）等  
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第３章 メインストリートの類型とマネジメント 
 

3.1 はじめに 

 

3.1.1 背景 

 都市計画分野において、西村 1)は「メインストリート」を‘都市の個性、質的なイメージを生み出す

根幹として、グローバルな都市間競争に勝ち抜く重要な資源 ’として位置付けている。その対象とさ

れる通りは、鳴海 2)が示すように①景観的観点から都市の美観イメージを形成する通りとして捉えら

れ、②都市軸として整備された大通り、または③商業施設が集積している通りに限定的であること

が多い。 

 しかし、マネジメントにより地域価値向上を目指すストリートは必ずしも都市軸としての断面構成や

商業集積のポテンシャルを持つとは限らない。また、都市の‘個性 ’、‘イメージ’に関連する、①来街

者を惹き付ける都市産業資源・観光資源、②市民によるみち空間利用の密度の高さや、③地域性

豊かな利活用といったその他の指標の考慮が不十分である点で課題が残る。 

  同様の計画的視点から、都市空間を「様々な都市機能要素が有機的に連携した集合体であり、

一部の変化が全体系に影響を及ぼすオープンシステム」と見た場合、メインストリートを都市機能要素

の集積と密接に連携していることで、特に来街者の集まるポテンシャルの高い、「オープンシステムの

要」を構成している部分としても捉えられる。 

 こうした多様な観点を踏まえた上での、全国の「メインストリート」の空間的特徴及び、メインストリート

の持続的な環境維持に向けたマネジメントの実態は明らかにされていない。 

 

表 3-1：鳴海によるメインストリートの分類	 

対象 分類及び目指すべき方針 事例 

大通り 
(平安期～
戦災復興) 

【分類】 
①ショッピングストリート： 
 商業機能による賑わいや活気が必要 
 
②シンボルストリート： 
街路の配置,幅員,景観の要素によるメインストリート性の 
保持が必要 

  景観維持については明治までの大都市／  
 政府主導から、大正後期以降の都市美運 
 動により全国に広まる 
 
【目指すべき方針】 
行政が目標像を描くこと,沿道住民及び企業の協力, 
まちづくり協定の締結により,シンボル性を高める統一的景観 
創造 

①	 日本橋通り,本町通
り（江戸）,銀座通り 
(明治中期以降) 

②	 朱雀大路(平安京),  
銀座通り 
(明治中期以降),  
御堂筋(昭和初期),  
各 都市の戦災復興街
路,東京都丸の内, 
京都市烏丸通 
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3.1.2 メインストリートの定義 

(1)メインストリートの定義  

  第1章におけるストリートの定義と以上の問題意識から、本研究ではより広義の「メインストリート」を、

①広域的にみて都市軸・都市幹線街路として都市機能及び商業集積を持つことに限らず、②都市

内の他のストリートと比べて頻度・密度の高い空間利用、もしくは③都市を代表する催し等の空間活

用により、歴史や賑わい、地域文化を来街者及び住民に感じさせることで都市全体または地区の ‘イ

メージ ’を形成していると言える象徴的なストリートとして定義する。 

 以上の定義には、3.1.1に挙げた、従来の都市計画分野の定義 (①が該当 )、都市をオープンシステ

ムとして捉えた定義（①、②が該当）によるメインストリートも概念的には含まれる。本研究ではそのうち、

さらに地区の ‘イメージ ’を形成しているとみなされる事例に絞って、分析することとする。 

 

(2)研究の対象とするマネジメント 

 本章では図 3-1 の概念図に示すとおり、一般の道路空間 (ロード)、街路空間 (ストリート)とメインス

トリートを区分し、一般の道路空間・街路空間から、都市を象徴するような空間、つまりメインストリー

トに移行するまでの段階（図 3-1 の 1、2 の段階）、メインストリートとしての持続的な維持・運用段階

（図 3-1 の 3 の段階）の全 3 段階を対象に、メインストリートのマネジメントとみなして調査を行う。 

 但し、1→2→3 と順を追ってメインストリート化するとは限らず、例えば、既に鉄道駅とのアクセスが

良く来街者の多い道路における歩行者空間の整備による「ロードのメインストリート化」が目指され

ることもあるとみられる。 

 

図 3-1 対象とするメインストリートのマネジメントの段階 
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3.1.3 目的 

 はじめに、前述した本研究の定義に当てはまるストリートを抽出し、それらを空間的特徴に基づき、

類型化することで、国内におけるメインストリートの空間的特徴のパタンを提示する。次に、類型ごとの

マネジメントの特徴を整理することで、メインストリートの空間的特徴とマネジメント内容の対応関係を

明らかにする。その上で、異なる類型間におけるマネジメントの共通項を整理することで、マネジメント

に参加する民間組織の特徴及び、メインストリートのマネジメントが採る方針を提示する。 

 これらを総括して、メインストリートのマネジメントの特徴を明確化することを目的とする。 

 

3.1.4 既往研究 

 メインストリートに関する既往研究として、街並み形成 3)や利活用 4)等の特定の施策の実態や実

現可能性に関する研究、または遊佐の東京都丸の内地区仲通りの空間整備と管理に関する文献

のように特定の通り 5)を詳細に分析するものが数多く存在する。しかし、本研究のように、観光振興

や空間の利活用を踏まえたストリートを対象とし、空間的特徴を体系的に整理した研究はあまりな

い。そうした中、新谷 6)によるメインストリートの景観形成に関する論文は、本研究と類似したメインス

トリートの概念を示した上で、景観整備の目指すべき方針について提示している。本研究は、具体

的にメインストリートの事例を選定し、より詳細に空間的特徴を提示する点、また、そうした空間的

特徴に応じたマネジメントの方法について明らかにする点で、発展的な内容を扱っている。 

 

表 3-2：新谷によるメインストリートの分類  

 

 

対象 分類及び目指すべき方針 事例 

市 民 の 最 大 多
数 の 意 識 の 中
で共通する 
中心地区に 
ある通り 

【分類】 
①空間的な特長によるもの   
a）景観的にすぐれていて個性的である   
b）沿道に特徴的な建造物がある   
c）都市活動の中心地区であり市民に利用されている   
d）都市の象徴である自然環境に恵まれている   
e）沿道地区が文化的な遺産を有する 
 
②文化・非日常性に関わるもの   
a）  伝統的な,あるいは固有の市・祭りが開かれる 
b）  フェスティバル、パレード、その他のイベントが 
催される 
 

【目指すべき方針】 
①街路空間,沿道空間,沿道街区の３領域から検討. 
②歩行者空間の快適化,都市活動の活発化,文化拠点の創出, 
地域特性を生かした市民に親しみやすい,わかりやすい空間 
の演出 

③	 多数の関係者,期間の長期化に備えた適確な推進体制 
④	 柔軟な管理体制,きめこまやかな活用 

①-a)広幅員,並木,沿道 
建物、商店の存在 
① -b)知名度の高い建
物,橋梁,モニュメント 
① -c)業務 ,商業の集積
地区 , 博物館 ,図書館
の立地 
①-d)川,山,等 
① -e)文化的 ,歴史的建
造物 
 
②-a) (阿波）踊り,（札
幌）雪まつり,朝市 ,日
曜市 
②-b) (神戸)まつり, 
（大銀座）まつり,大阪
城）まつり 
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3.1.5 研究の対象と方法 

研究の対象は全国都市とし、ストリートの選定及び類型化の方法のフローを以下に記す。 

	 

図3-2 メインストリートの類型化とマネジメント特徴の整理方法 

 

(1) メインストリートの選定  

 本研究では、上記の定義に基づき、都市や拠点地区のイメージを形成している通りを選定するため

に、観光ガイドブックを資料として用いる。 

 観光ガイドブックを用いる点について、加藤 7)は、Urryによる観光のまなざし論 (Tourist gaze)の概念

を引用し、観光ガイドブックとは、ある都市への来街者に対して観光の観点からのイメージの枠組及

び意味付けを与えるメディアであり、社会的・集合的に構造化されたまなざしを形成する上で大きな

役割を果たすとしている。こうした特性に着目すると、観光ガイドブックにおいて、他の通りと相対的に

みて強調して記載された通りは、来街者の集合的な都市イメージを形成する要素の一つであると言え、

前出のメインストリートの定義を満たす。 

 

①ガイドブックの選定  

 [1]全都道府県を取り上げたシリーズであること、また、近年新たに発行されたガイドブックは購入者

の目的やターゲット別に編集されることが多く、そうした偏りを除くために、[2]テーマ別やターゲット別

のコンセプトではないこと、また、[3]都道府県別に通り名記載の有無のばらつきが少ないという3つの

条件を満たすものとして、国内ガイドブックのJTBパブリッシングの『るるぶ』シリーズを選定した。 

 これを用いて分析対象とする自治体数を絞り込む。対象の自治体について、さらに、各自治体が自

ら発行した観光パンフレットを併用し、メインストリートの絞り込みを行う。 

 なお、『るるぶ』シリーズによる特集が複数あり、それぞれで特集されるストリートが異なる傾向にある

東京都23区については、『るるぶ』に加えてその他の複数のガイドブックを参照する。 
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②記載方法によるメインストリートの選定  

 ガイドブックでの通りの記載は[1]観光地として詳細な解説がされている通り、[2]解説はないが、地

図上で通り名が太字や囲みで強調された通り、または[3]地図上のみに強調されず表示される通りの

3つのレベルに分かれる。さらに、[4]地域の代表的行事の開催場所としてマークされる通りや、通り名

よりも面的なエリアでのイメージがより強い地区については[5]エリア名で解説する場合もある。 

 『るるぶ』と自治体のパンフレットの双方で[1]、[2]、[4]の記載方法がなされている通りを持つ自治体

を「メインストリート強調型」、[5]に当てはまる自治体については「エリア強調型」と区分する。「エリア強

調型」では、エリアの解説のうち、図示や言及がなされている通りをメインストリートと見なす。 

 以上、計169自治体のメインストリート373件を対象に類型化を行う。 

 

(2)類型化の方法  

①メインストリートの空間的特徴に関するデータ整理  

 空間的特徴として、来街者の来訪目的に関連する[1]観光資源的観点からの分類、アクセシビリテ

ィに関連する[2]立地条件 (鉄道駅との接続及び他のメインストリートとの位置関係 )、歩きやすさに関

連する[3]断面構成（幅員、車線数）及び延長距離に着目する。選定に用いたガイドブックに加えて、

文献調査や行政資料、メインストリートに関わるホームページ等のWeb調査からこれら[1]〜[3]につい

て、調査、整理する。 

 [1]の観光資源の種類については、足羽  8)の『観光資源論』と、日本交通公社 9) の『観光読本』によ

る分類及び‘アーバン・ツーリズム注 1)’の特性について参照し、ストリートに関係性の高い項目を選びと

ると共に、産業的資源については筆者により小項目を追記した(表3-3)。 

 [2]の立地条件に関しては、地図資料とGoogle mapsの距離測定ツールを用い、メインストリートの端

点と鉄道駅の接続（徒歩3分圏以内、距離にして240m）の有無と、都市内の他のメインストリートとの

交差の有無を表記する。 

表3-3 メインストリートに関連する観光資源の12項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光資源の項目 小項目 
1. 自然的資源 (1) 風景・地形（坂道、河川、運河等）  

(2) 温泉   
2. 歴史的資源 (1) 史跡・名勝・文化財 

(2) 社寺 
(3) 重要伝統的建造物群保存地区 
(4) 歴史的まちなみ（重要伝統的建造物群保存地区以外） 
(5) 世界遺産・文化的景観  

3. 人文・社会的資源 
 

(1) 有形資源：①都市性：沿道への商業集積、横丁等の界隈環境 
      ②庭園・公園  

       ③教育・社会・文化施設(博物館、美術館等) 
(2) 無形資源の場としての環境： 

地域住民の風俗・衣食住・生活に関わる催し(市、祭等) 
4. 産業的資源 
 

(1) 特産品生産拠点（陶器等） 
(2) 問屋街・電気街                                   
(3) 市場 
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[3]についてはガイドブックの写真や行政資料、ゼンリン電子地図帳Zi14の距離測定ツールからおお

よその断面寸法 (x≦12m、12m<x≦20m、20m<x≦50m、50m<x)と車線数、延長距離を測定する。そ

れぞれの数値は①約11〜12m≒６間 (近世の街道の幅員 )、② 大規模アーケードの幅員20m注 2)、③

東京都で実現した戦災復興広幅員街路幅員50mを目安にした。 

 

②類型化に用いる統計手法  

 データのうち、端的に各ストリートの空間的個性を表していると見られる[1]「観光資源」の評価により

大分類した上で、[2]「立地条件」及び「断面構成及び延長距離」の観点からの考察を加え、小分類

を行う。 

 [1]については、373件のメインストリートの上記表の13小項目に関する非数値１次データといった比

較的の大きい数のデータを扱うことから、図3-3に示すとおり段階的にコレスポンデンス分析 (データ種

類：度数 )と階層型クラスター分析 (ward法 )を用いた。分析に用いたソフトはSSRIのエクセル統計2015 

for Windowsである。 

 まず、コレスポンデンス分析の第１軸、第２軸により散布図を作成し、さらに分類を詳細に行うために、

算出されたスコアを用いてクラスター分析を行う。その際に統計ソフトで計算可能なデータ数を考慮し

て、有意性のある軸に基づき、データを分割して分析する。 

 

③類型ごとのマネジメントの傾向の整理  

 整理した類型ごとに、「沿道建物」と「歩行者空間」への施策の充実度を分析の視点として、行政資

料及び文献調査、また、マネジメントを実施する主体の公式ホームページについてWeb調査を行い、

マネジメントの傾向と課題を明らかにする。 

 

	 

図3-3 統計分析フロー 
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3.2 メインストリートの類型 

 選定した自治体及びメインストリート及び周辺に立地するその他ストリートについて、整理した結

果を示す。 

 

3.2.1 観光資源評価による類型 

 以下に、コレスポンデンス分析及びクラスター分析の結果を示す。 

(1)コレスポンデンス分析  

  行と列が独立であるかどうかを検定するために、カイ 2 乗検定を行った結果を表 3-4 に示してい

る。P 値が有意水準 (0.05)より低いのは第 1、2 軸であり、これらの軸が有意である。残差の有意性

の検定結果は P 値が 1.0000 をとる。以上より第 1 軸及び第 2 軸による散布図 (図 3-4)を作成した。 

 第 1 軸で高いプラス相関をもつ項目は「歴史的まちなみ」、「史跡・名称・文化財」、「重要伝統的

建造物保存地区」、「特産品生産拠点」、また、マイナス相関をもつ項目は、「市場」、「問屋街・電

気街」、「都市性」であることから、沿道の建物用途について『歴史文化資源価値 (+)/商業地として

の価値 (-)』を持つか示す特性軸であると解釈した。 

 第 2 軸で高いプラス相関をもつ項目は「歴史的まちなみ」、「世界遺産・文化的景観」、「市場」、

「問屋街・電気街」といった沿道施設だけが魅力を創出しているのではなく、みち空間を含めた賑

わいや面的なエリアスケールでの調和が望ましい項目である一方、マイナス相関をもつ項目は「重

要伝統的建造物群保存地区」、「教育・社会・文化施設」や「庭園・公園」といった沿道施設の価

値のみでも集客しやすい項目が分布している。このため、第 2 軸を『地域資源の一体的管理（沿

道・みち空間・エリア）の必要性』の軸として解釈した。 

(2)階層型クラスター分析 (ward 法 ) 

 さらに、各事例の詳細な類型を明らかにするため、前出の第１〜10 軸のスコアを用いて非階層型

クラスター分析 (データの内容：個体分類、距離計算：ユークリッドの距離 )を行い、樹形図 (図 3-5)

を得た。統計ソフトによる一度に処理可能なデータは 250 であるので、先述のコレスポンデンス分析

の第１軸の象限 (+/-)で二分割し、分析した。 

a) 第１軸正の値の事例  

 第１軸正の値の事例に関する分析の結果より、A. 特産品生産拠点型 (17 件 )、B. 世界遺産・文

化的景観型 (8 件 )、C. 文化施設・文化財隣接型 (51 件 )、 D.温泉まちなみ型 (9 件 )、 E.自然・地

形資源影響型 (29 件 )、 F.歴史的イメージ形成型 (31 件 )の６つに分類した。 

b) 第１軸負の値の事例  

 第１軸負の値の事例に関する分析の結果より、G.市場型 (12件 )、H.専門店街型 (8件 )、 I.自然・地

形資源及び寺社隣接型商店街 (47件 )、J.商店街・ショッピングストリート型 (130件 )、 K.地域イベント

イメージ型 (31件 )の5つに分類した。 
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3.2.2 空間的特徴による類型 

 (1)で得られた類型について、グループ内において断面構成により空間的特徴にばらつきのあったC. 

文化施設・文化財隣接型については、C-1広幅員型、 C-2歩道・沿道景観新創出型、C-3沿道文化

資源発掘型の小分類を作成した。さらにグループ内の件数が多いJ.商店街・ショッピングストリート型

については、鉄道駅の接続及び断面構成に着目し、J-1駅前型、J-2コンセプト明確型、J-3ショッピン

グストリート型、J-4広幅員型に小分類した。これらを、空間的特徴によるメインストリートの類型とした

（表3-5）。 

表3-4 出力内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行間差・列間差の有意性の検定	 

残差の有意性の検定	 



大通(後志通)

狸小路

堺町通り

小樽運河通り（臨港線）

北のウォール街 （色内大通り)
手宮線跡地

朝市仲通り

基坂等

新町商店街

官庁街通り

三日町・十三日町

花小路等の小路

湊山手通り

土手町通り

中町こみせ通り

山王(竿燈)大通り

広小路

仲小路

川反通り

内町武家屋敷通り

明治百年通り

いーはとーぶアベニュー

映画館通

紺屋町通り

鉈屋町

大通

定禅寺通り

一番町商店街

壱弐参横丁・文化横丁

朝市通り

国分町通り

マンガロード (立町通り、アイトピア通り等)

七日町

【銀山温泉】川筋通り

【肘折温泉】温泉街

七日町通り

野口英世青春通り

小田付蔵通り

ふれあい通り

大内宿

中町通り

城内坂通り

例幣使街道(嘉右衛門町通り)

大通り

根古屋路地

例幣使街道

中央通り

【四万温泉】

落合通り

本町通り

石段街

湯畑ー西の河原通り

【大宮】氷川神社参道

番場通り

ファルマン通り

プロペ通り

一番街（中央通り）

菓子屋横丁

大正浪漫夢通り

勝浦朝市（仲本町・下本町）

成田山表参道

吉祥寺サンロード

井ノ頭通り

ハモニカ横丁

旧青梅街道・青梅宿

西放射線ユーロード

みずき通り

甲州街道

日本大通り

馬車道

中華街

元町・元町仲通り・河岸通り・汐汲坂

伊勢佐木モール

野毛本通り
【川崎大師】表参道、 仲見世

ドブ板通り

小町通り

若宮大路（段葛）

長谷通り

大山こま参道

古町（柾谷小路）

上古町

古町
鍋茶屋通り

本町(本町市場) 

本町（にいがた人情横丁(新津屋小路）)

【寺泊】魚の市場通り

高田雁木通り（大町通り、仲町通り）

安善小路(黒塀通り)

小国町通り

総曲輪

【岩瀬】 大町・新川町通り(北国街道、回船問屋群）

【越中八尾】

諏訪町本通り

【越中八尾】禅寺坂

山町筋(旧北陸道)

金屋町

潮風通り

近江町市場

ひがし茶屋街（二番丁）

横安江通り

竪町通り

主計町(浅野川沿い)

にし茶屋

長町武家屋敷

せせらぎ通り

朝市通り

【山中温泉】ゆげ街道

七間通り（美濃街道）

寺町通り

シンボルロード

博物館通り

【東尋坊】東尋坊商店街

今庄宿(北国街道）

若狭鯖街道熊川宿

富士みち

(御師宿坊の街並)

善光寺仲見世通り

中央通り表参道

奈良井宿

なわて通り

中町通り

柳町(北国街道）

【旧軽井沢】銀座通り

中山道妻籠宿

御田町商店街

旧中山道（大社通り)

青葉シンボルロード

青葉横丁・青葉おでん街

ペリーロード（了仙寺参道)

なまこ壁通り

沼津港飲食店街(二番線)

久屋公園大通

大津通（南大津通)

【大須】万松寺通り、東仁王門通り等、大須商店街

覚王山商店街

スタジアムアベニュー

桜町本通り

中馬街道、マンリン小路

窯垣の小径

紺屋海道

半田運河

セントラル商店街等

駅前商店街(七夕通り)

土管坂（やきもの散歩道）

三滝通り

おはらい町・おかげ横丁

外宮参道

フェニックス通り

夢京橋キャッスルロード

錦市場

三条通

四条通

先斗町通

木屋町通

清水坂

二寧坂産寧坂

花見小路

白川南通

八坂通

ねねの道

法善寺横丁

心斎橋筋商店街

道頓堀商店街

日本橋筋商店街黒門市場

立花通り

(オレンジストリート)

アメリカ村

千日前道具屋筋

天神橋筋

茶屋町

(ちゃやまちプロムナード)

ジャンジャン横丁

紀州街道本町地区

原田神社参道

トアロード・トアウエスト

南京町

神戸元町商店街

三宮センター街

三宮高架下商店街

神戸ガス灯通り

北野通

乙仲通

栄町通

海岸通

三和本町通商店街

尼崎中央商店街

杭瀬市場

魚の棚

大手前通り

酒蔵通り

【城崎温泉】木屋町通り

【ならまち】三条通り

今井町：中町筋、本町筋、御堂筋

新町通り

ぶらくり丁

【高野山】小田原通り

【黒江】川端通り

玉川沿い白壁土蔵群(八橋往来)

【三朝温泉】

温泉本通り

水木しげるロード

蔵通り、仮屋通り（若狭宿)

塩見縄手

京店商店街

【玉造温泉】温泉街(玉湯川沿い)

神門通り

木綿街道

【石見銀山】大森地区

【温泉津】温泉町

殿町通り

出石町（旧津山街道）

【美観地区】倉敷川畔（歩行者専用道路）

【美観地区】本町通り

出雲街道（城東）

吹屋ふるさと村

【高梁】紺屋川筋美観地区

本通り（立町・紙屋町）

平和大通り

流川通り
薬研掘通り

れんが通り(中通り)

蔵本通り

【御手洗】常盤町通り

本通り商店街
【宮島】表参道商店街

【宮島】町家通り（本町筋）

【西条】酒蔵通り（旧山陽道）

本町通り

紺屋町シンボルロード

【脇町】南町通り

【長府】古江小路

平和通り(宇部)

古市・金屋筋

みすゞ通り

丸亀町商店街

金刀比羅宮表参道

道後ハイカラ通り

大街道

おはなはん通り

明治の家並み

八日市護国

【宇和・卯之町】

中町通り

追手筋

県庁通り

屋敷街・上町４〜５丁目

土讃線高架下・寿町

京町商店街

帯屋町1丁目アーケード

大橋通り商店街

新京橋商店街

はりまや橋商店街

【小倉】旦過市場

【小倉】鳥町食堂街

【木屋瀬】長崎街道（シュガーロード）

天満宮参道（馬場参道、大町参道)

【唐津】米屋町通り

【呼子】朝市通り

【肥前浜宿】酒蔵通り

トンバイ塀のある裏通り

さるくシティ4○3アーケード（四ケ町、三ケ町)

上之裏通りシャワー通り、並木坂

通筋

豊前街道

【阿蘇】阿蘇神社門前町

昭和の町

竹瓦小路

湯の坪街道

一番街

若草通り

【天文館】天文館本通り

一番街

【知覧】本馬場通り

（武家屋敷群）

国際通り

壷屋やちむん通り

【首里】金城町石畳道

コザゲート通り

【備瀬】フクギ並木

【港川】外国人住宅通り（港川ステイツサイドタウン）

【丸の内】仲通り

【秋葉原】電気街・中央通り

【神保町】古書店街（靖国通り、すずらん通り、さくら通り）

【銀座】中央通り

【人形町】甘酒横丁

【築地】場外市場

【月島】西仲通りもんじゃストリート

【上野】アメ横

【上野】かっぱ橋道具街

【浅草】仲見世通り

【浅草】伝法院通り

【浅草橋・蔵前】江戸通り

谷中銀座

日暮里繊維街

【渋谷・原宿・表参道・青山】渋谷センター街

【渋谷・原宿・表参道・青山】表参道

【渋谷・原宿・表参道・青山】竹下通り

【渋谷・原宿・表参道・青山】キャットストリート・裏原宿

【渋谷・原宿・表参道・青山】青山通り

【恵比寿・代官山】キャッスルストリート

【恵比寿・代官山】駒沢通り

【恵比寿・代官山】旧山手通り

【恵比寿・代官山】目切坂(暗闇坂)

【中目黒】目黒川ストリート

【自由が丘】自由通り

【自由が丘】九品仏川緑道

【麻布】麻布十番商店街

【麻布】暗闇坂

【赤坂】一ツ木通り

【白金・広尾】プラチナ通り（外苑西通り）

【白金・広尾】広尾散歩通り

骨董通り

【三軒茶屋】茶沢通り

【下北沢】下北沢南口商店街

【池袋】乙女ロード

【池袋】サンシャイン６０通り

【池袋】トキワ荘通り

【駒込】染井銀座

【駒込】霜降銀座

【巣鴨】地蔵通り商店街(旧中山道)   中野サンモール

中野通り

中野ふれあいロード北商店会

中野北口昭和新道商店街

ハッピーロード大山商店街

赤塚壱番街

板橋宿

志村銀座商店街

【新宿】ゴールデン街

【新宿】新宿大通り

【神楽坂】神楽坂通り

【神楽坂】兵庫横丁

【新大久保】職安通り

【新大久保】大久保通り

【新大久保】イケメン通り

ぷらもーる梅屋敷

大岡山北口商店街

雑色商店街

戸越銀座商店街

【柴又・亀有】帝釈天参道

【柴又・亀有】亀有銀座商店街

【立石】立石仲見世

【お花茶屋】プロムナードお花茶屋

【新小岩】ルミエール商店街

砂町銀座商店街

高円寺純情商店街

十条商店街(本通り)

智頭宿；下町、新町、中町(ちず夢往来・横町通り)

河原町妻入商家群
【五個荘金堂地区】 寺前・鯉通り

【八幡堀】新町通り

【黒壁スクエア】

大手門通り

祝町通り・ゆう壱番街

博物館通り

ながはま御坊表参道

北国街道

道町（熊野古道)

紀州湯浅：北町

萩城跡：菊屋横町

【豆田町】御幸通り上町通り

①寺町・風頭：龍馬通り

新地中華街

アルコア中通り

東古川通り

オランダ坂

浜市アーケード

ベルナード観光通り

天神：渡辺通り

天神：明治通り

長浜：那の津通り

那珂川通り
博多川端商店街

川端：土居通り

柳橋連合市場

【美々津】中町(新町)

【飫肥】武家屋敷通り

【大川内山】鍋島藩窯坂

川原町

風景・地形温泉

史跡・名勝・文化財社寺

重要伝統的建造物群保存地区

歴史的まちなみ

世界遺産・文化的景観

都市性

庭園・公園

教育・社会・ 文化施設

地域住民の催し 特産品生産拠点

問屋街・電気街

市場

-3

-2

-1

0
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3

4
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第
2軸

第1軸

第1軸 × 第2軸

（五番町・水島新司
　マンガストリート）

図 3-4　コレスポンデンス分析（第１軸×第２軸）による散布図



0 5 10 15 20 25
勝浦朝市 （仲本町・下本町）

【寺泊】魚の市場通り

【呼子】朝市通り

朝市通り

本町(本町市場) 

朝市通り

錦市場

黒門市場

【築地】場外市場

   柳橋連合市場

湊山手通り

朝市仲通り

日本橋筋商店街

千日前道具屋筋

三宮高架下商店街

【秋葉原】電気街・中央通り

【神保町】 古書店街（靖国通り、すずらん通り、さくら通り）

【上野】 かっぱ橋道具街

日暮里繊維街

【池袋】乙女ロード

近江町市場

【ならまち】三条通り

本通り（立町・紙屋町）

なわて通り

八坂通

【神楽坂】神楽坂通り

せせらぎ通り

木屋町通

道頓堀商店街

谷中銀座

【中目黒】目黒川ストリート

中華街（中華街大通り、関帝廟通り）

【川崎大師】 表参道、 仲見世

上古町（一〜四番町)

横安江通り

善光寺仲見世通り

【大須】万松寺通り、東仁王門通り等、大須商店街

覚王山商店街

外宮参道

四条通

花見小路

法善寺横丁

原田神社参道：岡町＝旧能勢街道、岡町商店街

神門通り

金刀比羅宮表参道

天満宮参道（馬場参道、大町参道)

【浅草】仲見世通り

【浅草】 伝法院通り

【渋谷・原宿・表参道・青山】表参道

【巣鴨】地蔵通り商店街(旧中山道)   

赤塚壱番街

板橋宿（旧中山道 ※朝市）

【柴又・亀有】帝釈天参道

ながはま御坊表参道

天神橋筋

成田山表参道

若宮大路（段葛）

【大宮】氷川神社参道

長谷通り

シンボルロード

【諏訪大社下社門前(三角八丁内】御田町商店街

【三朝温泉】温泉本通り

【湯布院温泉】…

【伊香保温泉】石段街

旧中山道（大社通り)

【草津温泉】湯畑ー西の河原通り

道後ハイカラ通り

狸小路

花小路等の小路

川反通り

いーはとーぶアベニュー

壱弐参横丁・文化横丁

国分町通り

ファルマン通り

プロペ通り

菓子屋横丁

吉祥寺サンロード

井ノ頭通り

ハモニカ横丁

西放射線ユーロード

みずき通り

元町・元町仲通り・河岸通り・汐汲坂

伊勢佐木モール

野毛本通り

ドブ板通り

小町通り

古町（柾谷小路）

古町(五番町・水島新司マンガストリート）

鍋茶屋通り

本町（にいがた人情横丁(新津屋小路）)

【中心部】総曲輪…

竪町通り

【旧軽井沢】銀座通り

青葉横丁・青葉おでん街

沼津港飲食店街(二番線)

大津通（南大津通)

心斎橋筋商店街

立花通り…

茶屋町…

ジャンジャン横丁

トアロード・トアウエスト

神戸元町商店街

三宮センター街

神戸ガス灯通り(神戸ハーバーランド線)

乙仲通

栄町通

三和本町通商店街…

杭瀬市場

魚の棚

ぶらくり丁
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図3-5　クラスター分析結果
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3.3 メインストリートのマネジメント 
 本項では類型ごとに、文献調査、マネジメントに参加する組織の Web ページ調査によりデータを

入手可能な事例について、マネジメント内容の特徴について示す(前出表 3-5)。 

	 

3.3.1 類型とマネジメントの特徴 
A. 特 産 品 生 産 拠 点 型  

 本類型の街路は、沿道及び近隣に(1)窯元、酒造等の伝統的産業の生産拠点、または(2)特定

の地域、民族の食文化や名物を活かして商う店舗が集積あるもので、7 割が幅員 12m 以下、酒造

系の 3 つの通りを除くと延長距離が 700m と徒歩圏内に収まる規模である。 

 (1)は地域住民、産業に関わる企業や職人が中心的であり、肥前浜宿・酒蔵通りや土管坂のよう

に、地元建築士会等の専門性を持った人材を含む組織が協力関係にあり、修景に係るハード整

備を分担する事例がみられる。一方、(2)は商店街振興組合によりマネジメントが行われている。 

 特徴として①景観整備に力を入れてきたが、2000 年代以降は観光イベントを活性化している点、

特に上述（1）の場合は②生産拠点として稼働している沿道建物の一般開放や使われなくなった施

設の活用により集客を試みている点、③景観整備の素材・意匠に特色を持たせる（例：産出した陶

器を用いたトンバイ塀のある通り、中国産の素材と中華モチーフ意匠による中華街中心街路）点が

挙げられる。 

 本類型は沿道拠点の個性が強く、マネジメントを行う上ではその個性に沿った意匠を考案して観

光資源とできる点、また、地区外からの支援者を集めやすい点が利点である。その一方で、特に伝

統的産業に関しては、産業自体が衰退し、生産拠点の集積密度が低下してしまうと、施設・設備

の管理やストリートのマネジメントに関わる人材確保に大きく影響を与えると考えられる。そうした事

態により空き施設が面的に増える可能性も鑑みた、管理・活用方法や財源確保の方法について、

行政や周辺住民、支援者といった、多主体を交えた協議が必要である。 

 

B. 世 界 遺 産 ・文 化 的 景 観 型  

本類型では、計 8 事例のうち 7 事例が幅員 12m 以下であり、自然的資源または歴史的資源が

充実している。 

例えば、石見銀山大森地区や金城町石畳道については、早期から沿道景観に関する調査保

全の取組みがなされ、近隣にある世界遺産を引き立たせるようなしつらえとなっている。また、世界

中からの来街者が訪れる集客力があり、中・広域的な交通対策及び歩行者空間の改善を目的とし

た施策も実施されている。 

マネジメントに関わる民間組織は、地区住民組織（大森地区、川原町）や地元有志で構成され

た一般社団法人 (姫路市・大手前通り)、NPO（金城町石畳道）などであるため、当該ストリート沿道
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だけではなく、隣接する通りも対象として面的に施策展開している点が特徴である。 

本類型のマネジメントにおいては、世界遺産や文化的景観に配慮した眺望改善の必要性や、

半数が 900ｍ以上の長い延長距離を持つこと、また地域資源への経路としての高い利用度といっ

た観点から、沿道の住環境や経済活動を妨げない範囲での、広域の景観や来街者の移動の円滑

化、沿道への立ち寄り・滞在場所の確保について留意せねばならない。 

  

C. 文 化 施 設 ・文 化 財 隣 接 型   

C-1 広幅員型  

本類型は、明治期～戦災復興の間に整備されたブールヴァ－ル・アベニュー型の街路であり、

庭園・公園資源を備えるものが多い。沿道建物の用途についても、主に業務または公共施設のた

め、シンボルロード事業（前出第 2 章参照）等により、都市軸にふさわしい景観及び緑地帯の保全

がなされている。 

 近年は、沿道や周辺地区の民間事業者が構成する組織によって①横浜市日本大通りのオープ

ンカフェ（日本大通り活性化委員会：沿道事業者の有志、占用料・電気量等、会費収入、イベントの

協賛金が収入）や、②神戸市海岸通（旧居留地連絡協議会：旧居留地の事業者が会員となり会

費収入や助成金で運営）の沿道 1 階部分の店舗化許容及びコントロール、③十和田市の官庁街

通り（十和田市現代美術館及びアートチャンネルトワダ実行委員会）の沿道空きスペースや近隣商

店街へのアート設置にみられるように、美観を確保しつつも、日常的な空間利用の密度を高める方

法が採られている。また、④呉市蔵本通りでは、60 年代から屋台が集積し、80 年代には美観を争

点としてその存廃議論が起きるが、結果として隣接する公園、河川との一体的整備による交通空

間再配分を行った。さらに 2000 年代に入ると、官民主体から成る「蔵本通り屋台活性化懇談会」

での議論を経て、公募により屋台数を積極的に維持する方策をとっており、ストリート空間の占用に

対する地元の捉え方の転換が顕著にあらわれている。 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

                 図 3-6 横浜市・日本大通り 
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C-2 歩道・沿道景観新創出型  

 本類型は計 9 事例のうち 8 事例において幅員が 12～20ｍの中規模のストリートであり、且つ沿道

民地または歩道におけるハード整備を行うことで、沿道景観を一新した事例である。マネジメントの

方向性は以下のとおり、大きく 2 つに分かれている。 

①  建物の移築・改築  

みち空間に関して、シンボルロード、マイロード事業など建設省の補助事業等を活用した修景を

行うとともに、沿道建物を一体的に、移築・改築の対象とする方法である。例えば城下町の彦根

市・夢京橋キャッスルロード、弘前市土手町通りは、いずれも城郭を起点としたストリートであり、拡

幅と合わせて建物のセットバックを行うとともに地区計画による景観誘導を行っている。一方、小坂

町・明治百年通りは沿道への文化的価値の高い建物の移築と修景を合わせて行った。 

こうした整備は 80～90 年代前半にかけて行われたが、2000 年代に入ると、上記の 2 つのストリ

ートのマネジメントは、日常的な賑わいを創出するために、複合施設再開発による広場整備（土手

町通り）や、建築物の店舗・インフォメーションセンターへの活用（明治百年通り）といった沿道の拠

点づくりに移行している。 

②  歩道上へのファニチャー設置  

空洞化が進む商店街の中心街路において、通りの文化的コンセプトを新たに設定して、ファニ

チャーに反映させるとともに、そのコンセプトに合った拠点を沿道に設ける方法である。拠点の整備、

運営やイベントに関してはまちづくり会社を中心として、沿道商店街の他、まちづくりに関わる一般

社団法人や NPO の協力を得ながら行っている。 

該当する境港市・水木しげるロード、石巻市・マンガロード、氷見市・潮風通りは、市にゆかりのあ

る有名マンガ家をコンセプトに、多数のファニチャー整備と作者・作品に関連する博物館等を組み

合わせて話題性をもたせ、来街者を呼び寄せようとしている。そのため、飽きられないための方策と

してファニチャー増設、沿道店舗によるコラボレーション商品開発、メディア活用が採られている。 

 

C-3 沿道文化資源発掘型  

本類型は幅員が 12m 以下と中〜小規模であり、街道や中世町割由来である通りが大半を占め

る。マネジメント内容の特徴から、①「地域住民の催し」演出型の重伝建地区  (5 件 )､本類型の名

称でもある②沿道文化資源発掘型 (8 件 )、③主に修景と屋敷の管理を継続的に行う武家屋敷群

（4 件）に区分される。以下では①、②について具体的に記述する。 

①「地域住民の催し」演出型の重伝建地区  

 該当する通りと当該街路における催しは、川越市・一番街と「川越まつり」、黒石市・中町こみせ

通りと「黒石ねぷた」、篠山市・河原町妻入商家群と「ササヤマルシェ」、柳井市・古市金屋筋と「柳

井金魚ちょうちんまつり」、木屋瀬・長崎街道と「宿場まつり」である。 
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伝統的な祭礼にあたるものが前者 2 事例で、川越市については、第 2 章に挙げたように、伝統

的な山車を江戸時代の形態で引き回すために電線地中化を行っている。また、黒石市では、こみ

せ（東北地方で積雪時の通行の用に供する木造のアーケード状構造）空間が祭りの灯篭飾りや見

物の空間として機能してきており、黒石文化を引き継いでいく上で不可欠な要素と位置づけ保全

に取り組んでいる。一方、実行委員会が沿道住民と協議し、将来的に篠山市に出店してほしい店

舗に呼びかけて開催する「ササヤマルシェ」や、過去のイベント創出の取組みを洗練させてきた「柳

井金魚ちょうちんまつり（前身は青年会議所発案の‘ふるさとフェスタ’）」は、近年定着してきた催し

で、沿道建物の軒下とみち空間の一体的な活用を実現している。 

②沿道文化資源発掘型  

 一方、沿道文化資源発掘型は、これまで歴史的価値を持つものとして、注目されてこなかった昭

和の雰囲気を感じさせる沿道民家や店舗、施設跡地、自然資源等を地域資源として発掘、コンセ

プトを設定し、それに沿った新名所、活動及びイベントを創出している通りである。多くが沿道建物

もしくはみち空間を活用する催しを契機として、マネジメントの取組みを発展させている。 

具体的には、昭和レトロをキーワードとする旧青梅街道（契機となった催し：青梅宿アートフェス

ティバル）、作家や歴史上の人物とゆかりのある施設 (跡 )を活かしたみすゞ通り（みすゞ七夕笹まつ

り）、トキワ荘通り（商店街合同イベント）、岡山市出石町（まちづくりアートプロジェクト）、及び龍馬

通り、鉄道跡地や明治～戦前のメインストリートを再評価する手宮線跡地、敦賀市・博物館通り（清

明の朝市）、京都市・三条通（祇園祭後祭巡行）といった事例が当てはまる。 

また、個性的な方法をとるものも多く、例えば、阿蘇市の阿蘇神社門前町では、若手商店主によ

る水資源を活かす「水基」設置の取組、食の開発と食を楽しむ空間づくりを一体的に行うという独

自の取組みが、親世代の商店主による桜並木植樹、活動に理解を示した地元銀行による景観整

備に発展している。 

 このように、多岐にわたる取組みを、コンセプトに沿ってゆるやかに関連づけていく方法をとるため、

マネジメントに参加する民間主体としては、近隣住民、商店街、NPO、まちづくり会社、学術機関と、

地域によって様々であり、多主体間で建物の管理活用、イベント実施、みち空間の管理を役割分

担しながら行っている。 

 

C-4 重伝建施設運営型  

 本類型では、重伝建地区としてのまちなみを維持するとともに、地域を象徴する施設について、

一般への公開、復元、環境改善、もしくは資料館への転用により、観光資源として価値付けがなさ

れている通りである。70 年代の八幡堀の埋立て反対運動から近隣のまちなみの修景にまで取組み

が拡大した近江八幡市・新町通りや、1950 年代の過疎化指定を契機に歴史的なちなみの観光資

源としての保存に踏み切った中山道妻籠宿、神戸市北野通、内子町の八日市護国のように、一
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度は危機的状況に陥ったまちなみが住民運動により保全されている著名な事例が多い。 

 そのため、運動を担ってきた組織が成熟しており、ストリートに関わるマネジメントを総合的に担っ

ている。沿道建築物の保存に留まらず、観光資源としての価値向上のため、みち空間の美装化・

交通社会実験を行うなどみち空間・沿道空間に対して一体的に対応する事例が多い。 

 

D.温 泉 まちなみ型  

後述の類型 J に含まれる温泉地と異なり、都市性の項目にあてはまらないものが多い。 

特徴としては、一店舗の二業種化（山中温泉）、シンボル施設の再生または新設（城崎温泉、豊

前街道）、まちなみ保存の拠点や資料館開設（温泉津、竹瓦小路）といった温泉施設以外の拠点

について、用途の多様性を広げている点が挙げられる。マネジメントには商業者や地元有志による

組織が参加する他、半数が、大学や建築士会をアドバイザーやプロジェクトの主体として招き入れ

ている。 

 

E.自 然 ・地 形 資 源 影 響 型  

 本類型のストリートは、幅員 12m 以下のものが 9 割以上を占めるとともに、8 割強が重伝建地区に

該当する。全体に共通する特徴として鉄道駅との接続性が低く、地方都市の事例の場合、来街者

や沿道住民がアクセスするための交通手段として自動車が用いられると見られる。他方でストリート

の歴史的景観は、遊歩により楽しんでもらうものであるため、狭い幅員において歩行者と自動車交

通の共存が難しい。 

 こうした要因が理由として考えられるが、倉敷市美観地区や日田市豆田町に代表されるように、3

割以上の事例において、自動車交通規制、交通空間の再配分、交通に関する社会実験や計画

策定といった交通対策を行っていることが特徴である。 

 住民運動を契機に早くから景観行政に取り組んできた長崎市東山手（オランダ坂）のような都市

や、過疎地域指定に危機感を抱いて町並み保存活動を行った足助・中馬街道など、60〜70 年代

から景観整備を継続してきた事例が多く、民間組織の体制も成熟している。 

 1990〜2000 年代以降の傾向として、イベント運営による賑わい創出や、倉吉市・玉川沿い白壁

土蔵群や津和野町・殿町通りのような、隣接する通りにも景観整備を波及させ、まちなみの連続性

を向上する事例が見られるようになった。 
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F.歴 史 的 イメージ形 成 型  

 本類型は重伝建地区ではないが、来街者が歴史を感じることができるまちなみとしてのイメージを

形成しているストリートである。 

 アーケードがある場合は撤去を行い、①通り全体の歴史的イメージを高めるような町家や蔵など

の重要建物の活用・再生、または②低・未利用の沿道建物の活用密度を上げていく取組みが多

いことが特徴である。また、紀州街道本町地区や安善小路における外壁、板塀の修景、半田運河

の半六プロジェクト（耐震改修）、高田雁木通りのように、マネジメントを行う組織が会費、市民から

の基金等、小口の出資を募ることで、地道な歴史的な建物や構造物の保存・修景を試みる事例が

みられることも特徴である。マネジメントを行う組織は協議会形式、会議形式を採ることが多い。 

 

 G.市 場 型  

  本類型は、生鮮食品を扱う店舗が集積する通りにあたり、①店舗を持つ商店街、②沿道に店舗

はなく、時間帯を限定して露店が並ぶもの、③商店街の店先に露店が並ぶものの 3 種に区分され

る。②、③の露店については、組合等の組織に加入している者が出店できる。地場の商品が並ぶ

ため、観光地としても人気である一方で、地元に密着した商業体系でもある。錦市場、黒門市場は

周辺への大型店舗進出に対抗措置を採るなど、商圏を守ることに重きを置いている。 

 マネジメントの特徴としては、多くの来街者が営業時間に集中するため、交通規制や歩行者用道

路化を行っている点が挙げられる。上記③のような運営の場合、ハード整備は沿道商店街が担う。 

 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 3-7 倉敷市・美観地区             図 3-8 京都市・錦市場  
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多くの事例はこれらのマネジメントに留まるが、先にもふれた錦市場では良質な水を確保するため

の井水の管理、みち空間を用いた文化創出イベント、合同会社によるアーケード等のハード設備

維持財源を確保するための駐車場及び学生マンション運営など、ストリートのブランド価値向上や

持続性のある資金調達を目指した多角的な取組みを行っている点で先進的である。 

 

 H.専 門 店 街 型  

  本類型は、例えば電気製品や古本など特定の商品に特価した専門店が集積する商店街であ

る。これらのストリートは、歩行者天国やアーケードの設置、美化活動といった歩行者空間に対する

措置を行う一方、大型屋外広告物、彩度の高い広告物を壁面に備えるなど、個店の主張が強いも

のが多い。大都市、且つ比較的幅員が大きい幹線街路の一部区間であるものが多く、日本橋筋

商店街や神保町古書店街では年に１〜数回の大型イベントを開くことで専門店街としてのイメージ

を定着させている。 

 

I.自 然 ・地 形 資 源 及 び寺 社 隣 接 商 店 街  

 本類型は、以下の自然・地形資源隣接商業型と寺社隣接商業型に区分される。 

①  自然・地形資源隣接商業型  

 商業地であるため大半は商店街が主体であるが、河川・用水整備と一体的に管理が行われ

る場合、周辺住民もマネジメントに関心を持ちやすい。ハード整備を伴う場合は、河川と一体

的に行い、遊歩道的な位置づけとして財源を確保しながら、歩行者空間充実化を行っている

事例が多い。例えば、金沢市のせせらぎ通りは、同市の用水保全条例に基づき、通りと並行し

て流れる鞍月用水の開渠化と合わせて街路整備を行い、オープンスペースを遊水施設として

整備した。整備後、地元商店会に加えて、市民によるまちづくり研究会が発足し、せせらぎマ

ルシェなどストリートの利活用が活発化している。 

 

②  寺社隣接商業型  

  いわゆる参道で、本章で選定したメインストリート全体に占める割合が大きい。本類型では、沿道

建物とみち空間に対して一体的にマネジメントを実施する傾向にある。また、世代を問わない来街

者が訪れるためだと考えられるが、特に交通空間の再配分に取り組む事例が多く、全国に先駆け

た施策がみられる。例えば、アーケード商店街（現在は撤去）にバスを走行させ、トランジットモール

化した金沢市の横安江通りや、歩車道の区分をあえて曖昧にし、お互いに注意喚起しあうことを意

図したシェアド・スペースの概念を取り入れた出雲市・神門通りが挙げられる。 

  さらに、商店街として空洞化、もしくは建物が老朽化しても、参道であるということが一つのアイデ

ンティティとなり、若手起業者やアーティスト、住民を新たに呼び込むことが出来ている点も、本類
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型の特徴である。そうした事例として新潟市の上古町、長野市の善光寺仲見世周辺、名古屋市の

覚王寺商店街が挙げられる。周辺の地域住民の暮らしに密着しており、マネジメント組織としては

商店街に限らず、協議会や会議体形式をとるものが多い。 

                

J.商 店 街 ・ショッピングストリート型  

 本類型は、商店街や小売店の集積が顕著なストリートであり、130 件と該当する数が多い。前述し

たとおり、立地条件及び幅員で分類し、以下のとおり、区分する。 

J-1 駅前型（幅員 12ｍ以下、鉄道駅近隣） 

 類型 J の中でも、鉄道駅と接続している所謂「駅前通り」であり、大半が首都圏に立地するもので

占められている。都心にある場合は、周辺の昼夜間人口の大きさと立地の利便性から、通行量が

多い。事例のうち 11 件は全蓋式アーケード商店街に該当し、多くはアーケード及び街路灯の維持

管理等に留まっている。このようにアーケード商店街は、ともすると画一的になりやすいが、尾道市・

本通り商店街や神戸市・三宮センター街といった地域では、NPO や建築家団体の活動が受け入

れられ、沿道のリノベーション（本通り商店街）やベンチ設置の実験（三宮センター街）を実施するこ

とで、沿道店舗やみち空間の個性化をもたらしている。こうしたマネジメントの取組みがない場合も、

昭和の雰囲気や界隈性（立石仲見世）、チェーン店だけではない店舗の多様性（戸越銀座商店

街）があれば、地域外の来街者にも人気のストリートとなっている。 

 一方、アーケードを持たない商店街・商業地は、竹下通り、鎌倉市小町通りのように交通規制や

コミュニティ道路の形式で歩行者に配慮したものが多い。 

幅員に注目すると、8～12ｍの通りでは、第 2 章で事例として挙げた横浜市元町商店街や自由

が丘のストリートのように、景観維持や十分な歩行者空間の確保に係る地区計画を設ける他、先に

挙げた三宮センター街、秋田市仲小路におけるミュージアムストリート及び秋田杉街並みづくり推

進事業のようにデザインにこだわったファニチャーを設置して、利便性と街並みの賑わいを演出す

るといった活発なマネジメントがみられる。 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

  	 

             	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 3-9 鎌倉市・小町通り 
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J-2 コンセプト明確型（幅員 12ｍ以下、鉄道駅と離れた立地） 

 本類型は、鉄道駅と離れた立地であるため利便性があまり高くないが、商店街・商業地としてのイ

メージが強い事例で、マネジメントのコンセプトも明確である場合が多い。①地方都市中心市街地

を代表する商業地、②リノベーション・コンバージョンが集積した商業地、③横丁・飲食店街が集積

した商業地に大別する。マネジメントが盛んである①と②について以下に特徴を示す。 

①地方都市中心市街地  

 中心市街地活性化事業と協調したマネジメントを行うストリートが多い。そのため、主体としては商

店街、まちづくり会社が中心的であるが、支援的な立場をとる NPO や学術機関が鍵となる働きを

担う事例も見受けられる。 

 空間的特徴として、広島市・はりまや橋商店街、明石市・魚の棚に代表されるような大型の全蓋

式アーケードを持つ通りが、本類型に含まれておりアーケードの再整備によってシンボル性を高め

ようとしている。つまり、商店街が大規模・大空間のアーケードを維持管理できる財政的余裕、来街

者数を保持するとともに、一般的な雨よけとしてのアーケードではなく、美観要素としての位置づけ

を行っていると言える。そのため、J-1 の駅前型のアーケード空間とは異なり、高松市・丸亀町商店

街、大阪市・心斎橋商店街のようにアーケードに覆われていても、沿道建物とみち空間を合わせた

デザインコードや協定によるコントロールを行っている。同時にこれらは、不動産の所有と利用の分

離に取り組んでいる代表的事例でもある。商業集積が来街者を引きつける主要素である本類型の

マネジメントにおいて、テナントミックスの観点の取組みが不可欠とされていることが明らかである。 

 一方、アーケードを持たない通りでは、豊後高田市・昭和の町、長浜市・黒壁スクエアエリア内の

ストリート、松江市・京店商店街、宮島・表参道商店街のように、既存の観光資源との連携、もしく

は建物活用により新たに観光拠点を創出することで、来街者を引きつけている。 

 

  

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 

    図 3-10 香川県高松市・丸亀町商店街        図 3-11  熊本市・上之裏通り 
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 また、利活用については宮崎市・一番街及び若草通りの街市や和歌山市・ぶらくり丁のマルシェ

イベントなど、複数のストリートや広域エリア連携型の活用がみられる。日常的な利活用促進の面

で工夫がなされている例としては丸亀町商店街が挙げられ、再整備時に民地を拠出することで、

街路上に民間側の裁量が大きい、広場的な活用をできる空間を確保している。 

 松江市や富山市・総曲輪では、沿道に第 2 章においても触れた条例広場を備えており、広場を

拠点としたソフト事業の充実化が目指されている。 

 

②リノベーション・コンバージョン集積 

 空き倉庫等の低利用物件が多い地域や、通行量の多い本通りの脇にある通りにおいて、キーパ

ーソン・キーテナントがリノベーションやコンバージョンを行ったことが契機となり、現在進行形で店

舗が集積している通りである。利便性も求められる上述①のストリートとは異なり、集積の密度よりも

店舗の個性で来街者を惹きつけている。	 

 例えば、宮島・町家通り、熊本市・上之裏通りでは、初期のリノベーションに関わったキーパーソン

が、継続的に後続の店舗のデザインもしくはフィルタリングする役目を担うことで、一定レベルのデ

ザインの質が保たれている。 

 前述したような立地条件下にあり、落ち着いた空間で大衆向けでないなど「裏通り」であることを

良さとしているため、歩行者動線を誘導するようなハード整備よりも、治安維持・美化の取組みが多

くみられる。その一方で、乙仲通や立花通りなどでは、イベントを契機としてその後の組織的な取組

みに発展しており、みち空間の活用は、本類型のマネジメントの初動期に体制を確立していく上で

一定の役割を果たしているといえる。 

 

J-3 ショッピングストリート型  

 本類型は、特にファッション性の高い商品を取り扱う小売店の集積をもつ、都市を代表するような

通りが多く含まれる。沿道建物の景観・用途のコントロール、歩行者空間の創出を両立しているも

のが多い。なお、歩行者空間の創出方法については、24 時間のオープンモールである横浜市・伊

勢佐木モールを除いて、歩行者天国の方法をとる。 

 また、丸の内仲通りや横浜市野毛本通りのように、沿道の建物更新が進み、開発圧力が比較的

大きい通りでは、セットバック等により街並みを揃える方法をとっている。 

 本類型には、エリアマネジメントで注目される銀座・中央通りのように旦那衆が意思決定に影響を

与える商店街組織や、天神・明治通りのように地域の有力事業者、地権者がマネジメントに関わる

ストリートが含まれる。このようなストリートでは、エリアマネジメントにおける面的な取組の中心軸とし

てメインストリートの高質化や利活用を行っている。 
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       図 3-12 東京都丸の内・仲通り            図 3-13 松山市・大街道  	 

 

 J-4 広幅員型  

 100m 道路である名古屋市久屋大通や広島市平和大通りが含まれ、緑地帯でのオープンカフェ

のように、類型 C の広幅員街路と同様に、美観を確保しつつも空間利用の密度を高める方法がと

られている。他方で、名古屋市南大津通のように沿道に商業施設が集積している場合は、平常時

でも人通りが多いため、期間を限定しての歩行者天国や道路全面を使用した催しを行っている。 

 

K.地 域 イベントイメージ型  

 本類型は、通り名よりも、地域の代表的な催しの開催場所としてのイメージが強い通りである。 

 長野市中央通り、桜町本通り、甲州街道、諏訪町本通り、紺屋町シンボルロードのように、祭りに

合わせたハード整備がなされているが、通常時は自動車交通量が多い、または沿道が住宅である

ことにより目的地とならず通過されてしまうことが、その要因として考えられる。 

 八戸市三日町・十三日町、青森市新町商店街、山形市七日町等、沿道が商店街の場合は、近

年、再開発や空き地活用により、日常的な賑わいに寄与する拠点づくりを行っている。 
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3.3.2 マネジメントに参加する民間組織の特徴 

 次に、図 3-14 に示すようなマトリックス（横軸：各類型の沿道建物・敷地とみち空間に対するマネ

ジメントの内容、縦軸：各類型のマネジメントの対象範囲と方向性）を作成した。横軸の項目として

は、沿道における「開発」、既存の建物の修繕・リノベーション・コンバージョンや低未利用敷地のイ

ベント等活用を行う「ストック活用」、沿道建物、みち空間、もしくはこれらを一体的に対象とする「景

観」整備、みち空間の「利活用 /催し」、周辺地域全体の交通ネットワークについて考慮する必要が

ある「再配分・交通」に大別した。また、各類型に多くみられる中心的民間組織の種類を表記した。

その結果 A~K の類型と、中心的組織の種類について対応関係がみられる。 

 また、全類型で共通する点を整理すると、3.3.1 より、マネジメント初動期から存続する組織が、ス

トリートの計画理念継承の役割を果たしていることが特徴として挙げられる。他方で、例えば近江八

幡市  (類型 C-4)のケースにおける青年会議所、阿蘇市 (類型 C-3)のケースにおける若手商店主、

尾道市 (類型 J-1)のケースにおける NPO の事例のように、地縁に縛られない外部組織または若手

組織が、社会情勢が転換した際などに、柔軟にマネジメントの方向性の修正を担う傾向にある。以

上より、長期間にわたるマネジメントにおいては、初動期から存続する組織と、外部組織・若手組織

が機能分担することで継続性が高まっていると考えられる。 

 

3.3.3 メインストリートのマネジメントの方針       

 さらに、異なる類型間におけるマネジメントの対象範囲と内容に関して、共通項を整理することで、メ

インストリートに対するマネジメントで採られている方針を明確化する。 

 整理した結果が図 3-14 の縦軸であり、マネジメントにおいて沿道に対して重点が置かれる類型を

「線的」とし、そのうち景観的統一が重視される「線的 /景観統一性」と商業の集積が重視される「線

的 /商業集積」に区分した。また、沿道と周辺地域における分散的取組みを協調させる場合につい

て「面的 /協調」とした。メインストリートのマネジメントはこれら 3 つの方針にまとめられ、それぞれにつ

いて特徴を以下に示す。 

 

(1)「線的 /景観統一性」 

 自然・地形資源、寺社、または文化施設・文化財が隣接するストリート、広幅員街路、ショッピング

ストリートが該当する。ストリート空間に係る事業による受益が大きい沿道の地権者、商店街、住民

といった主体が主導する場合が多く、沿道のストック活用と交通空間再配分・交通対策に取組む

傾向にある。 
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図 3-14  各類型のマネジメント内容(濃い色ほど重点的に取り組まれている内容) 

(2)「線的 /商業集積」 

 商店街型、市場型、専門店街型が該当する。商店街もしくはまちづくり会社が、テナントミックスな

ど店舗の集積を維持するための事業、みち空間の利活用、交通空間再配分・交通対策に取組む

傾向にある。リノベーションや交通空間再配分など、近年の取組みにおいては、協力者・アドバイザ

ーとして NPO 等の外部組織の果たす役割が大きい。 

 これら(1)、(2)は共通して、近世〜戦災復興期からのメインストリートを多く含むことから、統一性や

集積を維持するために長期的にわたるマネジメントが行われてきており、交通空間再配分・交通対

策などみち空間に対する取組みを行うものが多い(図 3-12 グレー部分)。 

 

(3)「面的 /協調」 

 近年メインストリート化したものが多い、沿道への集客資源の集積度があまり高くないリノベーショ

ン・コンバージョン型商業ストリートや歴史的イメージ形成型、沿道文化資源発掘発掘型、またはス

トリートの後背地に地域資源が面的に分布する世界遺産・文化的景観型、特産品生産拠点型が

該当する。 

 特定のストリートを主な対象としながらも、事業によっては他のストリートにも活動範囲を柔軟に設

定出来る組織体制をとり、建物ストック活用及び景観維持について中心的に取り組んでいる。沿道

のみち空間、または低未利用地を活用した催しを契機に、マネジメントを行う体制が組織化された

事例が含まれる。 
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3.4 おわりに 
 本章で得られた知見に基づき、国内のメインストリートのマネジメントの特徴を示して結論とする。 

 

(1) メインストリートの空間的特徴のパタン 

 本章では、メインストリートを①都市機能集積による都市軸・都市幹線街路としての位置付け、②

都市内の他のストリートと比べて頻度・密度の高い空間利用、③都市を代表する催し等の空間活

用  のいずれかにより、歴史、賑わいや地域文化を、来街者及び住民に感じさせることで、都市全

体ま たは地区の‘イメージ’を形成している象徴的なストリートとして定義した。 定義にあてはまる、

169 自治体の 373 のメインストリートを抽出し、それらの空間的特徴（観光資源の種類、立地条件、

幅員）に応じて、コレスポンデンス分析及びクラスター分析を行い、メインストリートの空間的特徴に

ついて 11 の類型を提示した。 

 

(2)ストリートの空間的特徴とマネジメントの対応関係  

 次に、類型ごとにマネジメント内容を整理した結果、類型が同じメインストリートは互いに、同様の内

容に取り組む傾向があることが明らかになった。各類型のストリートの空間的特徴とマネジメントの対

応関係について概要を示す。 

A.特産品生産拠点型 : 沿道や近隣に伝統的産業の生産拠点、または特定の地域や民族の食文化

等を活かして商う店舗が集積している。そうした拠点の個性が強く、その個性に沿った意匠を考案し、

景観整備することで観光資源とできる点が利点である。生産拠点として稼働している沿道建物の一

般開放や、使われなくなった施設の活用により集客を試みている。 

B.世界遺産・文化的景観型：世界遺産や文化的景観に配慮した眺望改善の必要性や、長い延長

距離を持つこと、地域資源への経路としての利用度の高さといった観点から、沿道の住環境や経済

活動を妨げない範囲での、面的なエリアとしての景観改善や来街者の移動の円滑化、沿道への立ち

寄り・滞在場所の確保が必要である。 

C.文化施設・文化財隣接型：沿道建物の移築・改築などによる大規模な景観整備を行った事例、こ 

れまで歴史的価値を持つものとして、注目されてこなかった民家や店舗、施設跡地、自然資源等を

地域資源として発掘する事例など、同類型の中で、具体的取組み内容がさらに細分化されるが、スト

リートに何らかの「文化的」価値を向上させることを意図している点で共通している。 

D.温泉まちなみ型：商業の集積が比較的少ない温泉地であり、シンボル施設の再生やまちなみ保存

の拠点を開設するなど、温泉施設以外の建物用途の多様化を行っている。 

E.自然・地形資源影響型：8割強が重伝建地区に該当しており、景観マネジメントに長く取り組む事

例も多い。鉄道駅との接続性が低い立地で、生活には自動車が必要だが、歴史的景観を楽しむ歩
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行者との共存が課題であるとみられる。そのため、自動車交通規制、交通空間の再配分、社会実験

などの交通対策を行っている。 

F.歴史的イメージ形成型：重伝建地区ではないが、歴史的資源が散在しているため、アーケード撤去

や低・未利用の沿道建物の活用密度を上げることで、来街者が歴史を感じることができるまちなみとし

てのイメージを形成しようとしている。小口の出資を募って運営費を賄うものが多い。 

G.市場型 :生鮮食品を扱う店舗が集積するストリートで露店が並ぶものも含む。地場の商品が並ぶた

め、観光地としても人気である一方で、地元に密着した商業体系でもあるため周辺への大型店舗進

出に対抗措置を採るなど、商圏を守ることに重きを置いている。 

H.専門店街型：専門店が集積する商店街である。これらの通りは、歩行者天国やアーケードの設置、

美化活動といった歩行者空間に対する措置が中心である。一部のストリートではさらに、年に１〜数

回の大型イベントを開くことで専門店街としてのイメージを定着させている。 

I.自然・地形資源及び寺社隣接型商店街 : 河川・用水や寺社など、沿道だけではく、周辺住民にと

っても生活の拠り所となる資源があることで、研究会、協議会や会議体形式でマネジメントに多様な

主体が参加する。遊歩や散策に向いた空間であるため、歩行者空間充実化がなされている。 

G.商店街・ショッピングストリート型 : 地域を代表する商業を中心としたストリートである。同類型の中で、

さらに空間的特徴及び具体的取組みが細分化されるが、共通して賑わい創出及び沿道テナントの充

実化が不可欠である。 

K.地域イベントイメージ型 : 祭りに合わせたハード整備がなされるなど、通り名よりも、代表的な地域の

催しの開催場所としてのイメージが強い通りである。沿道が商店街の場合は、再開発や空き地活用

により、日常的な賑わい創出の拠点づくりを行っている。 

 

(3)メインストリートのマネジメントの特徴  

 さらに、3.3.3 より上述のマネジメント内容は、メインストリート化した時期に着目すると、①持続的な

管理運営を行ってきた近世〜戦災復興期以来のメインストリートにおける、「線的 /景観統一性」、

「線的 /商業集積」、または②近年メインストリート化した事例における「面的 /協調」の 3 つの方針に 

 

図 3-15 段階ごとの重点的取組  
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まとめられる。 

 これらと、3.1.2 に示したメインストリートのマネジメントが経る 3 つの段階を対応させると、①ストリー

ト化の段階では沿道建物の用途転換、②メインストリート化の段階においては、沿道の景観向上及

び産業集積、みち空間の利活用推進、③メインストリートとしての持続的な管理運営の段階では、

沿道の景観維持に係るルール整備及び建物用途のコントロール、みち空間の交通空間再配分、

利活用及び高質化に重点が置かれていると言える(図 3-15)。つまり、地域のイメージを形成するよ

うな象徴的なメインストリートのマネジメントにおいては、①空間的特徴だけではなく、②ストリート化、

メインストリート化、持続的な管理運営のいずれの段階に該当するかを考慮し、適正な実施内容を

決定すべきであると言える。 
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注釈	 

注1)滋賀県長浜市の黒壁スクエアを代表事例として挙げ、住民と来街者の交流に重きを置いた「都市の中心市

街地（まちなか）が持つ“生活文化”を都市づくりに活かし、そしてそれを楽しむ身近な旅」と定義している。 

注2) アーケードは昭和30年消防本部長、建設事務次官、警察庁次長通達では幅員４m以上８m以下とされてい

たが、地方分権一括法により、地方公共団体の判断で可能になった。さらに2006年の道路法施行令改正より交

差点上空の占用も認められている。 
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第 4 章 ストリートの歩行者専用空間化とマネジメント 
 

4.1 はじめに 

 

4.1.1 背景 

(1)国内における直線型モール化の普及  

 中心市街地における毎日及び終日の恒久的歩行者専用道路は、モータリゼーションに伴い悪化し

た都心部の交通問題及び大気汚染等の環境問題の改善を目的に多くの都市で導入が進められて

きた。特に欧米では、戦後、オランダ・ロッテルダム市のラインバーンを皮切りに、アメリカの都市を中

心に直線型モール導入が進んだ。70 年代にかけては、城郭都市の構造を活かしたドイツ・ミュンヘン

市の事例や、公共交通計画と一体的に行われたブラジル・クリチバ市の事例のように、歩行者空間の

ネットワークを都心部に面的に拡大していく方策がとられた(図 4-1)。 

 日本初の車道の恒久的歩行者専用化 (1972 年 )に取り組んだ事例としては、本研究の対象である

旭川市都心部における平和通買物公園 (以下、買物公園 )が知られており、道路法に歩行者専用道

路が規定される契機となった。買物公園は、アメリカ都市型の直線型モールを第 1 期、その後のネット

ワーク型モールを第 2 期とすると、第 1 期型の整備方法を採ったといえる。その後、例えば呉市・れん

が通りなど、買物公園をモデルケースとした商業地の直線型モールが普及しており、国内のストリート

空間に与えた影響は大きかった。 

公園的空間への転換、滞在場所の充実化を行う再々整備が計画されているアメリカ・ミネアポリス

のニコレットモール(トランジットモール)など一部を除き、直線型モールは世界的にみて縮小傾向にあ

る中、買物公園は、再整備を経ながら 40 年以上にわたり、歩行者専用空間としてマネジメントされて

きた。 

 

 

図 4-1 モール整備の動向の概要  
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(2)中心市街地におけるストリートの現況  

 国内都市におけるストリートの歩行者専用空間化は、先述したような商業地の直線型モールに留ま

らず、第 3 章に示した自然・地形資源影響型（多くが重伝健地区）や参道型のメインストリート等にも

適用されてきた。近年は、高齢社会化や中心市街地の空洞化といった社会的課題に関連し、都心

の魅力向上に寄与する回遊性と賑わいを創出する方策として、さらに注目されている。特に地方都市

においては、2000 年代以降、商店街のアーケード撤去によるオープンモール化が増加しつつある（第

2 章）。  

 これら中心市街地のストリートの多くが、①比較的長い延長距離・区間を対象として、②沿道を中心

とした多数の事業者・住民と、方針を合意形成していく方法で、マネジメントされてきた。今後のストリ

ートの歩行者専用化も同様の条件下で行われるとみられ、これらを踏まえた上でマネジメントを地元で

持続的に担っていくことが成功の鍵となる。 

買物公園は、JR 旭川駅を起点に南北にのびる、全長約 1,050m、幅員約 20m の商店街の中心街

路であり(図 4-2)、沿道に立地する多数の事業者がマネジメントに協力してきた。つまり、上記①、②に

示した特徴を持ちながら、長期間のマネジメントを継続してきた先駆的事例であると言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      図 4-2 旭川市中心市街地における平和通買物公園の位置 注１）  
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4.1.2 目的 

以上の背景の下、本章では約 40 年間にわたる買物公園における取組みを、歩行者専用空間化

を伴うストリートデザイン・マネジメントの代表事例として位置づける。 

まず、計画・整備段階、管理運営段階、再整備段階における一連の取組みについて、買物公園

の長い延長距離を踏まえて、取組み内容のうち合意形成、資金調達、広域計画との対応関係に焦

点をあてながら変遷を整理し、社会情勢との対応関係からみたマネジメントの特徴を明らかにする。 

  次に、周辺地域の現況及びストリートの利活用の状況を整理し、これまでのマネジメントが沿道及

び周辺地域にもたらした影響を明らかにする。また、現在の利活用促進に係る官民組織間の連携方

法を整理し、マネジメントの組織的取組みについて特徴と課題を示す。さらに、沿道商店主や来街者

といったストリート利用者による評価を踏まえて、再整備を含む長期的マネジメントの効果と課題を明

らかにする。 

 以上の結果を総括し、第 1 章に示したストリートデザイン・マネジメントの観点に基づく、①地域住

民・来街者のアクティビティ、②合意形成、③新たに計画されたハードと既存ストックの一体的管理運

営、④広域計画、及び地域経済・地域生活との相互影響、⑤社会情勢及び経済情勢の変化への対

応、を分析の視点として、買物公園の特徴からみた歩行者専用空間化を伴うストリートデザイン・マネ

ジメントにおける留意点を提示する。 

 後に、歩行者専用空間化を伴うストリートデザイン・マネジメントよる効果と、ストリートが継続的に

利活用されていくための、自治体及び沿道地域主体の役割を提示することを目的とする。  

 

4.1.3 研究の方法 

 はじめに、マネジメントの変遷については、文献調査及びヒアリング調査の結果を時系列に整理した。

文献調査は買物公園の計画に関する資料注 ２）、地図、新聞記事等に関して実施し、ヒアリング調査は、

①同市の土地利用計画・交通計画については旭川市の行政担当者に、②マネジメント体制や再整

備時の経緯については商店街振興組合及び沿道の商店主に、③再整備時の設計等については当

時の設計者に対してインタビュー形式で実施した。 

 買物公園の現況に関しては、まず、買物公園の周辺地域の現況について、現地調査により周辺建

物用途と土地利用、資料調査により再開発事業の概要及び路線価を整理し、これまでのマネジメント

による影響を明らかにした。次に、ストリートの利活用の方法に関しては、近年実現したイベントの内容

と平常時の空間利活用の状況について、現地観察調査に加えて、市土木部、沿道の商店街振興組

合や一般社団法人などへのヒアリングを行い、整理することで明らかにした。上記の結果と、市行政、

商店街や NPO 等へのヒアリングから整理した官民の組織の活動内容、地域民間組織の分布とを合

わせて分析し、官民の役割分担及び地域民間組織間の連携体制を明らかにした。 

 さらに、買物公園への評価について利用者である商店主へのヒアリング及び来街者へのアンケート
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調査を実施し、マネジメントの効果と課題について分析を行った。 

 後に、買物公園の特徴と課題を踏まえて、歩行者専用空間化を伴うストリートデザイン・マネジメ

ントを行う上での留意点を導出した。 

4.1.4 既往研究 

(1)歩行者専用道路、歩行者空間の研究  

  歩行者専用道路については、Uhlig による代表事例に関するケーススタディ 1)や、Brambilla らによ

る代表的計画の手法、設計と運営主体に関する調査 2)等、70~80 年代に欧米を中心に多数の研究

がなされているが、長期間にわたるマネジメントの方法や仕組みに関する研究はほとんどみられない。 

 国内では、交通工学の地区交通の観点から歩行者空間に焦点をあてた研究 3)や、地理学の観点

から歩行者天国の空間管理の動向に注目した研究 4)、都市計画の観点から歩行者天国における来

訪者の行動分析 5)等がなされている。特に歩行者専用道路については、買物公園を含む先駆的事

例の構想や設計等の記録 6)7)が整理されているが都市計画の観点から先駆的事例の整備後の実情

を再評価する研究はほとんどない。また、公共空間のマネジメントに関する研究では計画及び整備期

8)、もしくは維持管理及び活用期に焦点をあてたもの 9)が多く、各期を通した研究は、ほとんど見られ

ない。 

(2)買物公園に関する研究  

買物公園については、石脇らにより空間の変遷や現状の政策の整理から中心市街地衰退の原因

を抽出する研究 注 ３ )がなされている。また、地理学、土木工学及び経済学の観点から第一期整備当

時や現状の課題を指摘した研究 10)-12)がある。 

買物公園のマネジメントに関する研究は、江口 13)による通行量、従業人口、沿道商店街の売上げ、

といったデータや郊外住民へのアンケート結果に基づく分析がなされている。  

 しかし、国内の歩行者専用道路の先駆的事例であるにも関わらず、長期間にわたるマネジメントの

変遷を整理した研究、現在の利活用方法を明らかにしたものはほとんどない。 

(2)ストリート空間の利活用  

 一般的なストリートの利活用に関しては、オープンカフェなど道路上の空間活用方法に注目したも

の 14)、利用実態 15)や利活用実現に至る合意形成や法整備等の取組過程を整理するもの 16）が多く、

本研究のように、官民多主体のマネジメントの特徴と課題の整理、利用者による評価について、一体

的に分析した研究は少ない。  

以上より、本研究は、我が国初の歩行者専用道路として整備され、今日まで維持されてきた先駆

的事例の長期間にわたるマネジメントを対象に、歩行者専用道路のマネジメントの留意点を整理する

研究としての意義を持つと共に、時系列で整理した希少なデータを提供する研究としても位置付けら

れる。  
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4.2 旭川市平和通のマネジメントの変遷 

 本項では、まず、買物公園の計画・整備方法を整理した後、その後のマネジメントに焦点をあて、取

組みの変遷を通してみたマネジメントの特徴を明らかにする。 

 

4.2.1 歩行者専用道路の計画・整備  
 まず、買物公園の計画に至った政策的背景と自治体行政による買物公園の位置づけを整理した

後 、①合 意 形 成 、②資 金 調 達 、③広 域 計 画 との対 応 関 係 に焦 点 をあてながら、計 画 ・整 備 段 階

(1965-72 年 )についても取組み内容を示す。 

(1)政策的背景と買物公園の位置づけ 

 1960 年代当時、旭川市は、当時市長であった五十嵐広三氏を中心に全国にさきがけた都市政策

を行っていた自治体 (表 4-1)の一つであり、1965 年に『伸びゆく大旭川 :まちづくりの方向』17)という長

期計画を策定し、その中で、都心の商業振興と高度利用及び不燃化の誘導を主な目的とした平和

通の歩行者専用化である「買物公園」の構想 (図 4-3)が公表された。また、市長は歩行者専用道路の

整備に対して、①都心機能を担う、②市民のための広場・人間性のある道路で、③市民参画のプロ

セスを経て、④時代変化に対応する維持もしくは整備を行うもの、として旭川市及び中心市街地内の

重要な公共空間としての位置づけを行った 18)19)。 

               表 4-1 革新自治体によるストリート空間に関わる都市政策事例  

旭川市(五十嵐広三) 平和通買物公園（歩行者専用道路） 

東京都(美濃部亮吉) 東京都中期計画 (シビルミニマムの規定) 
歩行者天国の実現(→第５章参照) 

横浜市(飛鳥田一雄) 都市デザイン行政発足 

京都市(舩橋求己) 市街地景観条例 

	 

        図 4-3 旭川市による 60 年代の当初構想（出典：旭川市：あなたの買物公園）  
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(2)計画・整備段階  

①合意形成  

 前述の長期計画が策定された翌年の 1966 年、市は官公庁の担当者とともに「旭川都市整備委員

会」を立ち上げ、同委員会と国土計画協会に対して、より具体的な買物公園の基本構想策定を委託

した。同時期に、市長の支持母体である青年会議所が、平和通の沿道に立地する平和通商店街と

三和商店街に対して協力要請を行うなど、市と関連主体とで実現に向けた検討が開始された。 

 「企画会議」での協議が始まり、平和通における歩行者天国の社会実験が目標とされた。しかし、当

時の道路交通法において車輛通行禁止は、恒例的な行事と道路の維持修繕のみに認められており、

道路管理者、警察、消防及び陸運関係者らは実験に否定的だった。そのため企画会議の構成員ら

はそれらの主体に対する説得に加え、前述の旭川都市整備委員会と連携しながら、運輸省、警察庁、

及び建設省と交渉し、道路交通法に対処する必要があった。 

 地道な交渉の後、当時の道路法で占用物件として規定になかった噴水、花壇、樹木、ベンチ等の

仮設も認められ、公園を連想させる空間構成にて社会実験 (1969 年 )が実現した。実験は成功し、歩

行者専用道路の恒久化に向けて世論が高まった。 

 

②実施設計立案と整備費用調達  

 社会実験の際に自動車交通流への影響についても調査した結果、問題が見られないことが確認で

きたため、事業実施に踏み切ることとなり、実施設計立案と整備費用調達がなされた。 

実施設計者は上田篤氏 (当時、京都大学助教授 )である。その設計意図は[1]クロソイド曲線を描く

施設帯によるシークエンス景観への配慮、[2]植栽や休息空間を設けた公園を連想させるデザイン、

[3]旭川産のレンガを用いて地域性を反映することであった。また、計画への地元の人々の参加を重

視し、ファニチャーについて市長と商店街の意見を取り入れ、彫刻と原色の遊具を混在配置した 6）。 

 1970 年以降、企画会議が「企画委員会」として組織化され、商店街による積立を誘導し、整備費用

は市と商店街で折半することとした(表 4-2：第一期整備 )。その際に商店街が事業主体として新たな

設置物を全て市に寄付採納した上で、市が管理運営を企画委員会に委託する方法をとることを定め

た。 

表 4-2 社会実験及び歩行者専用道路の大規模整備における主な費用分担（単位：百万円）注４）  

 

 社会実験  
(1969 年 ) 

第一期整備  
(1972 年 ) 

再整備  
(1998~2002 年 ) 

市  2 30 約 1,800 
商店街	 6 30 約 300(自主事業費 ) 

その他  2 
(スポンサーの寄付を含む) 0 

約 1,170 
(国の街路事業及び 
電線共同溝整備事業を含む) 

計  10 60 約 3,270 
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③第一期整備実施と広域計画との対応関係  

 1970 年、市が国道と道道の各々を、平行する街路へ移管した後、平和通を市道かつ道路法上の

歩行者専用道路とし、1972 年に第一期整備が完成した。 

 なお、1971 年の「旭川市都市再開発構想及び平和通買物公園設計に関する調査研究報告書」20）

に基づいた整備計画は、二期に分けた計画内容で構成されていた。第一期整備に続く、官民協働

による第二期整備案として計画されていた、再開発、沿道建築物に付設した二階回廊による交差点

部の動線の分断の解決、業務用の集荷センターの設置等を行う総額約 325 億円に及ぶ案は実現に

至っていない。また同案では、鉄道駅から離れた北端部（八条通側）沿道について、住宅と集客核、

バスターミナル形成等の拠点開発を計画したが、これらも市全体の土地利用及び交通計画に反映さ

れるに至らなかった。  
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4.2.2 歩行者専用道路のマネジメント 

 次に、文献調査 21)-42)とヒアリングに基づいて第一期整備以降の変遷を整理し、以下のⅠ〜Ⅴ期の5期

に区分した注 ５）。第一期整備完成から第二次オイルショック発生翌年までの、歩行者専用道路の活

用が進んだ1972~80年を第 Ⅰ期、維持する中でマネジメント上の問題が蓄積し1980~86年を第Ⅱ期、買

物公園の再整備の検討が本格化し実施決定する1986~97年を第Ⅲ期、再整備の着工から完成まで

の1997~2003年を第Ⅳ期、再整備後の活用期を第Ⅴ期とした。また、各期のマネジメント主体の歩行

者専用道路に対する問題意識を把握するために、沿道再開発、周辺交通及び歩行者専用道路の

デザインという項目別に、買物公園の整備計画案 33)-39),注 ６）の変遷をまとめた(図4-4,図4-5)。 

	 本項においても①合意形成、②資金調達、③広域計画との対応関係に焦点をあてながら、各期の

取組み内容を整理する。 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図4-4  買物公園の整備計画案の変遷と買物公園及び周辺空間の特徴の変遷	 
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第Ⅰ期:	 第一期整備後の管理運営期（1972〜80年）	 

 第 Ⅰ期は企画委員会（1969〜2012年現在）に加え、行政、商店街等の民間事業者、市民代表を主

体とした事業運営委員会（1973年発足）により管理運営及び利活用が進められた(表4-3)。 

(１)合意形成  

①第二期整備に向けた調整の難航  

 企画委員会が中心となり、第二期整備に向けて沿道商店主及び土地所有者に対する権利調整を

試みた。しかし、第一期整備のみでも通行量が増加した事や、第一期整備及び管理運営の負担を

原因として、中小商店主や土地所有者らは消極的であり、合意形成は難航した。  

②管理運営規則の決定  

 新たに設置された事業運営委員会は、市民による歩行者専用 道路の利活用の経過を見た上で

『平和通歩行者専用道路管理要綱』を設け、具体的な実施主体や内容を規定した。要綱では市民

の広場としてふさわしい利用が目指され、公共団体の広報活動や市民による文化的な催物を主な利

活用目的とする一方、沿道商店主による営利目的の利用を規制した。ただし、例外的に企画委員会、

公共団体、教育関連及び社会福祉関係の団体、市と共催する事業団体が主催の場台による収入、

遊具使用料、ショーケース使用料 )や市補助金からの支出を含む約2千万円 /年を負担するとした18)。 
	 

 表4-3 第Ⅰ期のマネジメント体制注７ )	 

	 

(2)資金調達  

  第一期整備後、駅側を中心に複数の大型店が集積し、それら大型店が店舗前面の段差や公開

空地の整備を負担した。一方で、市行政も買物公園を契機に制度化された道路交通法や中小小売

商業振興法関連の支援を財源に、北側商店街の段差解消整備を行った。 

 管理に関しては、冬季の除雪費用及び電気代の3/4は市が負担する一方、商店街は植栽管理、清

掃、電気代の1/4について、買物公園による事業収入 (屋台による収入、遊具使用料、ショーケース使

用料 )や市補助金からの支出を含む約2千万円 /年を負担するとした21)。 

(3)広域計画との対応関係  

 買物公園に続く市内の歩行者環境の向上のため、街路数本を歩行者専用化した。しかし、有効な

モータリゼーション緩和策は採られず、基幹公共交通であるバスの利用者も減少に転じた。 

	 

組織名  構成主体	 検討内容	 

企画委員会  
商店街振興組合、市、商工会議所  第一部会 (総務、広報、調査 ) 

第二部会 (管理、造成、再開発 ) 
第三部会 (事業 ) 

事業運営委員会	 

	 

市民代表、商店会、	 

買物公園事務局、市・道路管理課、	 

関係行政機関	 

『平和通歩行者専用道路管理要綱』の規定に

もとづき、管 理 運 営 の基 本 についての必 要 な

事項を審議する。	 
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第Ⅱ期：マネジメント上の問題の蓄積（1980〜86年）	 

	 第Ⅱ期のマネジメントでは、オイルショックや少子化といった社会情勢の転換を経た上で、第一期整

備以来のマネジメントの問題点を見出し、それらの解決を迫られていたと言える。 

(1) 合意形成  

①第二期整備案の見直し 

 商店街有志は、「The Meeting」と題した議論の機会を持ち、社会情勢の変化を受けて、子ども連れ

家族の来街を想定した当時の歩行者専用道路のデザインについて問題提起した。 

②景観への問題意識  

 また、整備から 10 年以上経過する中で、商店主が既設アーケードの下で行っていたあふれだしが

歩行者専用道路の整備後もそのまま続き、一部は拡大していた。市民参加の象徴として、寄贈品等

が景観的配慮もあまりないままに施設帯 (後出図 4-6)に増設されることもあった。商店街有志は、この

ような景観の状況に対し問題意識を持った(商店街振興組合へのヒアリングによる)。 

(2) 資金調達  

  商店街の売上げはピークであったが、地価の急激な上昇に伴い土地所有者への課税額も上昇し

ていたとみられる注 ８)。こうした経済情勢の下でも資金調達は第 Ⅰ期と同様になされたが、前述の通り、

設置物や占有物が増えた分、維持管理の負担が増加していた注 ９)。  

(3) 広域計画との対応関係  

 市が 80 年代以降、郊外拠点開発を本格化した結果、市街地のドーナツ化が進行した。そうした土

地利用の変化から、さらなる公共交通利用者の減少や買物公園の商店主の職住分離とそれに伴う

商店主同士のコミュニケーションの希薄化が徐々に進んだ注 ８)。 

第Ⅲ期：問題解決のための再整備計画立案（1986〜97 年）	 

 商店街有志と大矢二郎氏 (当時、東海大学教授 )らが中心となり、社会情勢への対応とマネジメント

上の問題の解決を目的として第二期整備案に替わる再整備案の検討が本格化した。 

(1)合意形成  

①活性化協議会の立ち上げ 

 商店街が主導し、再整備に向けた視察や商店街の実態調査を重ねた上で、当時郊外部を重点的

に整備していた市を巻き込み「活性化協議会」を立ち上げた。 

②基本計画策定  

 同協議会は歩行者専用道路と商店街組織を共に再編することを目指し、1991 年に「旭川平和通

買物公園活性化基本計画報告書」(以下、基本計画 )を策定した。 

 基本計画の特色は次の 3 点である。まず、①シンプルな大人のための空間へと転換するために児童

遊具を取り去る等、特徴を大きく変化させる再設計案を提示した。但し、路面設計には曲線を描く施

設帯を取り入れる等、第一期整備と共通点を見いだせる部分もあった（図 4-4）。同時に、街区毎に異
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なる施設帯のデザインを取り入れたゾーン演出も見直し、代わりに②買物公園沿道の建築用途につ

いて 3 区分のテーマを持たせた。また、③商店街にまちづくり会社等の当時 新の地域小売業政策

の動向を取り入れ、通行量が微増に留まっていた北側沿道建築物について、中庭（パティオ）を付設

する店舗集団化を行うパティオ事業等の再開発を促進するとした。 

 基本計画策定には、市民代表が参加する他、シンポジウム開催や路面のサンプル展示公開など、

積極的な市民参加が図られた。 

(2)資金調達  

 歩行者専用道路の維持管理に係る資金調達は、第 Ⅱ 期の延長線上であり、同様の方法で行われ

た。また、調査や報告書作成は各種助成金を獲得する毎に行われた注 10)。 

(3)広域計画との対応関係  

 増加する自動車交通への対応策が、基本計画検討において、相対する 2 つの観点から議論された。

歩車共存道路の事例調査を行う一方、北海道庁からの歩行者空間の連続性確保の要請を受けて 
注 ９)、交通量の多い四条通交差点における歩行者の安全確保のために車道のアンダーパス化を検討

した。 

第Ⅳ期:再整備期（1997〜2003 年）	 

 再整備着工期にあたる第Ⅳ期では、市及び商店街は、大店立地法や三位一体改革等の国の制

度改革の影響を受けて、厳しい財政下に置かれたが再整備を完成した。	 

(1) 合意形成  

 実施設計について、①第一期整備の関係主体との協議がなかったこと、②20年以上親しまれた植

樹やファニチャーが多数取り去られたこと、③基本設計報告書以後から実施設計策定に至るプロセ

スの不透明性について、市民に加え、一部商店主からも批判を受けた。 

(2) 資金調達  

 1998年、再整備は国土交通省の街路事業の認可を受けて再整備を着工した。当時の地域小売業

政策は、既存ストック活用やソフト事業が盛んであったこともあり、関連予算を獲得できなかった。整備

は国の事業認可制度を活用できる範囲内に留まり、長年かけて策定した基本計画の完全な実現に

は至らなかった。   

 その結果、基本計画に示されたよりも簡素かつ直線的なデザインで 2003 年に完成した。沿道の再

開発はあまり進まなかったが、官民恊働で①ロードヒーティング設置と公開空地の屋内化、②まちづく

り協定と合わせた景観ガイドライン作成、③一部店舗の突出物件解消とファサード整備、④アーケー

ドと占有物の撤去、及び⑤電線地中化を実施した。 

(3)広域計画との対応関係  

 買物公園の大型店が郊外に流出するなど、ドーナツ化した都市構造の下で大店立地法の影響を

大きく受けた。このため、商店街は郊外大型店への対抗策として自動車交通を重視し駐車場の充実
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に力を入れている43)。 

第Ⅴ期:	 再整備後の管理運営期（2003〜12 年）	 

 第Ⅴ期には、都心の賑わい低下が顕在化し、買物公園を核とした382ha（図4-2）の区域を対象に

した「旭川市中心市街地活性化基本計画」事業（以下、中活事業）が承認された。	 

(1) 合意形成  

①沿道不動産の用途再編の試み 

まちづくり会社を設立し、北側における沿道不動産のテナントミックス事業等が進められたが、数件に

留まり、依然として空店舗は増加傾向にある 44）。 

②TMOによる歩行者空間活用支援  

 商工会議所がTMOとして、大型イベントが開催可能となった再整備後の歩行者専用道路の活用を

推進した。商店街も広報誌やホームページの充実により市民への情報発信の充実を図った。 

(2) 資金調達  

 再整備後、ファニチャー数が減少したことにより、維持管理に係る総コストは減少傾向にある注 9)。ま

た、再整備した空間の活用について中活事業関連の支援策の適用が可能になった。 

(3) 広域計画との対応関係  

①市内の土地利用及び交通の見直し 

 2000年代以降、市の総人口は減少傾向に転じ、2006年策定の｢第七次旭川市総合計画｣では、多

拠点型のコンパクトシティ政策へと転換した。中活事業にも反映され、市街地循環バスの運行等の公

共交通の強化を目指すと共に、高齢者居住法に基づく街なか居住、既成市街地内の公営住宅建替

え、そして駅周辺開発「北彩都あさひかわ事業」に伴う鉄道駅南側への新規住宅の立地誘導等によ

り中心市街地の居住人口を確保する事業を進めた。 

 但し、総合計画では多拠点の日常生活圏の利便性を向上するとしており、如何に高齢者を慣れ親

しんだ近隣コミュニティから住替え誘導するかという点では、未だ積極策を打ち出すには至っていない

と言える注 11）。 

②駅直結の商業施設誘致  

 2012年にJR北海道が旭川駅に直結の延床面積42,760㎡の商業施設誘致を決定した45）。そのため、

駅周辺開発による局所的な人口増加と合わせて、鉄道駅の求心性が更に高まると予想される。 

③補助交通の導入検討  

 商店街を中心に、補助交通導入や北側商店街への住宅用途の付加による高齢者の利便性向上

など、人口動態への対応を意識した将来の整備に関するアイデアが提示され始めた。しかし、補助交

通導入には、現在の路面が車両荷重に耐える素材でないことや、抵抗感を抱く市民や商店主の存

在から、実現に向けた動きは活発でない46)。 
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4.2.3 変遷からみたマネジメントの特徴 

4.2.2より得られた知見から、以下に、社会情勢との対応関係からみた各期におけるマネジメントの

特徴を整理する。 

買物公園では、①第二次ベビーブーム後の親子連れ来街者増加に対応した遊具設置などの道

路空間整備（第Ⅰ期）、②オイルショック後の大規模ハード整備中心からの転換と計画の見直し（第

Ⅱ期）、③バブル経済による来街者の急増とバブル経済後の低下を経て、膨らんだ維持管理経費と

低成長に対応した再整備計画の立案（第Ⅲ期）、④来訪者の年代層の変化を受けた遊具撤去、郊

外居住者の増加による商店街の日常的利用の低下に伴う週末や祝祭日の大型イベントに適した街

路構成への再整備、自動車交通増加を受けた駐車場整備がなされた（第Ⅳ期）。更に、⑤高齢化へ

の対応策としての補助交通の導入や沿道の住宅整備が検討されている（第Ⅴ期）。 

即ち、マネジメントにおいては社会情勢の変化への対応を歩行者専用道路の空間デザインの変更

を中心とするハード整備に主眼を置いてきたと言える。そのため、歩行者専用道路の再整備費用の

負担が膨らみ、市行政と沿道商業事業者の負担増へと繋がることになったと言える。 
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4.3 長期的マネジメントによる効果と課題 

 次に買物公園の現況から、再整備を含む長期的マネジメントによる効果と課題を明らかにする。 

 

4.3.1 周辺地域の現況  

 まず、買物公園の周辺地域の現況を整理し、再整備による影響を明らかにする(図 4-6,図 4-7)。 

(1)現況の周辺建物用途  

  2014 年 6 月に実施した現地調査に基づき、買物公園沿道 32 街区における建物用途を整理した。

街路ごとに各建物用途の間口距離に占める割合を基に、次頁に示す４つのエリア、つまり、買物公園

沿道・駅から 1~4 街区目 (宮下通~二条通 7~8 丁目 )に大型店が集積する【A】エリア、昭和通沿道・ 

 

 

 

 

 

 

 
図 4-6 再整備以前（1980 年代）における買物公園（一～四条通）の平面構成注 12）  

 
 

 

 

 

 

 

 
図 4-7 再整備以前(左)と以後(右)の買物公園注 13）  
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駅から 4~10 街区目 (二~五条通 6~7 丁目 )を中心に飲食店及び中小規模の小売店が集積する【B】

エリア、緑橋通沿道・駅から 7~12 街区目を中心に業務用途が集積する【C】エリア、住宅、公共施設、

厚生施設が他エリアと比較して多く見られる買物公園沿道・駅から 13 街区目 (五条通 )以北を【D】エ

リアとして区分した注 14）(図 4-8)。 

(2)オープンスペース整備を伴う開発  

 次に、資料調査注 15)より、買物公園完成以降に実施された、公開空地や屋内滞在空間の整備を伴

う再開発事業等の位置と事業手法を整理した(表 4-4)。前述 A エリアでは 1972 年の完成以後、再開

発が進み、買物公園に面した公開空地が設けられている。再整備以降は、C エリアで新たに開発が

なされたが、D エリアでは建替えや再開発が進まず、小さい間口の老朽化物件の残存が多く見られる。

さらにそうした物件が又貸しされることで、権利関係が複雑化し、用途転換や建替えを妨げている場

合もある注 16)。この状況を踏まえて、市の委託事業や沿道 NPO の活動では、賃借する建物の活用や

改修を積極的に実施し、地元コミュニティのために用いる事例が見られる。 

表 4-4 オープンスペース整備を伴う周辺再開発事業の概要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                図 4-10 固定資産税路線価の比較 

地区(事業期間) 用途 事業手法 特徴 
 (1)一・八 
  (1977-79年) 

店舗 第一種市街地再開発事業 買物公園に面した建築前面公開空地、 
ベンチの設置有 

 (2)中央5・8右 
  (1977-79年) 

ホテル 優良建築物等整備事業 緑橋通に面した建築 
前面公開空地 

 (3)旧丸井今井    
 ・まるい広場  
 (1978-79年) 

店舗 総合設計制度 買物公園を挟んだ社有地に建替えを行い 
跡地を公開空地化 

 (4)宮下7 
  (1987-90年) ホテル 

第一種市街地再開発事業 買物公園に面した建築前面公開空地 

 (5)中央1・7左 
  (1995-97年) 

駐車場 
店舗 

優良建築物等整備事業 上記(3)の広場を屋内型公開空地へと転換、 
ベンチの設置有 

 (6)旭川 
 フードテラス 
  (2002-03年) 

店舗 
住宅 

高齢者向け優良賃貸住宅促進
事業、中小小売商業高度化事業 

2014年現在、1階の飲食店テナントの前面
部分をフリースペースとして机と椅子設置 

 (7)宮下8 
 (2008-15年) 

ホテル 
店舗等 

優良建築物等整備事業 (2014年現在 
事業実施中) 
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(3)路線価  

 2014 年度固定資産税路線価注 17)を買物公園、その東西に隣接する緑橋通及び昭和通で比較し

た (図 4-10)。A 及び B エリアが位置する駅から 8 街区目 (四条通以南 )までは、買物公園が他路線よ

りも高い値をとるが、9~12 街区目 (四条通~六条通 )では下降し、さらに D エリアが位置する 13 街区目

以北では他路線よりも低い値となっている。 

 

(4)買物公園再整備による周辺地域への影響  

 上記の結果より、鉄道駅から 200m 圏 (主に A エリアに該当 )では地価が高く、再開発も集積している

ことが明らかである。地価は 200-500m 圏 (主に B エリア)においても比較的高く、買物公園を中心とし

た小売店と、昭和通を中心とした飲食店の集積があり、昭和通による影響も大きいとみられる。1972

年当初の買物公園の整備目的には、都心の商業振興と高度利用及び不燃化の誘導が含まれてお

り 17)、現在も沿道全街区が再開発促進地区 (2 項地区 )に定められているが注 18)、駅から 500m 以遠の

区域 (C、D エリア)では低・未利用地が増加する。 

 即ち、買物公園による沿道開発の誘発は、再整備を経ても鉄道駅から 500m 圏内に留まり、500m

圏以北では市行政や NPO による介入がなければ、建替え、改修が起きにくい状況にあると言える。 

 

4.3.2 ストリート空間利活用の方法 

 本項では現況の利活用の方法を再整備後の道路利活用の特徴を現地観察調査やヒアリングから

整理する。 

(1)イベントの内容  

 市土木管理課提供のデータより、過去 4 年間の買物公園におけるイベント実績を図 4-11 に整理し

た。図 4-10 注 19)には各年のイベント総数の推移に加えて内容の内訳を記した。これらと資料調査 44), 

注 20)、土木管理課及び沿道商店街へのヒアリングに基づき、その特徴を整理すると下記の通りまとめ

られる。 

①	 イベントの種類と実施主体  

 図に示す通り、多様な種類のイベントが実施されてきた。2012 年の買物公園 40 周年に向けて中小

規模のイベントが増加したが、イベント総数は 2011 年をピークに減少傾向にある。 

 主催者に着目すると、各年とも旭川市による後援または負担金のある実行委員会形式を採る割合

が比較的高い。中心市街地活性化基本計画が採択された 2011 年度以降は、旭川市による後援・協

力・共催・委託のいずれかを受けたイベントがおよそ半数を占める。他方で、商店街、一般団体や一

般企業主催の割合は減少傾向である。民間主体による主催回数がのびない要因の一つとして、商

店街へのヒアリングより、イベント予算の確保の難しさが挙げられる。 
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図 4-11 過去４年間の買物公園におけるイベント実績・主催団体及び市の関わり方 

②マネジメントに寄与するイベント実施の実態  

  収益事業はマネジメントに係る資金調達の安定化を目的とするより、主に当該イベントの公共性を

担保する方法として用いられている。物販やカフェ等が各年とも 4 割以上を占めるが市土木管理課の

データで明示されている事業収入充当件数は 2010 年度の 3 件のみと少ない。 

 また、旭川市が実行委員会に参加するマルシェ(2014 年度入場者数 108,5 万人 /3 日間注 21))のよう

な、集客力がありスポンサー招致が可能なイベントでは「平成 20 年 3 月 25 日国道利第 22 号」の通

達に基づき、広告占用を道路維持管理に充当できるが、土木管理課、商店街双方へのヒアリング結

果より、沿道商店街の主催イベントでは当制度の用い方があまり浸透していないと見られる。 

 さらに、企業や一般市民による清掃や植栽管理など簡易な維持管理活動に関しては、活動目的に 
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照らした公共性確保の観点から、社名等の掲示

が認められていないなど、積極的な関与を促すよ

うなインセンティブ付与等の仕組みはない。 

 

(2)空間利活用の現況  

 2012 及び 2014 年実施の現地調査、市土木管

理 課 へのヒアリング、  過 去 のイベント時 の記 録

(駅周辺開発課提供の写真等 )より、空間利活用

実態の整理を行った。 

①道路断面構成  

 断 面 構 成 は図 4-12 に示 す通 りである。左 右

各々幅 3m の施設帯もしくは沿道の公開空地内

に、人の滞留や什器等の設置を留めることで、中

央幅 6m の緊急車両帯と両端各々幅 4m の歩道

が通行空間として確保されている。平常時は、歩

行者に加えて、歩行者専用道路上で走行が許さ

れていない自転車やスケートボードの進入が見ら

れる。 

②イベント開催時の空間活用  

 次に、空間活用の特徴を以下に整理する。 

[1]ファニチャーの可動性に応じた配置  

 動かしやすい仮設ファニチャー設置によるパフ

ォーマンス等（図 4-13・2 段目）に関しては、緊急

車両帯の活用が許可されている。一方、テントな

ど比較的大規模な仮設物が必要な物販イベント

の際（図 4-13・3 段目）は、施設帯に寄せた配置

とし、緊急車両帯に 低幅 4m の動線を確保して

いる。また、数ヶ月にわたるオープンカフェの場合

（図 4-13・1 段目）は、管理責任者として目の届く

位置に立地した沿道テナントが必要とされ、そう

したテナントの前面の施設帯に設置している。  

 

図 4-12   断面構成（沿道公開空地がある場合）  

 

図 4-13   活用時の断面構成  
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[2]ゾーン設定による分節化  

  資料調査注 22)及びオープンカフェ時の現地調査より、買物公園の全区間を利用する祭やカフ

ェなどのイベントでは、およそ 1~1.5 街区 (1 街区あたり約 50m)単位でゾーン設定を行い、イベント

内容を組み合わせている。ファニチャーのサイズやデザインについては、主催者がファニチャー

手配もしくは出店者への出店形式提示等を行うことで、統一を図っている。                       

 

(3)特徴と課題  

①特徴  

 再整備後の買物公園では、フラットな路面を備え、約 1km の延長距離全面を用いる事が可能にな

った。そのため、イベントタイプや季節に応じて仮設ファニチャーの位置を柔軟に使い分けることで、

多くの来街者を収容できる、分節化したゾーン設定により一度に多種類のイベントを同時並行して開

催できる、といった利点を持つ。イベントの多くは、4.3.2 に示した通り、実行委員会の主催もしくは旭

川市による後援・協力・共催・委託を受けるといった形式の官民恊働で実施されている。 

②課題  

 空間利用に着目すると、平常時はイベント時と比較して歩行者密度が小さいことによって、自転車

等の進入や視覚的に賑わいが低下して見える点に関して、維持管理上での対応が必要であると言え

る。従って、民間主体を活用しながら、収益還元事業やボランティア活動等のイベントを盛んにするこ

とが望ましい。しかし、予算確保や活動目的の公共性の担保に起因して、民間主体が自立的にイベ

ント運営しづらい点が課題である。 

 

4.3.3 マネジメントにおける組織的取組み 

 市行政や地域民間組織などの多主体間における連携方法を整理し、前出の周辺地域の現況及び

利活用の実態を踏まえた上でマネジメントの特徴と課題を提示する。なお、地域民間組織とは沿道

32 街区に立地する町会、通り会、商店街等を指す。 

(1)市行政と沿道商店街による維持管理  

再整備によるファニチャー数削減により、維持管理の総費用は 1972 年完成時と比較して減少傾向に

ある。従来から道路管理者である旭川市と沿道の２商店街が維持管理費を 

負担してきたが、再整備後は商店街の負担割合が増しており注 23）、果たしている役割は大きい。2002

年以降は「平和通歩行者専用道路施設・物件の維持管理等に関する協定書」に基づき、 

次頁表 4-5 のように役割分担している。 

  但し、商店街は買物公園関連事業を一体的に行うために、補助金の受け皿や道路活用に 
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表 4-5 協定書における旭川市と商店街振興組合の役割分担 

 

係る調整などを一括して請負う「企画委員会」という組織を設けており、維持管理も当組織に委託して

いる。 

 商店街では、景気低迷の時期に、再整備やそれに伴う沿道突出物件の撤去、ロードヒーティング費

を賄うための会費負担増加が重なったことが一因となり、新規テナントの加入が滞っており結果的に

再整備以前からの加入者の経済負担が重くなっている。 

 

(2)官民多主体による利活用促進  

①組織体制  

 利 活 用 促 進 は従 来 、前 出 の企 画 委 員 会 が主 導 してきたが、現 在 は中 心 市 街 地 活 性 化 事 業 の

TMO 再編により 2012 年度に発足した「旭川まちなかマネジメント協議会 (以下、協議会 )」が、地域民

間組織やその関連組織を含む 17 団体を構成委員として、構成委員への補助金配分、利活用申請と

協議の取り纏めを行う (図 4-14 注 24))。協議会の事業の対象は中心市街地全体で、その中に買物公

園の利活用を伴う事業を含む。構成委員には青年会議所や市内高等教育機関の協働による旭川ウ

ェルビーイング・コンソーシアムといった組織も含まれ、市民からの意見収集や買物公園を主題とした

勉強会開催、学生等若手人材のイベント参加支援を通じ、利活用促進に協力している。 

カテゴリ  設備名  総数  旭川市  商店街振興組合  
K
o 

交通規制 
車止め  96 本  

破損等による修繕及び交換  

①店舗の営業に供する車両出入り時の一時的撤
去  

②商店街が担当するイベント時の一時的撤去  
歩行者専用道路
標識柱  

27 本  
柱の清掃  

信号機柱  17 本  

路面  路面※1 1 式  ①	 平板部分の破損等の補修  
②放置自転車整理、除雪業者委託 落葉拾いを含む清掃(落書き等除去除く) 

冬期対応  ロード  
ヒーティング盤  

21 面  
①破損等による修繕及び交換  
②	 敷設費、保守点検費、  
店舗前面除く 3.5ｍの稼働費  

①制御盤の清掃(落書き除去除く) 
②店舗前面 0.5ｍ分の稼働費  

照明  
照明灯※2 96 基  

破損等による修繕及び交換  清掃(落書き除去除く) フットライト  
163
基  

配電  配電盤  8 面  破損等による修繕及び交換  清掃(落書き除去除く) 

水道敷設  
散水栓  16 基  

老朽化に伴う修繕及び交換  
①冬期準備及び関連作業 ②消耗品の交換(給水
管を含む振興組合の運用の過失での破損は振
興組合で修繕を行う) 水飲み台  3 基  

植栽  
街路樹  

158
本  

事故等による倒木処理及び植替え  
①簡易剪定を含む日常的な手入れ(植樹桝含む)
②樹木の消毒  

フラワー  
ポット  

128
基  

破損等による交換  ①植栽、及び植栽の管理 ②冬囲い及びその撤去  

※1 実質的には、市行政が放置自転車整理と合わせて清掃を行っており、商店街としては沿道商店主による自主的な清掃活動に任
せるに留まっている。 

※2 スピーカー部分については同市が災害時等に公共利用できるよう管理する事を条件として、特定の街頭宣伝会社に通信ケーブ
ルの付属物として占用許可している。  
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 図 4-14 官民におけるマネジメント主体 

②道路使用及び占用申請に係る課題  

 協議会は、道路使用及び占用に関して、申請案の絞り込み、申請希望者に対する市土木管理課

及び警察関係者を招いた説明会開催、イベント開催の二ヶ月以上前からの協議開始などにより、円

滑化を試みている。協議会の設立から約 2 年であるが、2005 年度の社会実験以降、長年、数日〜数

週間の短期間で実施されてきたオープンカフェ及びビアガーデンについて、2014 年度に長期間開催

を実現する等の成果をあげている。 

 その一方で、協議会、沿道商店街、土木管理課へのヒアリングの結果、次の 2 点に関して課題がみ

られた。 
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[1]道路活用運営への市民参加の意義の不明確化  

 完成当初、市民代表や商店街等の民間主体を含む「事業運営委員会」により作成された地元ルー

ルの「平和通歩行者専用道路道路管理要綱」では、買物公園の[1]‘市民が楽しく散策し、買物しコミ

ュニケーションが深められる自由な「市民の広場」としての性格 ’を明示し、[2]‘市民が自ら運営の企画

に参加し、「市民の広場」としての効果的活用を高める’ことを基本原則とし、実施主体に応じて許可

し得る利活用内容を明示してきた(図 4-15)。 

 しかし、国土交通省による 2005 年のガイドライン 47)が発行されて以降は、道路管理者及び交通管

理者が、これに基づくためとして、道路活用目的の「公共性」の提示を重視し、「公共性」を満たす条

件を地域の活性化や賑わい創出を目的とし、旭川市を含む団体等が取り組むもの、もしくは旭川市

が支援するものとした。 

  このように市民・民間組織の運営参加の意義が不明確になり、来街者の増加などや市行政との関

わりに重点が置かれるようになったため民間主導の活用のハードルが上がったと見られる。[2]通りの

一体的活用の煩雑さ 

 通りを一体的に用いる申請案であっても、手続き面において、第 2 章に示したような沿道の特徴に

伴う交通量や来街者の属性の違いを理由に、鉄道駅側と北側において別々に申請が必要となり、許

可内容の程度も異なる。また、合意形成上でも業種の違いや、4-1 で先述した沿道商店街への加入

者減少を理由に、仮設ファニチャー設置や店舗の開店日時の設定等に関して足並みを揃えることは

難しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 

図 4-15 マネジメント体制の変遷 
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(3)地域民間組織間の連携方法  

 資料調査注 25)、各組織へのヒアリングに基づき、買物公園周辺の地域民間組織と共に、民間セクタ

ーのマネジメントの中心的役割を担う沿道商店街とその他組織の連携方法に焦点を当て、活動の特

徴を整理した。 

①沿道商店街の範囲  

現在、商店街の加入対象は沿道のみであるが、鉄道駅側の平和通商店街振興組合においては、

将来の買物公園のマネジメントを見据えて、沿道以外の近隣の小売店店主等を新たに賛助会員とし

て迎える意向を持つ。しかし、面的に会員が増加した場合に、これまで間口及び南北方向の通行量

に応じて傾斜配分してきた組合費徴収を如何に適正に再設定するかという点が課題となり実現に至

っていない。 

②沿道商店街と重複する通会と町内会  

 買物公園に直交する 8 つの通会、街区単位の町会が買物公園に重なるように分布している。三・八

町内会による中心道路 (三条通 )の花壇管理に代表されるように、買物公園との交差点の環境維持に

おいて果たす役割は大きいと考えられる。 

しかし、各通会が慣習的に商店街と町会の会費徴収等を取り纏めてきたこと、また、交差点部の加

入者には 3 組織への会費納入が必要となることなどから注 26）、買物公園沿道の商店街の組織運営に

とっては効率がやや低い仕組みとなっている。 

③近隣道路のマネジメントに関わる組織   

 主要な組織として、さんろくと呼ばれる飲食店街  (第 2 章 B エリア)に立地する旭川観光社交組合、

緑橋通沿いの緑橋ビル商店街振興組合と緑橋通環境管理組合 (同 B、C エリア)、D エリアの改修事

例に関わる七条緑道リ・デザインプロジェクト事務局、路地空間を再生した 5 条 7 丁目中央市場組合

(B エリア)が挙げられる(前出図 4-9)。各組織の活動内容は表 4-6 の通りで、特に大規模イベントの際

に買物公園沿道商店街と連携関係にあると言える。 その一方で、前述緑橋ビル商店街振興組合と

七条緑道リ・デザインプロジェクト事務局へのヒアリングから、買物公園との相互の波及効果を考慮し 

 

表 4-6 買物公園周辺の地元民間組織の活動内容の概要 

組織 道路マネジメントに 
関わる主な活動 

買物公園沿道商店街との協力関係 

①旭川観光 
社交組合 

組合範囲の歩道ロードヒーティング、三
条通のイベント時露店出店・交通規制等 

夏まつり等のイベントにおける連携 

②緑橋ビル商店街 
振興組合 

̶ 冬まつり等のイベントにおける連携 

③緑橋通 
  環境管理組合 

一~四条緑橋通の歩道ロードヒーティン
グ、植栽管理 

̶ 

④七条緑道 
  リ・デザイン 
プロジェクト事務局 

再整備後の七条緑道の魅力向上を目的
とした活用及び沿道建築物の改修等 

三和商店街に加入、 
オープンカフェ等に関する連携体制構築 

⑤5条7丁目 
  中央市場組合 

路地の魅力向上を目的とした通り名改
称、沿道建築物の建替え、照明整備等 

五条買物公園付近の 
マップ作成やイベントに関する情報提供 
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て活動しているものの、これら中小規模の組織にとって、組織体制と対象とする道路面積が共

に大きい買物公園沿道商店街とのイベント以外の積極的な関与は、組織間の意見調整の観点から

難しいと捉えていることが明らかになった。 

 

(4)特徴と課題  

①特徴  

	 協議会が補助金配分、企画絞り込み及び許可申請プロセスを統括することにより、多主体による

道路活用の円滑化が実現している。官民の役割分担に着目すると、協議会は中心市街地活性化事

業を要とすることや、申請許可基準の転換を踏まえると、活用に対する市行政の影響力が高まってい

ると見られる。 

 換言すれば、民間による自立的な活用運営が相対的に停滞しているとも言える。さらに、維持管理

の負担を軽減するような利活用もあまり行われていない中、沿道商店街が、民間セクターの維持管理

負担を単独で担い続けた結果、維持管理負担が組合加入者減少の一因となるといった支障をきたし

ている。 

②課題  

 上述の商店街の状況、また、現在の協議会が核として全体を総括する組織体制ではイベント頻度

を増やす負担が大きいことを踏まえると、継続的なマネジメントには、協議会を中心としながらも、地域

民間組織間で利活用と維持管理を両輪とした面的連携を強化する必要があると考えられる。その際

に、①鉄道駅からの距離及び②沿道の業種の違いが一体的な利活用のしやすさに影響することに留

意した上で、③各地域民間組織の活動内容と規模を踏まえた適正な連携方法を構築することが課

題である。 
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4.3.4 ストリート空間と現状の利活用に対しての評価 

 本項では道路利用者である沿道商店主と来街者による買物公園への評価を整理し、マネジメント

の効果と課題を明らかにする。 

 

(1)沿道商店主による問題提起  

 再整備前後の道路空間を知る平和通商店街、三和商店街の沿道商店主各 1 名に対するヒアリン

グ(2012 年 )及び平和通商店街へのヒアリング(2014 年 )より、次の 2 点を問題点として整理する。 

①再整備後の街路の管理活動への参加意欲  

 買物公園に愛着があるものの、公園のように植栽と遊具を配置した以前のデザインと比較すると、ベ

ンチと街路樹が整然と配置された再整備後の街路に対しては、清掃や植栽の世話などの管理活動

への参加意欲が低下し、活動参加を通じた沿道商店主同士のコミュニケーションの機会も減少して

いることが問題として挙げられた 。 

②大規模イベントの波及効果  

 大規模イベントが、多数の来街者を成果として高評価を受ける傾向にあるが、他地域からの出店者

も多い点、食事を提供する場合、路面が汚れやすく清掃負担が大きい点、テント等の配置が沿道に

背を向けている点などから沿道及び買物公園近隣の地域民間組織への波及効果に懐疑的である。 

 

(2)来街者の利用実態と行動パタン 

 次に来街者へのアンケート(2012 年 5 月中旬 ,筆者による街頭調査 n=63,市駅周辺開発課への配布

依頼 n=47,有効回答計 110)から買物公園への評価を整理する。回答者の属性は図 4-16 に示す。 

①イベント、景観、移動のやすさへの評価  

 回答者が来訪したことのある他商店街と比較した買物公園の印象は、図に示す通りである。 

再整備とそれ以後のマネジメントで改善に取り組んだと言える「イベント」、「街路の景観」、「店から店

への移動のしやすさ」の項目で評価が高く、道路利活用に対する満足度は高いと言える。 

②店舗内容及び駐車場への不満 

	 一方で、沿道の「店舗内容」や「駐車場」への評価が低く、沿道建物用途や土地利用の見

直しが必要であると言える。駐車場については市行政による調査結果注 27)を踏まえると来街

者のうち自動車利用者は約 3 割と比較的少数であること、また、買物公園沿道のほぼ全街区

において駐車場が存在することから、増設するよりも来街者の利用実態に即した再配置や集

約が必要であると考えられる。 

 

 



 
 

 
 

105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-16 アンケート調査結果 

③滞在空間の環境改善への要望  

 約 3 割が施設帯に備え付けのベンチを利用しており、比較的多くの来街者が道路上に滞在してい

ると言える。しかし、改善してほしい点及び滞在利用場所に関する自由回答 (有効回答 n=16)の結果

では、滞在しやすさの観点からの、自転車の通行駐輪、煙草吸い殻な 

どのゴミ放置といった利用者マナーの改善や、緑陰や噴水の充実化への要望 (n=11)が比較的多くみ

られた。 
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(3)マネジメントの成果と課題  

①平常時  

 アンケート結果より、来街者にとって良好な景観や通行空間が確保されていることが成果であると言

える。しかし、滞在空間については、商店主と来街者の双方から、公園的にくつろぎ、コミュニケーショ

ンできる場とする要望が見られ、植栽や水景施設の充実化といったハード面と、利用者のマナー意識

向上といったソフト面の対策が必要であると考えられる。 

 即ち、長い延長距離の歩行者専用道路には、複数に分節化したゾーン設定を組み合わせることで、

エリアによって異なる沿道建物用途及びその集積度に配慮した、活用を促進できると考えられる。 

②イベント活用時と平常時の利便性の共存  

 イベント活用空間の充実化のための再整備後、買物公園はイベントに対する比較的高い評価を来

街者から得ている一方、平常時の歩行者密度の低さへの対応や公園的な滞在空間の確保が課題と

してみられた。 

 以上の知見から、歩行者専用道路では、イベント活用時には通行空間、平常時においては施設帯

等の滞在空間に重点を置くというように柔軟な空間利活用が求められると言える。そのために、通りと

してデザインを統一しつつも、①街区ごとの通行量や沿道用途に応じて、通行空間と施設帯の道路

管理上の比率を変化させる、もしくは、②歩行者密度に応じて植栽やファニチャーを仮設的に増設し、

維持管理負担の抑制と滞在空間の質向上を両立するといった方策が考えられる。 
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4.4 買物公園におけるマネジメントの特徴 

 本研究における 5 つの分析の視点 (1)~(5)から、買物公園の特徴からみた歩行者専用化を伴うストリ

ートデザイン・マネジメントにおける留意点を示す。また、買物公園において、①空間利活用及び②地

域民間組織のマネジメントへの参加を促進したとみられる要因を、地域の「公共空間」としての価値向

上の条件を(6)として提示する。 

 

(1)地域住民・来街者のアクティビティ 

①道路活用の目的に応じた官民の役割分担  

 買物公園のように延長距離の大きい歩行者専用道路を有効活用し、維持管理の採算性を高める

には、[1]中小規模イベントの頻度及び密度を高める、もしくは[2]延長距離全面を用いるような大規

模イベントを開催し収益事業を行う方法があると考えられる。 

 買物公園への評価より、来街者の満足度や地域への波及効果を高めることを目的とした場合は、

[2]のみに依らず、[1]で沿道と合わせた活用方法で行うことが望ましいと考えられ、そのために、地域

民間主体、一般団体・企業といった民間組織をイベント運営主体として積極的に活用することが有用

であると考えられる。 

一方、[2]のような集客や空間のアピールを目指した大規模イベントでは、資金調達等の観点から市

行政の果たす役割が大きい。 

 

②活用の幅を規定する「公共性」の概念  

 買物公園活用の目的の「公共性」の概念は、道路活用の機会を広く市民に開くとした完成当初か

ら、賑わい創出及び市行政との連携へと重点が移行した。その結果、再整備により利活用可能な面

積が拡大したにも関わらず、民間による活用内容が制約される傾向にあり、前出①のようなイベントの

頻度や密度を維持し難くなっている。 

 このように、歩行者専用道路はハードとして利活用できる空間が比較的広いが、活用目的の「公共

性」の概念において、市民・民間主体を運営者、利用者の何れとして重点を置いて捉えるかにより、

許可される活用の幅が異なると言える。 

 

(2)合意形成  

 買物公園では道路空間の整備内容や活用方法を試行錯誤してきた計画期、及び第 Ⅰ 期において、

市民の様々なアイデアを直に汲み上げ、活用可能性を把握する過程を取り入れた。その上で、公共

空間としての街路に相応しい路上での活動を規則で定め、比較的円滑にマネジメントしてきた。特に、

企画委員会、もしくは市と共催の商業活動や、旭川の風物詩となる路上での物品販売を受け入れ、

賑わいを創出しながら事業収入を得る方法を先駆的に導入してきた。 
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 第 Ⅳ期における再整備実施設計への批判は、このような直接的な市民参加の機会がこの時期に不

足していたことに起因するものであったと言える。一方、買物公園の維持管理及び活用が本格化する

第 Ⅱ 期では、市民からのファニチャー設置等の要望や提案に対し、一定の基準を設けなかったことが

景観問題の一因ともなった。 

 以上の課題を踏まえ、行政は計画から供用開始までの時期では、利用促進や利活用についての

積極的な市民参加の機会づくりに配慮することが肝要であり、公共空間としての街路の維持管理に

ついては、地域の特性を踏まえた活用規則を策定するなど、地域が安定的にマネジメントできる仕組

みを確立する必要があると言える。 

また、利活用が進むと様々な沿道設置物が増加する傾向にあるため、秩序ある道路景観・沿道景観

の維持に配慮したデザインガイドラインの策定も合わせて行うなどの措置も必要である。 

 

(3)新たに計画・整備されたハードと既存のストックの一体的管理運営  

①街路整備と連動した沿道の用途転換と再開発  

 市は、歩行者専用道路を先行して整備することで、沿道敷地の用途転換や再開発が促進されるこ

とを狙った。また、計画期から現在に至るまで、沿道の再開発について商店主や土地所有者と協議

する組織体制として企画委員会やまちづくり会社を整備してきた。しかしながら、買物公園の整備に

伴う来街者の増加により、再開発を進めなくとも存続が可能となる小売店が増え、来街者が増え続け

てきた 90 年代前半までの期間において沿道敷地の一体的な整備が先送りになってきた。その後、歩

行者通行量や地価下落期に入ってしまい（通行量・地価公示価格変化を参照）、民間事業者を中

心とした再開発の時期を逸してしまったと言える。 

 上述の買物公園の課題は、街路整備の初期から沿道敷地の再開発や建替えに対するインセンテ

ィブ付与や資金援助などの積極的な誘導策を行政が執る必要性を示唆していると言える。また、交

差点部沿道等の重要拠点における開発誘導策を執ることによっても、歩行者専用道路と連動した再

開発を誘導することが肝要であると言える。 

 

②長い線形に対応した事業計画  

 延長約 1km の買物公園は、鉄道駅に近い南側エリアと駅から遠い北側エリアの間で、沿道の土地

の潜在力が大きく異なり、それが沿道地権者の投資意欲の差にも繋がり、建替えや土地の高度利用

化の進展の差にも繋がってきたと言える。こうした課題への対応策として、これまで、計画期において

は、北側エリアでの職住混合の住宅地開発、北端部バスターミナルの建設が検討され、第 Ⅲ 期にお

いて、沿道を 3 区域に分節し近隣地区を含めたゾーニング設定による特色ある整備といった方策が

検討されてきた。 

しかしながら、北側エリアの潜在力が相対的に低いことは予め予測できたことであるにも関わらず、北
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側エリアの買物公園整備と連動した再開発推進策の対応策の欠如や、敷地が細分化されているエリ

アでの再開発や高度利用のための敷地統合の難しさから、 再整備を経ても鉄道駅から 500m 圏以

北では低・未利用地が増加しており、市行政や NPO による介入がなければ、建替え、改修が起きにく

い状況にある。 

 以上の課題を踏まえると、歩行者専用道路の整備においては、歩行者の回遊行動を想定した延長

距離の設定に十分配慮する必要があると言える。また、延長 1 ㎞に及ぶ買物公園のような比較的長

距離の歩行者専用道路整備にあたっては、全体を適切な距離ごとに分節し、分節した各区域の立

地条件に応じた拠点開発や交通アクセスの改善等の方策を伴うマネジメントが求められると言える。 

 

(4)広域計画、及び地域経済・地域生活との相互影響  

 買物公園はモータリゼーションの進行に対する問題意識から、全国に先駆けて街なかを歩いて過ご

す環境整備に取り組んだが、その考え方が市の土地利用計画・交通計画に反映されないまま、主た

るマネジメント業務が沿道の民間活力に委ねられてきた。その結果、地区内の関係者だけの努力で

はまかなえない中心市街地の空洞化と一層のモータリゼーションを防げず、むしろ、増加する自動車

交通に歩行者専用道路を順応させる方策を取らざるを得なくなった。 

 買物公園に限らず、一般に都心部の歩行者専用道路の整備は沿道民間主体の活性化に焦点が

当てられ、都心部の環境整備の枠組みの中だけで捉えられがちだが、買物公園での課題が示すよう

に、市全体の土地利用計画や交通計画の中で、常に位置付けられ、配慮される必要がある。 

 

(5)社会情勢及び経済情勢の変化への対応  

①自主資金の確保  

 市と商店街の各予算及び歩行者専用道路での事業収入から主に資金調達されてきたが、第一期

整備及び維持管理に係る費用や上昇分の固定資産税等を負担した沿道の中小の商業事業者は経

済的に苦しい立場となった。そのため、適用可能な国の補助金を財源とした事業が増え、その依存

度が高まった結果、補助金の要件を満たすために買物公園固有の課題へ柔軟に対応し難くなり、課

題対応に困難をきたしたと考えられる。 

 買物公園も 1970 年代初頭の整備期には既に都心部が衰退傾向にあったが、整備に係る負担金

は沿道の民間地権者も負担した。一般に、歩行者専用道路の整備を伴う都心部の活性化を目指す

場合、沿道の民間事業者は既に衰退傾向にあると考えられ、買物公園の整備当初の官民の資金分

担がその後に及ぼした影響を考えると、当初から行政が街路整備の初期投資を負担し、沿道の民間

事業者や地権者に対しては経営改善や再開発等の整備を含めた事業の役割分担と資金負担の考

え方が求められると言える。また、管理運営期においては、事業収入等からの積立など、将来の修繕

や再整備の備えへの配慮も求められる。 



 
 

 
 

110 

②維持管理に即した民間組織間の協力関係構築  

 買物公園では、維持管理の民間負担を沿道 2 商店街に一任したが、上記 (2)に挙げた要因や、沿

道のみの加入者から成る組織体制に起因する経済的負担の大きさ等のために、道路活用の自主事

業が少なく、活用と維持管理の双方間で人材や資金が循環するような方策がとれていないことが問

題であった。 

 従って、維持管理に関して、不測のマネジメント経費増加や経済情勢の変化といった事態に備える

上でも、沿道のみで担うのではなく、近隣の地域民間組織や一般団体等の他の民間主体と、ボラン

ティアや資金面での協力関係を築くことが望ましい。その際に留意すべき点として、関与を促すような

インセンティブ付与や、組織規模の違いを取り持つ運営体制の構築が挙げられる。 

 

(6) 地域の「公共空間」としての価値向上の条件  

①「市民の広場」としての位置づけと自治体レベルの利活用ルール 

4.4.3、4.5.1(1)①、（2）に示したとおり、現在は全国一律のガイドラインに依拠する運営に移行して

いるが、当初は計画初動期における市長による「市民の広場」としての位置づけ、社会実験、及びそ

の後の運営第 Ⅰ 期における市民のアイデアの汲み上げにより、地域の公共空間としての活用可能性

が把握されていた。また、その結果を要綱化することにより、自治体レベルでの独自の利活用ルール

が確立されており、市民及び地域民間組織がマネジメントに関わる機運を高めていたと考えられる。 

 

② 沿道商店主の生活の場としての機能  

4.3.2、4.4.5 より、完成当初の買物公園では現状と比較して、[1]沿道商店主の職住一体と[2]街路

上の公園的な滞在空間の存在により、沿道商店主同士のコミュニケーション機会が充実しており、意

欲的な管理運営活動につながっていたとみられる。 
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4.5 おわりに  

 歩行者専用空間化を行うことで、来街者の歩行環境改善、整備後の歩行者数増加に加えて、空

間活用による賑わい創出及び都心のイメージ向上、交通結節点に近い地区における沿道の開発促

進、沿道民間組織がマネジメントに参加する過程での景観改善への意識醸成といった多岐にわたる

効果があることが明らかになった。 

 後に、歩行者専用化したストリートがこうした効果を伴いながら、継続的に利活用されていくため

に、主導的主体である自治体及び沿道地域主体が果たすべき役割を以下に提示し、結論とする。 

 

(1)自治体の役割  

①広域計画における位置づけと長い延長距離への対応  

ストリートにおける環境維持は、地元関係者の努力のみに因るのではなく、都市全体の自動車依

存度及びストリート周辺における職住近接の実現度に影響を受ける。そのため、自治体のうち計画

系行政は、広域的な土地利用計画や交通計画の中で、歩行者空間に関する方針を常に位置付け、

配慮する必要がある。また、対象とするストリートの延長距離が長い(500m以上 )場合は、立地条件及

び周辺の建物用途の分布を参考に、適切な距離ごとに分節し、分節した各区域の特徴に応じた拠

点設置や交通アクセスの改善等の方策をとるべきである。 

②整備に係る費用負担  

歩行者専用空間化に係る整備の初期負担は自治体側が負うものとし、整備後の固定資産税の上

昇と合わせた沿道民間主体の負担急増による民間が主導すべき経営改善、沿道の用途見直しや整

備等の対処への硬直化を防ぐ必要がある。 

③利活用に関する「公共性」概念の定義  

特にメインストリートの歩行者専用空間化については、都市を代表する公共空間としての重要度が

高いことを考慮し、沿道に限らず、市民・民間組織が広く利活用運営に関わり、地域の特性の反映、

来街者の満足度やコミュニティへの波及効果を高めることが望ましい。これにはハード整備だけでは

なく、市民・民間のアイデアの汲み上げの機会を設け、活用可能性の幅を拡げるような仕組みを備え

ることが不可欠である。 

安定的にこうした参加の枠組みを確保するためには、「市民・民間組織が運営者として関わる機会

が開かれている」こと、及び「コミュニティの地域活動に開かれている」ことに重点を置いた、活用目的

の「公共性」の概念を、自治体として定義づけ、道路管理者及び交通管理者の間で共有する必要が

ある。 
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(2)沿道民間主体の役割  

①沿道に関する既存の課題解決の優先  

 整備後に歩行者数が増加するという効果をもたらす歩行者専用空間化は、他方で、本来必要とさ

れる沿道店舗用途の見直しや敷地の一体的整備等、現状の課題への危機感を弱め、その結果、対

処が将来に先送りになる可能性も孕んでいる。 

そのため、歩行者専用空間化の計画期において、沿道の民間事業者や地権者が、そうした課題

解決に取り組む体制の組織化、もしくは具体的な活動を、既に開始していることが望ましい。 

②民間組織間の協力関係構築  

 影響を与える範囲が大きいメインストリートのマネジメントにおいて、沿道の民間主体の参加は不可

欠であるが、経済的負担の大きさや、荷捌き・駐車場の配置など交通面の課題への対応の観点から、

近隣の地域民間組織や一般団体等の、他の主体と協力関係を築くことが重要である。 

 特に近隣の地域民間組織は、メインストリートの歩行者専用化により回遊性が向上することによって

利益を受ける面と、メインストリートとは異なる個性のストリート空間を創出することで街なかの来街者の

増加に寄与する面を持ち、メインストリートと相互効果を与えあっていると言える。そのため、共同での

面的な取組みが必要な防災や福祉に関する活動を発端とするなどして、維持管理を含めて相互扶

助することが求められる。ただし、既存の組織規模の違い等に起因する公平性の問題から、適正な負

担分配が難しいため、相互扶助の初期段階としては資金分担を要さないボランティア等の日常的な

維持管理活動・人材面での連携を強めることから始めるべきである。これらは、外部の民間団体（一

般企業、まちづくりに関わる一般団体等）にとっても参加しやすい内容であるため、インセンティブ付

与の仕組みを備えるなどして、参加を促進していくことが望ましい。 
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補注  

注 1)国土地理院地図閲覧サービス http://watchizu.gsi.go.jp/の画像を用い作成した。 
注 2)4.3.1 については、参考文献 5 を参照した。 
注 3)石脇亮 ,中野恒明 :旭川市平和通り買物公園の成り立ちに関する研究 ,  

http://www.sawadalab.se.shibaura-it.ac.jp/にて公開   終閲覧 2014/12/29 
注 4)社会実験費については参考文献 15、第一期整備費については 1973 年に作成された旭川市の提供資料

に基づく。再整備費は、旭川市から提供された整備に係る年度別工種内訳及び合計額の資料をもとに、国

の街路事業及び電線共同溝整備事業における補助率を用い、算出した。また、同市土木部へのヒアリングの

結果より、商店街については、自主事業費の負担額を掲載した。 
注 5)図４の地価の値については国土交通省地価公示・都道府県地価調査  
  (http://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=0&TYP=0)を参考にした。 
  終閲覧 2014/12/29 
注 6)参考文献に加え、東海大学名誉教授大矢二郎氏から THE MEETING（1985 年）及び平成 9 年度平和

通買物公園実施設計の資料提供を頂いた。 
注 7)『平和通歩行者専用道路管理要綱』より抜粋内容を表に編集。 
注 8)沿道商店主へのヒアリングに基づく。 
注 9) 平和通商店街振興組合へのヒアリングに基づく。 
注 10)大矢二郎氏へのヒアリングに基づく。 
注 11)旭川市の都市計画課、駅周辺開発課担当者、土木建設課及びまちづくり推進課の担当者に対してヒア

リングを行った。 
注 12)1983 年の地図をもとに作図し、参考文献 20）掲載の写真及び、旭川市より提供された記録写真から整

備および利用状況を把握し、追記した。 
注 13)整備前断面図は前稿 (参考文献 1)より断面構成、旭川市駅周辺整備課提供の記録写真 (1995 年、下

段の整備前写真 )より凡その寸法を把握し作成、整備後図面は現地調査より作成した。整備後写真につい

ては筆者が撮影。 
注 14)2014 年ゼンリン住宅地図を用い、現地調査結果に基づき作成。 
注 15)旭川市都市計画課提供資料に基づく。 
注 16)NPO 法人かわうそ倶楽部事務局長へのヒアリングに基づく。 
注 17)全国地価マップ(http://www.chikamap.jp) 終閲覧 2014/12/29 
注 18)旭川市都市計画課資料の旭川圏都市計画都市開発の方針 (北海道決

定 )( http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/tosi_kei/tk02/chi03/tosaihousin.pdf) 終閲覧

2014/12/29 
注 19)イベント一件当たり複数の内容を扱うことがあるため、いずれの年においても、内容の件数が総数を上回

っている。 
注 20)2010~13 年度旭川市補助金評価一覧

(http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/zaisei/hojokin/hojokin.htm) 終閲覧 2014/12/29 
注 21)北の恵み食べマルシェ 2014 ホームページ

(http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/keizaikoryu/marche/) 終閲覧 2014/12/29 
注 22)2014 年度の買物公園まつり、旭川夏まつり、旭川冬まつり、北の恵み食べマルシェの各パンフレット 
注 23)平和通買物公園振興組合へのヒアリング(2012 年実施 )に基づく。 
注 24)旭川まちなかマネジメント協議会からの資料提供、同協議会、商店街組織、一般社団法人旭川ウェルビ

ーイング•コンソーシアムへのヒアリング、各イベントに関する Web 調査、買物公園イベント利用手続きマニュア

ル(http://www.asahikawa-jc.or.jp/kaimonokouen/greeting/ 終閲覧 2014/12/29)に基づく。 
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注 25)旭川市市民生活部提供資料 (2014 年度時点 )による。 
注 26)平和通買物公園振興組合理事長へのヒアリング(2012 年 )に基づく。 
注 27)旭川市中心市街地活性化基本計画

(案 )(http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/machizukuri/tyuukatu2/kihon2_pdf/ikkatu_2.p
df、 終閲覧 2014/12/29))内の旭川市総合政策部政策推進課による調査データを基に、筆者が再グラフ化し

た。 
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第 5 章 ストリートの歩行者天国化とマネジメント 
 

5.1 はじめに 

 

5.1.1 背景 

(1)歩行者天国導入の世界的動向  

 ある都市内の道路・幹線街路に対する定期的な自動車交通規制を「歩行者天国」とすると、歩行者

天国は急激なモータリゼーションによる交通問題の緩和や都市環境改善の目的で行われてきており、

経済成長下にある大都市などにおいて今後も導入されていくと考えられる。例えば、州単位での大気

汚染改善、公共交通機関利用促進、利用者の健康増進を目的としたインドネシア・ジャカルタ都市

圏におけるカーフリーデー1)が事例として挙げられる。 

 また近年は、高架貨物線を活用したニューヨーク市のハイライン（2009 年開園）の成功から、リニアな

交通インフラを歩行者空間として再デザインすることによる有効活用やその過程における民間活力活

用が注目を浴びている。道路・幹線街路についても同様に、歩行者や地域住民に配慮した空間への

転換と有効活用に関心が寄せられつつあり、延長距離の長い空間に対して様々な利活用方法を試

行するために、歩行者天国の実施が役立てられている。その一例として、ブラジル・サンパウロ市の

Minhocão 2)が挙げられる。Minhocão は同市が軍事政権下にありモータリゼーションが進んだ頃に計

画された高架道路で、沿道と十分に距離をとらない設計により、沿道不動産のメンテナンス・更新が

不十分になるという状況をもたらすなど、地域住民に配慮のない計画として批判されてきた。1976 年

から夜間を中心に交通規制がなされてきたが、近年は、「Parque Minhocão」という民間によるプロジェ

クト構想が発足し、住宅と近距離にある高架の構造を逆手にとった演出によるアート空間、レクリエー

ション・スポーツのための空間としての利活用を交通規制時に積み重ねながら、次の段階としての公

園化再整備への提案がなされている。 

 こうした歩行者天国は、都心に人々が集団的に集まることのできる広場的空間を一時的に創出する

役割も果たしている。街路の意味論を説いた竹山 3)は、街路においては「未知なものとの出会いが自

然に発生し、それぞれがさまざまなドラマを演じる」、「不平不満を告発する場であるとともに個々の生

活に関わる満足感を、何らかの行動的表現を通じて交換し合う場」として捉えていたが、こうした街路

の特質が最も発揮されるのが、歩行者天国であると言えよう。 

 

(2)日本国内での歩行者天国の再評価の動き 

日本国内での歩行者天国の実施状況に着目すると、中心市街地活性化を目的とした帯広市の

「オビヒロホコテン」（2006 年~）、大阪府主導で行われた「御堂筋 kappo」（2008 年）のように、文化発

信・催し物の側面が強い内容での実施、名古屋市・南大津通のように過去に歩行者天国を中止した
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事例においての春季・秋季の定期開催再開（2011 年~）、など 2000 年代に入り各都市の広幅員街路

における実施が顕著にみられる。 

また、交通規制に係る技術的発展の観点からは、新潟市のふるまちモールで実現したソフトライジ

ングボラード(2014 年 )に代表される交通管理者の負担を軽減する設備・技術が、今後さらに普及する

ことが予測され、各都市において定期的な交通規制が行いやすくなっていくとみられる。 

 

（3）歩行者天国の長期的継続の意義  

 国内都市では上記のような歩行者天国実施は恒例化し、継続していく傾向にあるが、長期的な継

続による実施地域への波及効果は明らかでない。また、道路法上の歩行者専用道路と異なり、自動

車交通進入を防ぐ施設を備えない街路空間において歩行者の安全を確保するといった負担の大き

い交通規制を定期的に行うため、長年にわたる継続には、広域交通流との相互影響の考慮や空間

の特徴に応じた適切な運営体制が採られるべきだと考えられるが、マネジメントの実態や方法につい

てあまり研究されていない。 

 

5.1.2 研究の対象と目的 

(1)研究の対象  

 以上の背景から、本章では東京都心部における歩行者天国施策を研究の対象とする。 

 東京都の歩行者天国は、道路交通法（第 4 条）の改正 (1971 年 )の契機となった国内の初期の歩行

者天国である。都内の複数地区において、広幅員街路の一部区間や鉄道駅周辺等の面的規制な

ど、対象地の街路網の特徴に合わせた定期的交通規制を長年にわたって実施し、地域の交通安全

を実現してきた。 

 

(2)研究の目的  

 本研究は、まず、社会情勢が変化する中で長年継続してきた東京都心部の歩行者天国について、

計画及びその後の運営方法の特徴、並びに、実施地区の地域活動に与えた影響を明らかにする。  

 具体的には、①歩行者天国実現に至った東京都の政策的背景と、計画に関わった官民主体間の

連携体制を明らかにする。次に②その後の運営期について、歩行者天国が導入された地区範囲の

変遷及び来街者のアクティビティの特徴から、実態を明らかにする。③さらに地区別に地域民間組織

による運営参加方法と、周辺の土地利用からみた空間的特徴を整理することで、マネジメント方法の

特徴を明らかにする。また、④70 年代から現在まで継続的に歩行者天国を運営してきた地区におけ

る運営実態に焦点をあて、地域民間組織の果たす役割、及び、歩行者天国運営への参加がその他

の地域活動に与えた影響を明らかにする。 

 以上の結果を総括し、第 1 章のストリートデザイン・マネジメントの定義に示した 5 つの観点のうち、
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①地域住民・来街者のアクティビティ、②合意形成、③広域計画、及び地域経済・地域生活との相互

影響、④社会情勢及び経済情勢の変化への対応、を分析の視点として設定し(ハード整備を伴わな

いため)、東京都の歩行者天国のマネジメントの特徴を示す。 

 上記の東京都に関する研究から得られた知見に基づき、歩行者天国化を伴うストリートデザイン・マ

ネジメントよる効果と、定期的な歩行者天国を継続すると共に、実施時において空間利活用を促進す

るための条件を提示することを目的とする。 

5.1.3 方法 

  初めに、文献調査 4)-6)、朝日新聞のアーカイブ「聞蔵 Ⅱ ビジュアル」による資料調査 (1969-2013 年

の朝刊データ)7)、警視庁交通部 OB へのヒアリングに基づき、主体間の相関図、歩行者天国分布図、

並びに歩行者天国上のアクティビティに関する年表を作成、分析することで東京都の政策的背景及

び官民主体間の連携体制と、マネジメント手法の特徴を明らかにする。 

次に、各地区の歩行者天国周辺の土地利用の変化に関しては、東京都の都市計画基礎調査資

料（1986 年及び 1996 年）を用い、歩行者天国の沿道及び周辺地域の用途分布の特徴とその変化を

整理し、その結果から歩行者天国を実施した地域の空間的特徴を提示する。 

さらに、 70 年代から現在まで歩行者天国を継続している①盛り場地区の広幅員街路を主軸とした

銀座・秋葉原・新宿地区、②鉄道駅周辺において面的規制が行われてきた自由が丘地区について、

文献調査及びマネジメント関連主体へのヒアリング、提供資料 8)-10)に対する調査、現地調査から運営

実態と地域活動への影響を明らかにする。以上から得られた知見を総括し、結論を導く。 

 

5.1.4 既往研究 

 地理学分野においては、山口 11)が歩行者天国実施時の空間管理の動向に注目した研究を行い、

現代都市のストリートカルチャーと空間管理の方法について関係性を整理している。また、都市計画

学分野においては歩行者天国における来街者の行動分析 12)がなされている。さらに、道尾 13)による、

東京都における歩行者天国の導入範囲の変遷及び交通規制の方法の種類を明らかにした研究が

あるが、本研究のような民間組織が参加するマネジメントの方法には触れていない。 

 本研究は歩行者天国に関して、ストリート周辺の中・広域的な空間的特徴や、歩行者天国継続に

よる地域活動への影響などを踏まえた、包括的な分析を行い、沿道敷地・建物も一体的に捉えたスト

リートデザインのマネジメントの観点から、実施のもたらす効果及び持続的運営において満たすべき

条件を明らかにする点で新規性があると言える。 
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5.2 東京都心部の歩行者天国の変遷 

 本項では東京都心部における歩行者天国の変遷を、社会情勢と対応させながら、以下の 5 期に区

分した。 

第 Ⅰ期 [1969-71年 ]：代 表 的 盛 り場 への導 入 計 画  

 美濃部東京都知事の提案 (1969 年 )を契機に、都心盛り場（図 5-1）での自動車交通規制に関する

議論が活発化し、その後、銀座・浅草・新宿・池袋地区において実験的に実施が実現した。導入効

果が世論に認められ、道路交通法（第 4 条）の改正 (1971 年 )につながった。 

第 Ⅱ期 [1972-76年 ]：実 施 地 区 の拡 大 と手 法 の多 様 化  

 道路交通法改正により法的裏付けが確かになり、上野地区を皮切りに実施地区・時間・頻度とも拡

大した時期。盛り場地区に限らず、新橋や丸の内のような業務地、映画館・劇場が集積する日比谷、

駅前商店街 22 地区（103 路線 ,1972 年時点）においても導入が進んだ。さらに、中央通りについては

銀座から上野まで（約 5.5km）の区間が全面規制され、世界最長の実施区間を記録した。北海道、

愛知、大阪、兵庫、徳島、鹿児島（1973 年時点）など他都道府県でも、実施された。 

第Ⅲ期 [1977-95年 ]：地 域 の象 徴 的 空 間 としての発 展  

 竹の子族やバンドパフォーマンスが話題となった原宿 /表参道地区で新たに交通規制を実施する

（1977年）など、都内において歩行者天国の導入範囲がピークを迎えた時期である。一方で、昭和天

皇崩御（1989年）と機を同じくして、他の都市では縮小・廃止が始まった。 

第Ⅳ期 [1996−2010年 ]：実 施 地 区 の縮 小 /廃 止  

 東京都においても、交通管理者による原宿 /表参道、日本橋・京橋での廃止試行実験（1996年）が

始まり、急速に実施地区が縮小 /廃止していった時期である。 

第Ⅴ期 [2011年 -]：歩 行 者 天 国 の再 評 価  

 盛り場地区では銀座、秋葉原、新宿の3カ所で安定した運営が続くと共に、丸の内に対して舛添東

京都知事が「365日」ホコ天構想を提示する（2014年）など、70年代より歩行者天国運営を継続してき

た地区における取組みが再評価された時期である。 

 

図 5-1 東京盛り場規制の歩行者天国の変遷  
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5.2.1 歩行者天国の計画 

 本項では、主に朝日新聞のアーカイブ「聞蔵 Ⅱ ビジュアル」による資料調査 (1969-2013 年の朝刊デ

ータ)に基づき、交通規制を実施する①地区と②曜日・時間帯を決定する計画の過程と、計画に携わ

った官民主体間の連携体制について整理する。なお、歩行者天国の計画は、図 5-2 に示すとおり第

Ⅰ 期と第 Ⅱ 期以降で方法が異なる。 

 

(1)第 Ⅰ 期 :都知事による実験実施提案と将来の恒久的制限示唆  

 東京都における歩行者天国施策は、表 5-1 に示すとおり、はじめに銀座地区での導入を想定し、

「都民の憩いの盛り場」にしたいという都知事の提案 (1969 年 4 月 )によるもので、「(同年 )五月十一日

銀座通りの交通を実験的にストップする。やがては外国の大都市のように恒久的な制限区域をつくり、

交通問題のきっかけにしたい」と将来の恒久的制限も示唆した。 

 しかし、銀座地区の銀座通り連合会は、前年 (1968 年 )の地元主催の「大銀座祭」の際の３日間・各

２時間の交通規制を行うために町会、警察署、警視庁との合意形成に 1 年 10 ヶ月かかった経験に基

づき①準備期間の短さ、②都知事の案が銀座若手商店主の会「銀芽会」代表との対談を契機として

いるが、交通事情を理解していた計画とはいいきれない点、駐車場整備に力をいれている店主もいる

中③交通規制が買物客の足が遠のく懸念を拭いきれないこと、④現況の 983 回 /日のバスの乗り入れ

への対策が不明であるという点から、前向きに検討したいとしつつも時期尚早として却下している。こ

れを理由に、警視庁も案を却下している（朝日新聞朝刊 1969 年 4 月 23 日）。 

 こうした流れを変えたのは翌年 1970 年のニューヨーク市における 5 番街の交通規制実現であったと

見られる。この報道の直後に上野地区においては民間側から、都知事に交通規制を誘致している。

さらに、国レベル（警察庁・建設省）で「世論におされて」という理由から、当時の道路交通法第７条の

拡大解釈を行い、東京を含めた主要都市での実施を発表した。これにより警視庁が、公害・交通問

題から「住民を守る警察」と意義づけ、歩行者天国の実現に動き出すこととなった。以上の交通行政

側の対応を受けて、銀座通り連合会も実施賛成に転換するとともに、都知事が銀座以外の具体的な

開催場所案として提示していた新宿通り、渋谷道玄坂を含む盛り場地区においても、初回の交通規

制（計 122 路線、13.9km）が実現することとなった。 

 初回は 78 万人以上の人出を記録し、さらに、大気汚染物質の測定と周辺の交通状況調査の結果、

一酸化炭素の減少と渋滞もみられなかったことが明らかになり、世論にも受け入れられ、次回の実施

が決定した。しかし、建設省は①周囲の交通事情へのしわよせが懸念される、②一か所で黙認すると

他地域からの要請を断れない、③道路の不正使用を助長しかねないとして、国道などの幹線道路は

歩行者天国に解放すべきではないという態度をとった。 
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図 5-2 歩行者天国の計画プロセスと官民主体間の関係 

      表 5-1 歩行者天国実施までの経緯 
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      表 5-2 各主体による歩行者天国の位置づけ(第Ⅰ～Ⅲ期) 
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(2)第 Ⅱ 期以降  

 第 Ⅱ期以降は、歩行者が車道を歩いてよいとする根拠や通行許可車両に関する規定を加えた道路

交通法改正と合わせて、大気汚染防止法の改正により公害防止のため車の交通を制限できることと

なった。これらの法改正に基づく形で、警視庁が「歩行者のための道づくり」として、地元やバス・タク

シー事業者と交渉し、歩行者天国の実施計画を立案していき、都心部に次々と歩行者空間を拡大し

ていった。警視庁は、交通規制方法を地域の土地利用に合わせ、線的規制（“ニューヨーク五番街

方式”と呼んでいた）から、一歩進んだ形として面的規制導入、時間帯の多様化 (例：オフィス街でのラ

ンチタイム規制、ファミリーゾーンなど)を行った。 

 このように、交通管理者が歩行者天国に係る計画や地元との協議を主導する一方で、第Ⅰ期に構

想提案を行った都知事や計画系行政との関わりは希薄化していった。 
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5.2.2 歩行者天国上のアクティビティと運営の実態 

 次に、朝日新聞による報道記録が多く残る実施初期を中心に、歩行者空間上のアクティビティと運

営の実態を明らかにする。 

 

(1)アクティビティの特徴  

 来街者が集団的に集まることのできた代表的盛り場地区に特に焦点をあて、実施地区の推移と報

道に記録されているストリート上の自然発生的なアクティビティ（無許可のものも含む）を、社会情勢と

対応させながら表 5-3 に整理した。 

 

①街路を「歩く」楽しみの定着（第 Ⅰ〜Ⅱ 期） 

 1973 年７月 15 日朝日新聞実施の銀座地区歩行者天国におけるアンケートデータ(n=140、来街の

目的、人ごみに対する意見、所持金について)に基づいて算出すると、来街者の 77％が「なんとなく」

歩行者天国を訪れており、買物よりも街なかを遊歩することそのものを目的としていたとみられる。また、

「銀ぶら」という言葉が再度使われるようになったこと、中央通り銀座−上野間をハイキングのように歩い

て楽しむ来街者が現れたことなどを踏まえると、歩行者天国実施により交通安全が確保されたことで、

ストリートを歩いて楽しめる場として経験する機会が増え、定着していったと考えられる。 

 

②「広場」とみなす来街者との摩擦（第 Ⅰ〜Ⅱ 期） 

 歩行者天国では、実施初期から多くの人々が来訪し、上記のような遊歩だけではなく、路上に座る

行為や飲食、言論活動などを含む多様な使い方がなされていたが、法制度上の位置付けが確定す

る中で、運営側からアクティビティ制限がなされていったとみられる(前出表 5-2)。 

 特に言論活動については表 5-3 に示すとおり、新宿西口広場でのフォーク集会やベトナム戦争を背

景とした若者の反戦活動などに対し、警察が警戒を強めていた時期でもあったため、私服警官による

監視があった。また、こうした目的で来街する人々が無届集会を行うことを防ぐためにも歩行者天国は

「遊歩道」であって「広場」ではないことを強調し、歩行者天国上で来街者が歩き続けることを促した。 

 

③若者による自己表現の場としての利用（第 Ⅲ 期） 

 特に第 Ⅲ 期においては、原宿 /表参道の歩行者天国において、近隣の竹下通りの店舗で衣装を購

入し集団で踊る竹の子族やバンド演奏がマスメディアに取り上げられブームになり、代々木公園周辺

の空間に多くの見物人が集まった。期を同じくして、タレントが出店する店舗が集積するなど（ピーク

時には 50 店舗以上）マスメディアとのつながりが強かった同地区において、警察との対立がありつつ

も若者が自己表現の場として歩行者天国を継続して利用することで、若者の街としてのイメージが全

国的に広がっていった。 



 
 

 
 

125 

④歩行者安全の脅威となる他の要素出現による取締強化（第 Ⅳ 期） 

 1995 年の阪神淡路大震災及び地下鉄サリン事件、2008 年の秋葉原無差別殺傷事件など、本期

において公共空間に大勢の人々が集まることそのものに対する災害やテロ行為による危険性が広く

認識された。また、80 年代後半からドーム等の催事用建築の増加、ショッピングモールや超高層等の

建築の大規模化により、「人が集まる」、「大衆的」空間は必ずしも公共空間に求められなくなってきた

と見られる。 

 当期の歩行者天国上のアクティビティに注目すると、昭和天皇崩御を受けた自粛など第 Ⅲ期にもパ

フォーマンス行為が縮小する兆候はあったが、上記のような社会的背景から無許可行為への取締を

強化せざるを得ない状況になったと言える。さらに 2000 年代に入ると、自己表現や情報発信を意図

した行為はインターネット上に移行しており、行為者がストリート上で行う意義を見出した場合に限定

されていったと考えられる。 

 

⑤街路上におけるアクティビティ創出方法の二極化 (第 Ⅴ 期 ) 

上述のような過程を経て、歩行者天国における自然発生的なパフォーマンスが取り締まられ、来街

者によるアクティビティは遊歩と休憩に収束していく。 

 その一方で、2000 年代に入ると[1]都市再生・中心市街地活性化、[2]都市文化政策（例：東京都

ヘブンアーティスト制度）、[3]環境政策（例：国土交通省打ち水推進）といった文脈から、自治体が公

共空間における歩行者アクティビティの創出に注目するようになり、地域民間組織と協力しながら、都

市軸である広幅員街路の交通規制と催しを同時開催する動きがみられる。これらは道路使用許可を

伴う必要があり、本来の歩行者天国と法制度上の扱いが異なるが、歩行者天国が行われてきた街路、

または過去に行われていた街路、またはそれらと同規模の街路空間における交通規制である点で、

本論文では「歩行者天国」形式の再評価がなされたと位置付ける。 

 対照的に、従来の交通安全を第一義とした歩行者天国においては、来街者による主体的な表現

活動としてフラッシュモブが実演された。フラッシュモブとは、インターネット上での呼びかけに応じた集

団が、アートとしての意識やメッセージ性を持って、ゲリラ的に数秒〜数分間行うパフォーマンスである。

2008 年ニューヨーク市中央駅でのパフォーマンスの動画投稿を契機に、世界中でムーブメントとなり、

日本国内では、歩行者天国や鉄道駅が初期の対象地とされたことを伊藤 15)が示している。フラッシュ

モブは、前触れもなく始まり、そして短時間で集団行動を終えるため、歩行者天国運営側の管理体

制をかいくぐる方式でのアクティビティ創出方法をとっていると言える。 
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原宿 / 表参道

- フリーマーケット
  開始
- タレントショップ
  集積 

- ダンス・バンド演奏
  パフォーマンス流行

昭和天皇
崩御

1990  
  
                

-原宿／上野
イラン人取締 
- 大阪／横浜

 

 

-銀座
 アート
 パフォーマンス

 - ストリート
　ファッション
　流行

1995
                

- 阪神淡路
 大震災 
-地下鉄サリン
  事件

オープン
カフェ
の流行

1997-98
                

 -ストリート・
　アートの増加
 - 無許可のフリー
　マーケット増加

1999
 1 月
                

2001
９月
                

-秋葉原
「オタク」の街
として有名に
パフォーマンス

2008 2010
                

渋
谷

豊
島

新
宿

台
東

千
代
田

中
央

年
月

無差別殺傷事件による中止

実施地区縮小、パフォーマンス行為規制
しての再開

- 歩行者天国の中止 

凡例　
　　　　廃止試行期間
　　　　実施期間
　＊池袋のみ廃止年不明
                   

パフォーマンス等の
自粛警備強化

公共空間における安全性
重視管理強化

騒音、来街者のマナーの問題、明治通りの渋滞

来街者の減少日本橋・京橋

ストリートカルチャー
の隆盛

＊
                

▶暴走族対策

Ⅴ. 歩行者天国の再評価
2011
                

2012
                

2013
                

2014
                

社
会
情
勢

他
都
市
の
状
況

ア
ク
テ
ィ

ビ
テ
ィ

原宿

- エリマネ活発化
-超高層群化
- ネット普及率
　5割超える

- 名古屋
歩行者
天国

大阪
御堂筋
kappo

中央通り
ジャンボプロムナード

9.11
テロ

東京
オリン
ピック
開催決定

- 丸の内
　ホコ天構想
　- ライジング
　ボラード

フラッシュ
モブ

-銀座 ,
  秋葉原

代
表
的
盛
り
場
で
の
計
画

- 東京
ドーム等
開業 -東京ビッグ

  サイト開業

大規模催事の屋内化

　- 郊外 SC
　街なか出店

スマホ
普及率
５割超

自己表現・情報発信等
インターネット上に移行

- 東日本
   大震災

前年
大店立地法
制定

表 5-3  代表的盛り場での歩行者天国の範囲とアクティビティの変遷

旭川市

ニューヨーク、ローマ

-「銀ぶら」復活
-対話集会 , 撮影会

-路上でハンバーガーを
  食べることが流行
-ハイキング
-選挙活動 , ビラまき

国内16 都道府県 自動車及び歩行者
専用道路の導入
が東京郊外都市
で進む

実施地区の拡大 

1975 
 2 月
                

1970 
 4 月
                

銀座

秋葉原

上野

1969
 4 月

                     

 9 月 
1971  
 10 月
                

 11 月
1972  
 3 月
                

 4 月  7 月
1973
 ６月
                

 8 月
1974 
 2 月    8 月    5 月

                

1976
 4 月
                

 10 月

浅草

新宿

池袋

渋谷

Ⅰ.　代表的盛り場地区への導入

 7 月  8 月

Ⅱ.  実施地区の拡大と手法の多様化

実施時間の延長
実施頻度の増加

代
表
的
盛
り
場
で
の
計
画

渋
谷

豊
島

新
宿

台
東

千
代
田

中
央

年
月    5 月

                

社
会
情
勢

歩行者専用
道路計画

メインストリートの自動車交通規制実施

歩行者天国の実施

中央通り
ジャンボプロムナード

凡例
　　　計画期間
　　　実施期間

                     

美濃部都知事による提案

警視庁による交通調査及び地元調整

▶地元（観光連盟等）からの誘致 世界最大規模の自動車交通規制

日本橋・京橋

暴走族が社会
問題化

学生紛争下火に
ベトナムに平和を！市民連合 (1965-74 年 )

他
都
市
の
状
況

ア
ク
テ
ィ

ビ
テ
ィ

結婚式 , ピクニック形式飲食 , 座禅

新宿西口広場
フォーク集会
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(2)地区別の運営実態  

 上記の通り、時期によって歩行者天国の状況が大きく異なるとともに、実施地区によって許容される

アクティビティの程度に違いがあったことが明らかになった。さらに本項では、地元民間組織の運営参

加方法及び周辺の土地利用の観点から運営実態を提示する。 

 

①地元民間組織の運営参加方法  

 報道記録が残る 1970〜72 年までの初期実施を行った地区について、地元民間組織が行った活動

を表 5-4 に整理し、その特徴を以下ににまとめる。 

[1]各地区のイメージの反映  

 表 5-4 の新宿や上野地区にみられるように、来街者への対応やサービスの面で地区のイメージを意

識して運営を行い、同時に実施される都内他地区の歩行者天国との差別化をはかっていたと言える。

また、歩行者天国と同時に催しを開催する際(前述のとおり、別途道路使用許可をとっていたとみられ

る)には、近隣の広場や公園での催しと日時を合わせることで、歩行者が地区の広域的な回遊を楽し

めるように配慮していた。 

[2]経済効果に対する捉え方  

 日曜のみ売上げが落ちることがあっても、実現させたいという上野のような民間発意の地区とは異な

り、他地区では歩行者天国実施による経済効果も期待された。例えば、新宿地区では、当時、新宿

駅西口開発と歌舞伎町の発展が進み、新宿通り付近の商業地としての地位の維持が課題であった

中、歩行者天国の開始から１年で沿道店舗の売り上げが２割伸び、経済効果が明らかであった。 

 しかし、(1)で前述したとおり、歩行者天国の来街者の主目的は買物ではなく遊歩であり、地区や店

舗の種類によっては歩行者天国の実施が売上げに波及しない場合もあった。例えば、銀座地区では

歩行者天国を契機に、日曜日の店舗開店率が高まったが、百貨店の売り上げについては平日より減

少（1973 年時点）した状況であった。しかし、商店街は、通りが「公園」になっているという捉え方で、

平日と切り離して捉え、感謝デーとしてサービスするという立場をとった。また、百貨店としても、大衆

的な好みの来街者に合わせて、安価な商品のワゴンセールを行い、舞台装置風にストリートの景色を

変えるといった方法で、運営に協力的な立場をとった。 

 一方、面的な規制が行われた浅草地区では、元々歩行者が多い仲見世、新仲見世、ひさご通りと

いった歩行者用道路を備えており、実施を大きな変化として捉えなかったなめ、歩行者天国化に合わ

せた来街者へのサービス提供は特になかった。結果として、経済効果や人出は期待よりも増加せず、

実施以前には自動車による来客増加を目指していた通りなどから、批判的な意見が出た。 
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表 5-4 地元民間組織の運営参加方法  

 

 

②周辺の土地利用  

 以上より、地区ごとの地元民間組織が、地区の特性を考慮した運営を行っていたことが示唆される

が、代表的盛り場については銀座、秋葉原、新宿の 3 地区を除き、第 Ⅳ 期を迎えると急速に縮小の

一途を辿った(表 5-3 参照 )。 

 その理由として、警視庁交通年鑑における掲載内容や商店街への問い合わせから、[1]都内の自

動車交通量増加に伴う実施範囲の近隣道路での渋滞発生（渋谷地区）、[2]騒音やゴミ放置など利

用者のマナー悪化による住民からの苦情（原宿 /表参道地区）、[3]歩行者数減少による交通規制の

必要性の低下（京橋・日本橋地区）の 3 点が挙げられている。 

 収束した要因の[2]や[3]については運営方法や通りの交通事情だけではなく、周辺の土地利用から

も影響を受けていると仮説を立て、歩行者天国の範囲がピークである時期と重なる 1986 年と、歩行者

天 国 の縮 小 が検 討 され始 めた 1996 年 の東 京 都 都 市 計 画 基 礎 調 査 の敷 地 ごとの土 地 利 用 （２

km×2km）(図 5-3~10:点線部分が歩行者天国実施路線 ) ついて比較した。特に 10 年間の間に土地

利用が変化したエリアは、図中に注釈を加えた。  

 なお、歩行者天国化が、周辺の交通動線に影響することで土地利用に変化をもたらした可能性も

考慮すべきではあるが、歩行者天国による影響と他の多数の要因による影響を比較検証することは

困難であるため、本項では扱わない。 

 

地区(民間組織) 実施年 運営参加方法 
銀座 

（銀座通り連合会） 
1970 年 －
現在 

【来街者の利用マナー向上】開始直後からパトロールを行い、宣伝
行為は行えない旨を広告代理店に周知。 
 
【もてなし】歩行者天国実施を記念する形で毎年、大銀座まつりを
継続（1999年まで、その後見直し）。歩道上ベンチ、パラソルと椅
子を休憩所として設置。葦簾張りの日除け設置。 

新宿 
(新宿東口商店街振興組合, 
新宿大通商店街振興組合, 
新宿駅前商店街振興組合) 

1970 年 －
現在 

【来街者の利用マナー向上】新宿の「若さ・気安さ・自由」のイメ
ージを活かしたいため当初は行わなかったパトロールを、目に余る
宣伝活動、集団行為が多いとして、1976年から開始。 
 
【もてなし】初回時に、近隣の歌舞伎町コマ劇場前広場に大水槽を
設置し、金魚すくい実施 

池袋 
(池袋東口美観商店会, 

西武） 

1970年̶ 
90年代後半
以降中止 

【もてなし】花やミネラルウォーターのサービス。西武がイベント
開催に前向きで、商店会と共同で野菜青空市や子どもへの竹馬等サ
ービスを行う。 

渋谷 
（道玄坂商店街振興組合） 

1970年̶ 
1999年 

【もてなし】ベンチ・パラソル設置 

上野 
（上野観光連盟、 
近隣商店会） 

1972 年 ̶
1999年 

【開催範囲の調整】売り上げが減ったとしても自動車を締出す意向
を表明。近隣の上野公園との連続性を重視し、1978年成田空港への
送迎車運行のため、縮小された区間での実施再開を協議・実現。 
 
【もてなし】下町情緒を活かしたいという当初案に近い形で、期間
限定の「夕涼み歩行者天国」実施。 

日本橋・京橋 
（沿道商店会） 

1972 年 ̶
1999年 

【もてなし】おしぼりサービス、ラムネ屋台 
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図 5-3,4 銀座-日本橋,日本橋-神田・土地利用の変化(1986-96 年) 
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図 5-5,6 神田-秋葉原,上野・土地利用の変化(1986-96 年) 
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図 5-7,8 新宿,池袋・土地利用の変化(1986-96 年)  
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図 5-9,10 池袋, 原宿/表参道・土地利用の変化(1986-96 年) 
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 まず、中央通りについては、周辺のエリアにおいて住宅系から事務所建築物への転換が顕著であり、

2km グリッド内全体に占める事務所の割合も高い。特に日本橋 -神田間においては、神田駅周辺など

10 年間で商業系用途の集積が低くなっている(図 5-3,4)。こうした転換により、休日人口が減少し、歩

行者数も合わせて減少したとみられる。一方、現在も運営を実施している銀座、秋葉原、上野地区に

おいては、1996 年時点でも沿道に商業集積が見られ、商業集積のある地区において継続しているこ

とが明らかである。なお、上野区間の中央通りでの交通規制は中止となったが、アメ横など歩行者密

度の高い周辺エリアが平日歩行者用道路化しているため面的規制は現在にも受け継がれていると言

える(図 5-5,6)。 

 また、新宿においても、歩行者天国実施路線の沿道周辺に商業系の集積がみられる。広域で見る

と 2km グリッド範囲内には、事務所建築物や住宅系用途の割合も高いが、住宅系は区間沿道からお

よそ 500m 圏以遠に立地している(図 5-7,8)。同じく実施区間周辺に商業用途の集積がある池袋及び

渋谷地区については、住宅系が新宿地区と同程度または少し多いが、実施区間に隣接しているため、

歩行者天国実施時には、新宿地区よりも住民の自家用車の利用や住環境に配慮する必要があった

とみられる。 後に、原宿/表参道地区では、商業の集積はありつつも住宅系用途との近接度が他の

地区よりも高く、歩行者天国の実施が来街者と住民との間で摩擦が起きる要因となったと考えられる

(図 5-9,10)。 

 

5.2.3 変遷からみたマネジメントの特徴 

 以上より、歩行者天国は、来街者側からは、歩行者に解放された空間であり一時的な広場空間を

創出しているとも捉えられていたと言える(5.2.1 参照 )。対して、警察及び地元民間組織から成る管理

運営側としては地域にふさわしくないとみなしたアクティビティを制限するために、①来街者による通行

以外の利活用は公式には許可しなかったこと、しかし時代性を反映しながら、②各期において自然発

生的なアクティビティが地区別のイメージを形成していたこと、③地域民間組織もその点を自覚してお

り、催しは自粛しつつも、近隣のオープンスペースとの間の回遊性の考慮や、来街者をもてなすサー

ビスを行っていた。また、来街者の来街の主目的は遊歩でありながらも、盛り場地区における歩行者

天国においては、①土地利用として、沿道を中心として商業用途建物の集積が維持されていることと、

②住宅系用途地区から 500m 以遠に位置し、住民と来街者の摩擦が起きにくいことが、継続の要因

になっているとみられる(5.2.2 参照 )。 
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5.3. 現存地区におけるマネジメント 
 5.2 では、アクティビティ、地域別の運営実態、周辺の土地利用という 3 つの観点から、これまでの歩

行者天国の空間利活用と運営の実態を明らかにした。本項では、その中でも現存地区におけるマネ

ジメント方法の特徴を詳細に明らかにするとともに、長年の地域民間組織の交通規制への協力が、

各地区のストリートデザインにもたらした影響を明確化する。  

 調査対象は、5.2 に取り上げた盛り場の交通規制が現存している銀座、秋葉原、新宿地区に加えて、

駅周辺の面的規制が現在まで続き、2011 年より時間帯を拡大した自由が丘地区の 4 カ所とする。そ

れぞれについて、銀座通連合会、千代田区神田地域まちづくり課、新宿大通銀座通連合会、千代

田区神田地域まちづくり課、新宿大通商店街振興組合、及び自由が丘のまちづくり会社である株式

会社ジェイ・スピリットへのヒアリングと現地調査の結果から、これら 4 地区における交通規制の現況及

び運営組織体制について、その他のストリートデザインに関わる組織との連携体制に焦点を当てなが

ら以下に提示する。 

 

5.3.1 地区別の運営実態 

 4 地区の運営において他の地区と比較して、特徴的な取組みを整理する。 

(1)銀座地区（中央通り:国道 15 号） 

①地域民間組織による交通規制及び地域安全維持  

  銀座地区においては、実施開始以来、銀座通連合会が築地警察署と協働しながら、歩行者天国

運営を担っている(後出図 5-12)。以前に比べて警察署側の人員が 500 名から 250 名と半減し、交通

業務に支障をきたす恐れがでてきた事を契機として、両者間で協議がなされた結果、2004 年以降、

交通規制に要するバリケード及び看板について[1]デザイン考案、[2]2 年ごとの交換、[3]保管（百貨

店内）とその[4]設置について、警備員を雇い、これらにかかる費用を連合会が会費収入により負担し

ていることが大きな特徴である。その結果、以前まで 50 人 /回であった警官数が、現在は 5 人 /回と交  

 

 

図 5-11 銀座における歩行者天国（筆者撮影）  
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通管理者側負担が軽減されている。さらに、連合会が負担をはじめたことで、開催頻度増加に関する

警察との交渉が円滑に進み、日・祝日だけではなく土曜日・雨天時・年末も実施が可能となり、他の

盛り場規制の 3 地区と比較して も多い頻度での開催が実現している。また西銀座の柳祭り等、近隣

の地区でイベントがある際には銀座通りでは歩行者天国を取りやめており、複数の地区間で交通流

が混乱に陥らないように調整がなされている。 

 さらに、2007 年より「銀座ガイド」を実施し、日常的な見回りによって地域の安全維持を図っており、

自転車走行に対する注意喚起など、歩行者天国実施時においても歩行者環境保全の役割を担って

いる。 

 

②休憩施設の設置  

 次に空間構成に着目すると、図 5-11 に示すとおりパラソルとイス、ゴミ箱等のファニチャーが、現在

に至るまで配置されている点で他の地区と大きく異なる。こうしたファニチャーは休憩のためであり、沿

道からの飲食サーブは原則禁止である。これらについても警察との協議の上で認められたものであり、

街路のセンターラインに設置することで緊急車両の通行の余地を確保している。 

  銀座 1〜8 丁目と丁目毎の支部会（民間組織）がそれぞれに面するファニチャーを購入しており、

連合会は 2009 年にデザインの統一を試みたが、支部会間において費用負担可能な程度に差があり、

色や数を必ずしも統一していない。 

 

③地域民間組織による限定的な利活用  

 警察は中央通りを「ショッピングストリート」であり、「イベントストリート」ではないと位置づけ、地域民間

組織による歩行者天国とあわせた利活用への協力には消極的であるが、2000 年代以降の道路管理

者である国土交通省の支援の下、行われるようになった打ち水等のイベントに対しては、協議が比較

的円滑に進んでいる。ファッションショーや歩行者天国を開始した記念日の「ホリデープロムナード」に

おいても打ち水イベントを行っている。また、東京都が歩行者天国を借りきる形でヘブンアーティスト・

パフォーマンスも実現した。 

 地域民間組織としては現状よりも利活用を促進したいものの、利活用の幅が広がることで、外部から

の言論活動等も受け入れる必要がでてくることを懸念するなど、運営側において利活用内容をコント

ロールする権限がないためにあまり進んでいない。なお、言論活動については 2009 年に歩行者天国

でのデモ禁止を公安委員会に陳情しており、地域には望まないものとして公にしていると言える。 

 こうした状況下にあるため、歩行者天国は歩きながら楽しむところとしての認識を地元で共有し、実

施時のアクティビティに関して禁止事項を明確化している。 
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                   図 5-12 歩行者天国運営と街並整備実施関連主体の関係  

   

                       図 5-13 銀座中央通り歩行者天国と地域民間組織分布図 

(すずらん通り、西五番街、ソニー通りでは、20 年前ほど前から、自主的に平日午後バリケードを設置しており、
近隣街路の歩行者空間改善がなされている。) 
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④沿道を含むハード整備への影響  

[1]ストリート環境の保全を目的とした組織改定  

前述のとおり歩行者天国の運営は、中央通り沿いと晴海通り沿いの民間事業者及び地権者から

なる銀座通連合会が担う(図 5-13)。銀座通連合会は、1919 年発足の京新聯合会（当時、車道拡幅

に伴う柳撤去の反対運動のために結成）を前身とした、中央通り及び晴海通り沿いの銀座の商店会

のなかでも 大規模の組織である。80 年代に「銀座憲章」及びそれに伴う行動綱領（文化的イベント

の開催、楽しく歩き安心して目的を果たせる街の体制、隣接地域を含む居住性向上、人間的な街づ

くりといった内容を含む）、90 年代後半には、地区計画「銀座ルール」、「銀座まちづくりヴィジョン」を

策定するなど、銀座像の関係者間での共有や沿道建物のデザインコントロール等にも主導的な役割

を果たしている。同ヴィジョンには『新銀ブラ計画』として、歩行者天国を行ってきた経緯を踏まえ、路

地や公開空地とのネットワークにおいて、出会いやコミュニケーションの場を確保するような歩けるまち

づくりを３つの柱の一つとしている。 

また、連合会は、2001 年に発足した銀座 1〜8 丁目の総意を代表する意思決定機関である「全銀

座会」の主導的組織となっている。「全銀座会」は、1966 年から続くパレード型の「大銀座まつり」の見

直しを契機として設立され、ストリートの利活用等を含む運営を会費制で賄っている。 

このように、銀座地区では歩行者天国実施により、ハード整備のコンセプトに歩行者への配慮が組

み込まれるとともに、ストリート環境の保全を主眼においた組織改定がなされてきたと言える。 

 

[2]中央通りの将来計画  

 銀座 6 丁目計画（2003 年）を発端として、大規模開発の圧力から街並みを保全するための議論の

ために「銀座まちづくり会議」が設置された時期に 「全銀座会」が新たな催事として「プロムナード銀

座」（2004 年～）を企画したことは、“逍遥空間”を銀座の特質であるとし、超高層化とは異なる街づくり

と異なる方向性を採るように確認する過程となった。 

 2013 年現在、中央区主導でオリンピックに向けて，中央通りを通る LRT または BRT 軌道を建設す

る計画が浮上しており、これが実現すれば歩行者天国となる区間が小さくなるため銀座地区への影

響は大きい。そのため、モール化も整備案の一つとした将来的計画を議論し始めている。 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

137 

(1) 秋葉原（中央通り:都道 437 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               図 5-14 歩行者天国運営と公共空間利活用主体の関係  

①住民を含む地域民間組織による地域安全維持  

 秋葉原の歩行者天国運営における大きな特徴は、アキバ 21（地域団体）という運営主体そのもので

ある。2008 年に発生した無差別殺傷事件を契機とした歩行者天国継続への危機感から、以前から

運営に関わってきた警察と沿道民間事業者だけではなく、町会、計画系行政（千代田区）や JR 秋葉

原駅周辺の再開発に関わるエリアマネジメント組織も一体となって取り組む体制となっている。 

 また、事件を受けて警察からも要望されていた「東京都繁華街等における体感治安の改善事業」

（2010 年度）による防犯カメラ設置や、実施路線を 4 つのエリア(図 5-16①—④)に区分してのパトロー

ル実施など、管理体制が大幅に強化されている。現地調査の結果からも、警察官の事務局待機や強

固なバリケード設置がみられ、他の地区より厳重な管理体制が採られていることが明らかになった。 

②自治体行政との連携  

 5.2 に示したとおり、一般的には自治体行政が交通管理者の主導する歩行者天国に関わることは

あ ま り ないが、無差別殺傷事件による中止期間を経て、千代田区としても歩行者天国の継続が望ま

しいとする立場を明確にし、千代田区の他の公共空間と中央通りの活用を一体的に検討する体制が

築かれている（図 5-14）。また、アキバ 21 の事務局である TMO 「秋葉原タウンマネジメント株式会社」

は都市再生推進法人として認定を受け、今後、イベントやオープンカフェの運営による地域の魅力向

上に取り組む予定である。 

③近隣居住者との調整  

 中央通り周辺の中・広域的な空間特性に着目すると、近隣に居住者が存在している。5.2.2 にも触

れたが商業事業者と住民では、歩行者天国のあり方に対して求める条件が異なるため、この間の調

整が必要となる。ヒアリングによると、アキバ 21 の構成として町会など多主体を巻き込む包括的な仕組

みを備えていても、商業事業者と住民間の意見調整は依然として難しいと捉えてられていることが明

らかになった。 
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図 5-15 秋葉原における歩行者天国（筆者撮影）       図 5-16 秋葉原歩行者天国と地域民間組織分布図 
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(2) 新宿（新宿通り:区道 11-700 号、41-800 号） 

①複数の商店街組織による独立運営  

   新宿地区においては、広幅員街路である新宿通りを軸にしつつも、ネットワーク上に歩行者天国が

開催されており、各ストリートの沿道毎に民間主体が存在する(図 5-18)。ただし、警察とのパトロール

協力を主導しているのは新宿通り沿いの新宿大通商店街振興組合である。複数の民間主体間で、

特に協力体制をとる事はなく、各自が前面街路に対して責任を持って運営を行っている。 

  

 

              図 5-17 歩行者天国運営と街並整備主体の関係  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              図 5-18 新宿通り歩行者天国と地域民間組織分布図  
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②近隣における公道上のオープンカフェ実施  

 地区内のストリートの一つであるモア 4 番街において、歩行者天国開催時も公道上のオープンカフ

ェ（都市再生特別措置法・道路占用許可の特例による）が実施されている。モア 4 番街の全体に占め

る割合は大きくないため、銀座のように滞在空間が象徴的な景観をつくり出すまでには至っていない

が、歩行者天国における、ストリート上での過ごし方の選択肢を広げている。 

   

③新宿通りの将来計画  

   新宿通りでは、1950 年代後半から若者の街としての性格を強める中で、東口広場への「フーテン

族・ヒッピー族」のたむろや、反戦デモ（1968 年）による一斉閉店に追い込まれるなど、来街者による広

場的利用により営業活動に大きな影響を受けてきたが、歩行者天国を好意的に受け止め、1977 年の

時点で、ハード整備としても新宿二丁目を含む面的な「有機的広場」のコンセプトを反映させようとし

ていた。 

 さらに、歩行者重視の「道路準備委員会」を発足し（1979 年）都知事に陳情したことを契機に、80 年

代には、「新宿モール化計画（専門家への調査依頼による）」が提示されており、この時期から商店街

構成員間で新宿通りの将来像を「歩行者優先道路」、「歩行者専用道路」として共有していた。その

後も歩道整備及び交通安全確保についての研究・検討が継続された結果、東京都認可の修景事業

が実現した（1987 年認可、二次に区分して整備し 1999 年に完成）。選定に至った大きな要因が歩行

者天国の実績に対する評価であったとされており、長年の歩行者天国の運営が、ハード整備につな

がったといえる。 

先述した 70 年代以来の面的な歩行者空間整備に関する構想は現在まで保持されている。「新宿

駅東口まちづくり構想 (2011 年 )」 に基づき、地域団体である新宿 EAST 協議会が、新宿区と協議し

ながら、地区計画、駐車場附置義務新宿ルール設定を含む新宿通りのモール化案を検討中である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-19 新宿通り及びモア街オープンカフェ（筆者撮影） 
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(4)自由が丘地区  

 自由が丘地区においては、上記 3 地区の広幅員街路を軸とした歩行者天国と異なり、鉄道駅を中

心とした複数の小中規模幅員の街路網に対して、面的に交通規制を行ってきた。 

 

①運営体制への住民参加の成熟  

 マネジメントを主導する自由が丘商店街振興組合は、1963 年に 12 の商店会を束ねる連合会形式

で組織され、日本 大の規模を誇る。また、公共交通事業者である東 急 バスも協力的である。これに

より、自由が丘駅周辺を中心とした商業エリアで一体的な運営が可能になっていると言える。 

 また、商業者が自らも近隣の住宅地に居住していること、まちづくり会社株式会社ジェイ・スピリット

（以下 JS）が、商店街では制度的に活動ができない住宅地を含む広域のエリア（75ha）を対象にまち

づくりに係る事業を行っていることから住宅地コミュニティとも意思疎通している点も特徴である。 

 さらに、住民組織として成熟した「住区住民会議」も JS に出資しており、運営上、大きな役割を果た

している。「住区住民会議」は、美濃部市政下において保守的な自治会・町会に相対する形で設立

されており、他の特別区では自治会の力が強く存続していないが、目黒区では両者が共存している。

メンバーには新住民、学識者も多く含まれ、障害者の立場からの歩行者天国のあり方や、景観形成

に対する専門的意見を運営に反映している。 

 

 

 

図 5-20 歩行者天国運営と街並整備主体の関係  



 
 

 
 

142 

 

図 5-21 自由が丘歩行者天国と地域民間組織分布図  

 

図 5-22 自由が丘歩行者天国と地域民間組織分布図  
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②地域民間組織による実施開始時からの交通規制協力  

 70 年代の歩行者天国開始時は、警視庁からの呼びかけで開始しており、賛成派と、自家用車で乗

り付ける客に配慮した反対派に分かれたため、日曜日の 15：00－18：00 という短時間で実施すること

で合意形成ができた。 

 さらに、当地区は自動車交通量があまり多くない中小幅員の街路網から成るため、バリケード設置

の負担もそれほど大きくなく、商店会エリアごとに特定の商店に任せられている。商店に対しては、振

興組合の会費から、管理費を支払っている。 

 また、2009 年の東京都体感治安改善事業を期に、自由が丘に立地する産業能率大学との連携体

制が築かれたことで、「セザンジュ」と呼ばれる学生活動が組織され、歩行者天国時のパトロール・案

内体制、地域イベントが充実化するとともに、学生にとってもスキルアップの場となっている(図 5-20)。 

③交通規制時間帯の拡大と「歩行者」に配慮した沿道デザインへの展開  

 自由が丘のまちづくりは、各ストリートがメインストリートという意識をもつとともに、『自由が丘らしさ』を

フィルターとして関係者が納得するまで合議する方法で、方針を決定してきた。フィルターとされる『自

由が丘らしさ』も、時代によって使い分けられており、これまで「ヒューマンスケール・細街路のまち」とい

う方向性を採ってきた。歩行者天国の時間を拡大（12：00—18：00）した時期（2011 年）はそうした自

由が丘フィルターの共有による歩行者への配慮の意識が醸成した時期であり、地区計画など沿道デ

ザインのルール作成を行った時期と重なっている。 

④地元にとっての歩行者天国運営の意義  

 ヒアリングより、商業活性化のみでは近視眼的になりがち、また、沿道デザインに関するマネジメント

のみでは地権者を中心とした利害関係者に従って対象エリアを絞ることになるとして、交通管理者・

道路管理者・交通事業者・住民など多主体と交渉していく必要がある歩行者天国の運営を、まちの

方向性についての俯瞰的な議論の機会となると捉えていることが明らかになった。 

⑤地区内ストリートに関する将来計画  

 東日本大震災による防災意識の高まり、渋谷・二子玉川等の周辺開発からの危機感から、③に示

したような細街路のみのまちなみを良しとする方向性を転換し、共同化開発や必要 低限の都市計

画道路整備を行い、その際の沿道の用途更新が、地域民間組織側に委ねられるように体制を整える

ことが今後の課題とされている。 

 都市計画道路について、地元としては歩道の幅員を大きくとり、さらに都市再生推進法人、または

目黒区申請中の特区制度を用いた平常時のオープンカフェの実施を検討している(図 5-21 女神広

場周辺 )。オープンカフェについては JS が TMO 構想を作成した 2003 年から提案されてきたが、既存

のストリートにおいての実施は、交通管理者との協議や、自由が丘地区に多く存在する民地でオープ

ンカフェを商う店との役割分担が課題であった。 
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5.3.2 特徴と効果 

  4 地区に共通する特徴として、①バリケード等設置費用の負担やパトロールの強化など、実施時の

安全面確保に関する交通管理者との協力体制がみられる点、②エリアマネジメントや街並整備関連

主体との意見交換や協力体制がみられる点、歩行者天国実施だけではなく③将来的なモール化、

オープンカフェ運営による滞在場所の設置等、日常的な歩行者空間の充実化を目指す中長期的な

計画を検討している点にまとめられる。 

  また、歩行者天国の実施により、①歩行者に優しい地区のイメージ形成がなされ、それが来街者

だけではなく、街並整備関連主体や自治体行政にも共有され、ハード整備や沿道建物のデザインル

ールに反映されている。また、運営においては、②一部の沿道地権者間で進める景観整備と異なり、

地域を俯瞰的に捉え、交通管理者や住民など多主体間での合意形成を必要とすることから、沿道に

留まらない広域的にみた地域のまちづくりの計画策定や組織改定に発展しやすい。以上の 2 点が継

続的な歩行者天国運営による効果として挙げられる。 
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5.4 マネジメントの特徴 

 5.2、5.3 の結果を総括し、本研究における 4 つの分析 (1)~‾(4)の視点から、東京都の事例の特徴を提

示する。また、(5)に地域民間組織の運営参加によるまちなみへの影響 を示す。 

 

(1) 地域住民・来街者のアクティビティ 

 歩行者天国について、道路交通法上で定める交通問題・交通公害の解決策としての位置づけ、ま

た、地域にとって望ましくない利活用を抑制するという目的から、運営側としては通行の利便性・快適

性の向上を図ってきた。その結果、街路を「歩く」楽しみを定着させてきた一方で、特に広幅員街路の

歩行者天国では「広場」や「自己表現のための空間」とみなす来街者との摩擦がみられた。 

 このように、歩行者天国は長年にわたり、運営側において「交通空間」の機能的概念の位置づけが

明確になされ、歩行者のアクティビティを積極的に多様化する方向ではなく、多様性をどの程度の

「許容」するかによって地区別の特徴が表れていたと言える。 

 

(2) 合意形成  

 交通管理者と自治体・道路管理者の関係に着目すると、5.2.1 に示したように、当初の都知事は将

来的な恒久的歩行者専用化を表明しており、自治体・道路管理者にも注目されていた施策であった

とみられるが恒久化のための具体的計画はなく、交通管理者主導の歩行者天国範囲拡大が進んで

いく中で歩行者天国は交通管理者の管理の範疇とされ、関わりが薄れていった。しかし、2000 年代

以降①都市再生・中心市街地活性化、②都市文化政策、③環境政策という文脈から、公共空間に

おける歩行者アクティビティの活性化に注目した自治体・道路管理者により、広幅員街路を交通規制

するという「歩行者天国」形式の再評価がなされていると言える。こうした流れから、自治体内の他の

公共空間との一体的な利活用方式の検討や、行政後援によるイベント実施の円滑化がなされつつあ

る（5.3.1 参照）。 

一方、地域民間組織に着目すると、銀座や自由が丘では、民間組織がバリケード設置など負担を

分担することで、実施頻度の増加や時間帯延長が実現している。 

 以上より、自治体・道路管理者による歩行者天国の意義の再定義、歩行者天国実施のための交通

管理者の負担を軽減するような民間組織による協力体制構築の 2 点が、運営方法を柔軟化している

といえる。 
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(3) 広域計画、及び地域経済・地域生活との相互影響  

 90 年代の盛り場地区規制の区間縮小に見られるように、広幅員街路の歩行者天国の継続性に対

して中・広域的な交通流及び土地利用（商業集積の有無及び住宅系用途との位置関係（500m 以

内 /以遠））が与える影響は大きい。 

  その一方で、住宅系用途との位置関係に関わらず、①中小幅員の街路の面的規制においては、

歩行者用道路 (毎日・時間帯規制 )への転換する傾向にあるとともに、②自由が丘（面的規制を行う商

業地区を囲む形で住宅系用途が位置）のように、商業者も近隣に居住しており、住民としての観点を

運営に反映できる場合は、円滑に継続していると言える。 

 

(4) 社会情勢及び経済情勢の変化への対応  

 ③に示したとおり、歩行者天国の継続性そのものは、土地利用、周辺の自動車交通流から影響を

受けている。社会情勢や経済情勢の変化を受けてきたのは、運営側の管理体制であり、その結果と

して許容される歩行者天国時の街路上のアクティビティの幅が規定されてきた。 

 

(5) 地域民間組織の運営参加によるまちなみへの影響  

 (1)にも示したとおり、東京都の歩行者天国においては道路交通者が計画・運営を主導し、ストリート

空間のうち「みち空間」を地域の「公共空間」として価値づけるよりも、「交通空間」の機能的概念（語

の定義については第 1 章 1.2.2 参照）を重視したまま運営してきたと言える。 

その一方で、必ずしも経済効果をもたらさないにも関わらず、地域民間組織が運営に参加し、来街

者をもてなす意図をもって定期的な交通規制を継続してきたことで（5.3.1 参照）、現存地区では歩行

者に優しい地区のイメージ形成が来街者、マネジメントを行う民間組織、自治体行政間で共有され、

ストリートを周辺地域全体の基軸とした将来的計画がなされている（5.3.2 参照）。 

 つまり、これまで歩行者天国実施時は「交通空間」としての概念のもと、アクティビティの多様化が制

限されてきたが、地域民間組織による来街者へのサービスを意図した運営が継続されたことによって、

歩行者中心の地域のイメージを形成することとなった。さらに、こうしたイメージ形成が、沿道建物のデ

ザインルール策定や、みち空間整備事業に関する自治体行政（計画系・建設系）からの協力獲得に

つながったと言える。  
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5.5 おわりに 

 本章では、東京都の事例からストリートにおいて歩行者天国を単発の催しではなく、定期的な実施と

して継続することで、歩行者に優しい地区のイメージ形成、広域的にみた地域のまちづくりの計画策

定や組織改定への発展といった効果がみられることを明らかにした。また特に、平常時は自動車交通

が大部分を占める広幅員街路では、普段とは異なる視点場からの景観、人が集まる場所の雰囲気を

楽しむというように、祭や恒久的歩行者空間とも異なる街の楽しみ方を創出したと言える。 

 ストリートデザイン・マネジメントの一環として、定期的な歩行者天国実施を実施する際には、まず、

以下の制度的特徴を踏まえる必要がある。 

 

(1)制度的特徴  

5.4(2)に示したが、自治体にとっての歩行者天国を実施する意義は、当初の①「みち空間」を「交

通空間」という機能的概念で捉えた、交通問題・交通公害等、経済成長期型の問題防止のための通

行環境改善から、現在の社会情勢を反映して②地域の「公共空間」としての賑わい創出や地域文化

活動啓蒙に移行している。一方、新規に歩行者天国の実施検討をする地域民間組織にとっては、③

将来の恒久的な歩行者空間整備を見据えた実験的実施としての意義も大きいと言える。 

 しかし、道路交通法上、定期的な実施の術が制度的に整っているのは①を実施目的とする場合の

みであり、今後も需要が増加すると見られる②、③については通常の公道上の催しと同様、その都度、

交通管理者への使用許可申請が必要となる。つまり、②、③の場合には申請が通れば利活用も許可

される一方、交通管理者による協力体制がなければ実施に至らない。 

 従って①〜③のいずれの場合であっても、実施には交通管理者と、地域民間組織及び自治体間の

協力体制構築が、持続性や来街者アクティビティの受け入れの幅を決定する鍵となっている。 

 

以上を踏まえて、現在の社会情勢を考慮した上で、定期的な歩行者天国実施を継続するとともに、

実施時における空間利活用を促進するための条件を以下 (2)～(4)に提示する。 

(2)交通管理者の負担を踏まえた対象地選定及びマネジメント体制  

特に、車線数の多い広幅員街路の交通規制においては、周囲の交通流への影響と交通管理者

の交通規制に係る負担を考慮すると、相当数の歩行者が来訪するポテンシャルがなければ、定期的

な開催への合意形成は難しいとみられる。これに当てはまるのは、大都市の超広域商圏型の商業地

であり、5.2.2 から得られた知見より、住宅系用途からある程度距離のある立地であることが望ましい。

一方、中小幅員では上記 2 点への懸念が小さいため、地域の要望があれば実現しやすく、継続した

後、問題がなければ毎日の歩行者用道路への転換も可能である。また、幅員に関わらず、実施頻度

や時間帯の拡大を希望する場合は、地域民間組織が交通管理者の負担を軽減することが不可欠で

ある。 
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(3)自治体による利活用の意義提示  

通行環境の改善のための従来型歩行者天国では、通行空間を占用する利活用はその目的にそ

ぐわないものであり、沿道店舗のサービスによる来訪者増加は許容されていても、通行以外のアクティ

ビティは原則認めないものであった。 

これは、前述のとおり道路交通法の規定に従い、交通管理者がみち空間を「交通空間」の機能的

概念により捉えたためであり、地域の「公共空間」としての「みち空間」の利活用に対する理念は提示

されてこなかった。これは、他国（例えばドイツ 16）やアメリカ）と異なり、自治体が交通管理に権限を有

していないことにも起因するとみられるが、特に広幅員街路の歩行者天国については、①都市のイメ

ージを象徴する点、②土地利用や広域交通流の影響を受けやすい点、5.3.2 に示したとおり③地域

民間組織によるマネジメントの下、長期的に継続した場合、恒久的歩行者空間化に向けた取組みが

活発化するという点で都市計画にも関わるものであり、本来的には自治体による理念を提示すべきで

ある。 

 

(4)来街者アクティビティの制限要因への対策  

また、5.2 に示したように広場空間が少ない日本国内において、歩行者天国が多様な来街者アクテ

ィビティを受け入れ、体験を共有する機会をもたらしてきた。こうした機会が定期的に設けられることは

都市の創造性の観点からも理想的である。しかし、これまで①政治的・宗教的言論活動等に対する

治安・公安面での懸念、②犯罪行為防止のための監視強化、③騒音を伴うなど周辺住民、運営に

関わる組織との摩擦をもたらす利用抑止を主な要因として、①～③にあてはまらない行為についても、

公平性の観点から全てを制限する方針が採られてきた。 

しかし、本来的にはこうした規制だけではなく、来街者が公共空間を共有して利用する作法を醸成

していくというアプローチも採られるべきである。例えば、沿道の地域主体の利活用の際に外部からの

利活用実施者を受け入れ、利活用方法に責任を持つ意識を段階的に高めるなど、アクティビティの

多様化の余地を残す方策を検討していくべきである。 
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第 6 章 ストリートの広場的活用のマネジメント 
 

6.1 はじめに 

 

6.1.1 背景 

(1)ストリートに対するプレースメイキング手法の適用  

 量的なインフラ整備が充足しつつある欧米を中心に、既存の公共空間を有効活用する方策として、

Public Life Studies から発展してきたプレースメイキング手法が注目されている。プレースメイキングは

再デザインや創造的な利用方法の提案支援を通じて、対象の公共空間におけるコミュニティの中心

としての利活用を活性化するものであり、その空間が従前よりも利用者に「共有」され、本来の「公共

性」を発揮するための手法である。また、“Lighter, Quicker, Cheaper(気軽に、手早く、安く)”という方

針の試行的プロジェクトを、より長期的な計画の足がかりとして積極的に取り入れている点も大きな特

徴である 1)。 

 近年は、民間あるいは自治体のプロジェクトとして、ストリート上の小空間にこうしたプレースメイキン

グ手法を適用し、交通以外の機能を付加し、新たな利用方法を探るような取組が活発化している。例

えば、Park(ing) Day（2005 年〜）2)と呼ばれる活動では、路上駐車スペースを人が公園的に滞在でき

る場所として一時的にデザインし、占用することにより、都市のオープンスペースのあり方について啓

蒙を行っている。他にも、アメリカ・サンフランシスコ市の新たな政策である「Living Innovative Zone」

（2013 年〜）3)においては、ストリート空間の一角に対してインキュベーション機能を位置づけ、来街者

が社会的起業のアイデアや革新的な開発技術を試す場として解放する動きがある。 

 

(2)国内のストリート空間の使いこなしの実態  

 一方、日本におけるストリート上の小空間に対する利活用促進の取組みとしては、まず、地域住民

や来街者へのアメニティ向上を目的としたハード整備により、道路上の残余地を小広場化していった

80 年代のタウンスクエア事業注 1) などの街路事業が挙げられるが、現在、同事業で完成した空間に

おいては利用度の低さや不十分な管理運営などの問題がみられる 4),5)。近年は、道路占用許可の特

例や都市再生推進法人制度（2011 年）など、ハード整備の観点だけではなく、民間によるストリート空

間利活用のマネジメントに係る手続きの円滑化を踏まえた事業が推進されつつあるが、交通行政との

調整や資金調達の面で課題を抱えており
6)

、全国的にみてもオープンカフェ等の滞在施設設置に至

る都市・地区は限られている。 

 以上より、国内都市においても、ストリート上における市民や来街者の日常的な滞在・交流を促進す

るような広場的活用が試みられてきたが、そうした空間の増設や継続的な利活用促進に課題を抱え

ており、上記のような関連制度や各地域でのマネジメントの方法には改善の余地があるとみられる。 
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6.1.2 目的 

 以上の背景から、国内のストリート空間に関わる制度やマネジメントの取組みに対して示唆を与える

と考えられる①街路としての法的位置付けの下、②地域主体による利活用促進が実現している事例

である、ニューヨーク市プラザプログラムを研究の対象とする。当プログラムは、同市の交通局により創

設され、車道や路上駐車帯などをプラザ(Plaza)へと転換し、コミュニティ活動の拠点や公共交通結節

点における歩行者空間として計画、整備、運営するもので、2008 年以降、市内 65 カ所で計画され、

うち 44 カ所が供用に至っている(2014 年時点 )。 

 本研究ではまず、プラザプログラムを制度化したブルームバーグ市政に至るまでのストリートに関す

る施策の変遷を整理し、これまでの施策が同制度に与えた影響を提示する。次に、プラザプログラム

の具体的な運用方法、つまり運用段階（申請期、計画期、整備期、管理運営期）に応じた組織体制

と財源確保手法を整理し、その特徴を明らかにする。次に、完成または計画中の所在地が明らかな

全 57 プラザを対象として、プラザの空間構成及び立地の特徴を明らかにする。さらに、特徴の異なる

近隣地区 (Neighborhood)におけるプラザ間の現況比較により、地区特性と照らし合わせた管理運営

及び空間利活用の実態と課題を提示する。 

 以上の知見を総括し、本論文における５つの分析の視点、つまり、①地域住民・来街者のアクティビ

ティ、②合意形成、③新たに計画・整備されたハードと既存のストックの一体的管理運営、④広域計

画、及び地域経済・地域生活との相互影響、⑤社会情勢及び経済情勢の変化に基づき、プラザプロ

グラムの特徴を示す。 

 後に、広場的活用を伴うストリートのマネジメントの効果と、プラザプログラムと同様の制度の国内

都市への応用可能性及び応用する上での課題を提示し、結論とする。 

 

6.1.3 方法 

  まず、ニューヨーク市のストリートに関する施策の変遷について、文献調査に基づき整理した。次に

プラザプログラムの運用方法については、2014 年 2 月及び 7 月に行ったニューヨーク市交通局及び

プラザプログラムと協 力 関 係 にある非 営 利 団 体 Project for Public Spaces、Neighborhood Plaza 

Partnership へのヒアリング調査、交通局作成の資料調査により明らかにした。完成または計画中の 57

プラザの空間構成と立地については、現地調査に加えてニューヨーク市の GIS 情報 (ZoLa7))と、交通

局及び各プラザの管理運営組織が Web 上で開示しているデータ・資料に基づき整理を行った。さら

に、地区特性と照らし合わせたプラザの管理運営及び利活用の実態に関しては、上記の空間構成と

立地に関する調査結果に基づき、①住民の属性や土地利用といった近隣住区の特徴、②プラザの

形状類型、③利活用内容が、互いに異なる 6 つの地域民間組織を選定し、ヒアリング調査と現地調

査を行った。 

 以上から得られた知見を総括し、結論を導いた。 



 
 

 
 

152 

6.1.4 既往研究 

 ニューヨーク市交通局により、各プラザについて周辺の交通状況の変化からみた整備効果の記録

や、小売店と飲食店の売上げを指標とした代表事例における経済効果の評価 8)がなされている。また、

Walsh9)はアメリカ国内の自治体による歩行者の安全対策の一つとしてプラザプログラムを含むブルー

ムバーグ市政下での複数の施策を取り上げ、概要、成立背景及び施策間の関係性をまとめている。 

 日本国内では中島 10)がブルームバーグ前市長の都市整備の代表的施策としてプラザプログラムを

取り上げ、その概要とプログラムを創設するまでの実験等の経緯に加え、ケーススタディとしてブルック

リンの中心地区のプラザの概要を整理している。同じく中島 11)は、ブロードウェイ地区のプラザ化の経

緯と低所得者地区での運営方法の概要を整理している。 

本研究は、整備効果や制度の概要について整理を行った既往のプラザプログラムに関する文献と

異なり、プラザの空間的特徴とマネジメントの方法に焦点を当てている。また、当プログラムを長年のニ

ューヨーク市のストリート施策の積み重ねの成果として捉え直す、独自の観点から分析を行っている。 

  

6.2 ニューヨーク市のストリートに係る施策の変遷 

 本項では、文献調査 12)- 25)に基づき、プラザプログラムを制度化したブルームバーグ市政に至るまで

のストリートに関する施策の変遷を整理し（次頁表 6-1,2）、これまでの施策がプラザプログラムの制度

内容に与えた影響を提示する。 

 

6.2.1 変遷 

(1)戦前～1953 年：公共施設のトップダウン型計画と郊外化  

 戦前期からの急激な人口増加を背景に、インフラの量的拡充が進められたのが本期である。例えば、

強力なトップダウン方式でその後の都市再開発プロジェクトを推進していく R.Moses による、公園や遊

び場 (Playground)の増設とその際に一定の質を担保するための標準化がその一端を示している 12)。 

また、都市人口の増加と 1930 年代からのモータリゼーションの進行、さらに州間高速道路の完成、

Levittown に代表される大量供給型住宅の普及が重なることで、郊外化に拍車がかかった 13)。その

結果、中流階級層が都心から流出していき、その後の都心部及び既存の商業型ストリートの衰退をも

たらした。 

(2)1954-65 年：コミュニティ環境保全に係る住民運動の活発化  

 前述したトップダウン且つインフラの量的拡充の方針のもと、既存のコミュニティの環境を分断・改変

する大規模開発で都心部の衰退問題を解決しようとした R.Moses に反発する住民運動が盛んになっ

た。そうした一連の運動において、Washington Square Park における園内道路の交通規制が実現す

るなど、住民コミュニティの環境保全のために自動車交通を見直す動きが出てきた 14)。 
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表 6-1 ニューヨーク市における代表的施策（文中の参考文献に基づき作成） 
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表 6-2 代表的施策の概要（文中の参考文献に基づき作成） 

 

 

  時期を同じくして、コミュニティに影響を与える計画において住民代表の意見を反映させるための

‘Community Board’ (市内に 59 存在する市民参加型委員会 )が創設されるとともに、全国的には公

民 セ ク タ ー 間 の 取 組 み の ギ ャ ッ プ を 埋 め る コ ミ ュ ニ テ ィ 開 発 法 人 （ Community Development 

Corporation: CDC）が新たな組織形態として生まれた。コミュニティ開発法人は「①内国歳入法 501

条（c）3 が規定する非営利組織、②近隣（Neighborhood）に基礎を持ち、コミュニティの代表たる理事

会を要する、③第一義の活動は住宅供給である、④近隣のあらゆる土地利用計画をコントロールする

ほどの政治的影響力を獲得するものもある」組織である。主な活用内容は、表 6-3 に示すとおりであり、

社会開発活動として、ストリートを用いたイベント、文化的イベントの運営を担っている 15),16)。 

  このように当期間において、近隣住区単位において住民・民間が組織化し、主体的にコミュニティ

の置かれた環境を守っていこうとする動きの中で、ストリートの管理や活用が方策の一つとして注目さ

れ始めたと言える。 

 

施策 概要 

公開空地 1961 年に容積率インセンティブとして制度化。リンゼイ市政下において Broadway 

Theater District に適応し、官民協働のツールとして効果を発揮した。しかし、80 年代

にデザインや管理に起因する利用度の低さが問題になり、プレースメイキング手法を

用いるなどして再整備される事例が増加。 

コミュニティ 

ガーデン 

70 年代前半、建物が破壊されるなど環境が悪化した NY 市所有の敷地に対し、近隣住

民が自主的に管理を開始。90 年代半ばの財政危機の際に開発用地とみなされるが、住

民を中心とした保全運動が起きる。現在は時限的な協定で維持されており、後述する

ブルームバーグ市政の PlaNYC において、「オープンスペース」の一つとして位置づけ

られている。 

'Operation Main 

Street‘ 

リンゼイ市政下（1969 年）において、市内の５行政区の 15 の通りをアップグレード

した。（例：スタテンアイランド行政区の Richmond Ave における街路灯設置、無料

駐車場、警官パトロール、清掃） 

歩行者天国 

（モール化構想） 

リンゼイ市政下においては、複数の歩行者天国施策が行われた。セントラルパーク内

の週末交通規制（1966 年）では、実施箇所が言論活動の場として利用された。上記の

メインストリート施策から波及した Madison Ave の歩行者天国‘Madison Ave Magic 

Promenade’は大規模イベント（無料ドリンク、ギフト、食事、演奏を実施）と同時開

催したため、沿道店舗への客足に響くと批判が相次ぎ、中止となった。 

パブリックアート 1962 年ワグナー市政下で設立した City's Office of Cultural Affairs をリンゼイ市政化に

おいて公園局と統合することで公共空間でのアートイベントが活性化した。ストリー

トに関連するプログラムとして‘City Walls'等が挙げられる。  
割れ窓理論適用 ジュリアーニ市政下において、軽微な違反を見逃さないことで都市犯罪抑制を試みた。

「ゼロ・トレランス方式」とも呼ばれる。 
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表 6-3 コミュニティ開発法人（CDC）が従事する活動（参考文献 16,17 に基づき再作成） 

 

 

(3)1966-77 年：市行政によるメインストリート活性化のための施策実施   

 J.Jacobs を中心とした住民らが訴えてきた Lower Manhattan Express Way の計画の中止（1969 年）

が実現したことがターニングポイントとなり、市行政側も大規模なインフラ整備中心の計画から、従来

の近隣住区の環境を損なわないような人間中心の都市像提示に転換した。それに伴い衰退傾向に

あった都心のメインストリートに対する活性化のための施策も採られるようになった。 

まず、アーバンデザイン組織「The Urban Design Group」を確立するとともに、William H.Whyte が

策 定 に関 わった「 Plan for NewYork City 」 注 2) による包 括 的 な都 市 像 を示 したリンゼイ市 政 化

(1966-73 年 )においては、数々の実験的施策が講じられた。主な施策として、郊外の大規模モール台

頭に対して、都心の近隣小売業による小さいスケールでの経済振興を重視したメインストリートに対す

る助 成 の‘Operation  Main  Street’、パブリックアートに対 する支 援 制 度 や、東 京 都 の歩 行 者 天 国

(第 4 章 )にも影響を与えたマンハッタン行政区・5 番街及び Madison Avenue の歩行者天国・モール

化構想、などが挙げられる（前出表 6-2）17)。次第にニューヨーク市は財政危機に陥っていくが、その

後 の ビ ー ム 市 政 に お い て も 、 ハ ー ド 整 備 の 受 益 者 か ら 負 担 金 を 徴 収 す る 枠 組 み の Special 

Asessment District 制度によるブルックリン行政区・フルトンモールのトランジットモール化など、メイン

ストリートに関する施策が継続された 18)。 

以上のとおり、本期は市行政がメインストリートの環境改善に関して主導的な役割を果たしたと言え

る。一方、民間側では前述した Whyte の活動を発展させる形で、非営利組織 Proeject for Public 

Spaces(以下 PPS)が創設されたことにより、その後のプラザプログラムにも活かされるプレースメイキン

グ手法の調査・研究が本格化した。 

 

主要な活動 

（物理的・経済的開発） 

住宅開発及びその管理,商業不動産開発及びその管理, 

事業開発,労働力開発 

補助的な活動 社会開発 

①社会奉仕：青少年プログラム、高齢者プログラム、チャイルドケア、 

ヘルスケア、緊急支援など 

②対象地域に対するサービスや他の資源配分を目的とした擁護・組織化： 

 公共サービスの擁護、防犯プログラム、企画調査といった住宅・経済開発） 

③地域のイベントの開催や参加： 

地域計画ミーティング、コミュニティの祝典、Block Party（地域の一部の道 

路を封鎖して行う野外パーティ）など地域の誇りを向上させるような活動の 

開催や参加 

 ④芸術や文化的な活動 
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(4)1978-89 年：地域民間組織の活動活発化  

 その後も市の財政難は続いたため公共サービスが削減され、代わりに公共空間の維持管理を担う

地域民間組織 (ストリートを対象とした BID(図 6-1,2)や公園を対象とした Consavancy など)の組織化

が進んだ。うち、ストリートの維持管理に関わる地域民間組織である BID は、「①民間によって直接的

に管理されている疑似公共組織体（quasi-public organization）、②地区内の不動産所有者とビジネ

スに強制的な負担金（assessment）を課し、③それを資源として地区内で公共サービスを補給する」目

的をもった組織で、フリーライダーが出ないように配慮した仕組みとなっている 16)。ニューヨーク市にお

いては BID の範囲設定として、①街路の両側に位置、②敷地同士の隣接、③住居系よりも商業用途

の不動産が多いこと、④公共施設や免税施設、⑤低未利用の敷地・テナントが殆どないことを満たす

ことが推奨されている 19)。主な事業内容は、清掃注 3)、治安対策、マーケティング・特別イベント、街路

景観整備・美化・植栽、社会福祉、休日期間中のライトアップであり、前出の SAD 制度とは異なり、各

事業に関して対象範囲を組織自らが設定できる。さらに 6.5 で後述する Grand Central Partnership

のような資金力の豊かな組織においては自ら地区の施設整備計画を作成するなど、本期においては

民間組織が、ストリート空間に対して面的に計画や維持管理を行うことに価値を認め始めたと言える。 

 このように、民間組織がストリートの環境維持に重要な役割を果たした時期であったが、行政側とし

ても都市計画のゾーニング手法を見直すことで都心中心部の歩行者空間の面的な改善の素地を築

いた（Midtown Zoning）。具体的にはミッドタウンの西側を開発促進する一方、東側を小規模の街区

開発が守られる「安定地域」とすることで、ダウンゾーニングを含む面的な開発成長管理を行った。そ

の際に、従来の採光、通風を主目的とする形態規制のみではなく、建物の面するストリートに与えるイ

ンパクトや歩行者動線を勘案することとし、①１階店舗設置、②歩行者空間のための前庭整備・歩道

拡幅、③街区内貫通道路の設置、④歩道の切り下げ禁止、⑤地下鉄との接続階段設置を特定の街

路に対してボーナスなしで強制した 13)。 

 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 6-1 ニューヨーク市の BID制度における関係者の役割(出典：大阪版 BID制度検討会資料 21)に基づき筆者作成） 
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(5)1990-2001 年：治安対策強化と BID の役割の見直し 

 財政危機が 初に訪れた 70 年代以降、都心部の治安対策は警察によるパトロール強化を中心に

既に行われていたが、90 年代に入ると、ジュリアーニ市政の割れ窓理論 (前出表 6-2 参照 )の実践に

みられるように、都心部への中流階級層や観光客の呼び込みを目的として警察動員がさらに強化さ

れた。こうした治安対策は、行政によるコントロールが衰えていた 80 年代においては BID 組織の役割

の一つとして定着しつつあった。しかし、90 年代後半になると①財政改善に伴い、行政側が再び担え

るようになったこと、②ホームレス排除や負担金の適正さなどについて批判が高まり、BID のアカウンタ

ビリティが問題になったことより、BID の地域貢献の方策に対して見直しが迫られることになった 20)。 

 

6.2.2 プラザプログラム制度への影響 

 以上の変遷と、それ以後のブルームバーグ市政 (2002-13 年 )の特徴及びプラザプログラムの制度内

容の対応関係から、過去の施策による影響を提示する。 

(1)過去の市政による施策の優れた点の反映  

 都心からの中流階級の流出、それに伴う郊外型商業施設の増加を背景に、60~70 年に市または州

行政主導のメインストリートに関する事業が相次いだ。フルトンモールなど近隣商業地区においての

成功はあったが、ミッドタウンにおけるモール化構想は①トップダウン式で試行を行ったが、沿道テナ

ントへの波及効果への考慮が不十分で合意形成に失敗したこと、②直後に財政難に陥り、90 年代ま

での市政は公共サービスを削減する方向性をとったことから、実現に向けた取組は継続されなかった。

その一方で、80 年代の Midtown Zoning など個々の開発に合わせた比較的中〜小規模面積の歩

行者空間改善を積み上げて行く方法では成果が見られた。 

ブルームバーグ市政においては、リンゼイ市政当時のモール化構想のために作成された調査デー

タを活用するとともに、同様の「プロアクティブ（予防的）」なプランニングの方針を採った 17)。その一方

で、プラザプログラムは①中〜小規模面積、②民間要望型（詳細は 6.3 で後述）により歩行者空間拡

大を実現している。つまり、60~70 年代の先行的取組みを基盤としつつも、当時うまくいかなかった方

法を避け、過去の施策の優れた点を反映させていると言える。 

(2)公共空間のマネジメントを担う地域民間組織の成熟  

  上述のとおり、行政が公共サービスを削減した時期を経たニューヨーク市では、公共空間のマネジ

メントを担う地域民間組織が公共空間の種類やコミュニティの構成に応じて多様化し、地域イベントの

運営や管理運営のノウハウを蓄積してきた。これらの活動が長年継続されたため、各組織の利点・課

題も明確になった上で、プラザの管理運営の受け皿として想定し、財源や利活用方法への配慮が見

られる枠組み立案（6.3 で後述）が可能であったと考えられる。特に 90 年代に地域貢献の面で批判を

受けた BID にとって、一般的なストリートの維持管理よりも利活用促進が重視され、運営負担が大き

いプラザ創出を主導することは地域での存在意義を高める点において意義が大きかったとみられる。 
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6.3 プラザプログラムの運用方法 

 プラザプログラムは、ブルームバーグ市政における長期計画「PlaNYC」（2007 年）（前出表 6-1 参

照）において掲げられた「ニューヨーカーの徒歩 10 分圏にオープンスペースを」という方針を上位概

念とした交通施策の一つであり、プラザもオープンスペースの一つとして位置づけられている。交通局

の管 轄 事 業 として他 に、週 末 の歩 行 者 天 国 などによる徒 歩 ・自 転 車 利 用 の啓 蒙 、 ‘Citybench’や

‘Street Seat’のようにストリート上への滞在の充実を目指すものが設けられており、こうした多岐にわた

る施策が、一体的に実施されている。なお、日本国内の自治体とは異なり、交通局は計画系行政・道

路管理者・交通管理者としての権限を持っている注 4)。 

 プラザプログラムの目的として、上記のオープンスペース確保と交通安全に加えて、プラザの管理運

営を任せることを通じたコミュニティの結束や地域経営能力の強化にも重点が置かれている。Pipeline 

Plaza と呼ばれる有名商業地・業務地を含むパイロットプロジェクトの成功を経て制度化された後は、

交通局が申請する地域民間組織を募り審査する形式を採ってきた。 

 プラザプログラムの運用段階は前述のとおり、プラザの設置を希望する民間組織 (原則的に所在地

または業務地が設置対象地に隣接した非営利組織 )が申請を行う①申請期、審査に通った地域を対

象とした②計画期、③整備期、④管理運営期に大別される。なお、他の予算で整備後、管理運営段

階のみにプラザプログラムが適用される場合もある。 

 

6.3.1 段階に応じた組織体制 

 前述のとおり、プラザプログラムの運用段階は(1)申請期、(2)計画期、(3)整備期、(4)管理運営期に

大別される。交通局へのヒアリング及び資料調査 26)から、下記に示すような段階に応じた組織体制で

取り組みが行われていることを提示する。 

 

(1)申請期  

 申請を行う民間組織は、交通局が公開している申請書類に必要事項を記入し、提出する。なお、

申請にあたっては地元ステークホルダーのうち、 低10者からの支援表明を集める必要がある。さら

に、採用された組織は整備までに、所属するCommunity Boardからの支援を得なければならない。 

 交通局による審査では、オープンスペースが不足している地域 (30 点分 )及び低所得者居住地 (10

点分 )が優先される。加えて、申請者のこれまでのコミュニティでのイニシアチブ発揮 (20 点分 )、組織

体制及びプラザ完成時に期待される管理運営能力 (20 点分 )、地域のコンテクスト(20 点分 )を合わせ

て、計 100 点で採点し、評価する。 
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表 6-4 オペレーショナルプロジェクトとキャピタルブロジェクトの特徴 

 

 

 オペレーショナルプロジェクト キャピタルブロジェクト 

プラザへの適用 仮設整備 恒久的再整備 

整備対象 信号、路上へのマーキング、標識、交通島

等の簡易なコンクリート構造物の設置、フ

ァニチャー設置、ペイントや樹脂仕上げ 

照明、植栽、埋設物も含めた大規模かつ長期

的な整備が可能。通学路、緑道、バスレーン

等の整備にも用いられる。 

資金源 主に市の歳入、一部 は国もしくは州から

の補助金 

主に市のキャピタルファンド（債券を通じて

都市整備用に確保）、 

一部は国もしくは州からの補助金 

事業期間 1～２年 ２年以上 

コーディネート 交通局 建設デザイン局 

計画 交通局もしくは交通局のコンサルタント 

デザイン 交通局もしくは交通局のコンサルタント コンセプト：交通局 

実施設計：建設デザイン局のデザイナーもし

くはコンサルタント 

必要に応じて、 Public Design Commission や

Landmarks Preservation Commission に対し

プレゼンテーションを行う。 

施工 交通局もしくは交通局の請負業者 建設デザイン局の請負業者 

 図 6-3 プラザプログラムの運用段階と組織体制 
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(2)計画期  

 プラザは仮設的に簡易整備されることが多く、実施効果を評価した上で問題がなく、且つ、地元の

要望があれば恒久的な設置のために再整備を行う。なお、プラザプログラムの支援対象として、プラ

ザ整備に向けた地元の支援を集める目的の社会実験的なイベント(One-Day-Plaza)も含まれる。計画

は Community Input と呼ばれる地元の意見を反映するプロセスを経て、仮設整備であれば交通局、

恒久的整備では建設デザイン局 (建設系行政 )が中心となり、デザイナーを選定し、計画決定していく

(表 6-4 参照 )。また、交通局の「街路デザインマニュアル」27)に沿いながら、仮設整備の段階では安

価で施工しやすい素材を使用する一方、恒久的整備では高品質な素材を使用した上で、地域性を

強調したデザインへ転換する傾向にある。 

 歩行者空間化に係る交通上の技術的課題や、柔軟な活用と十分なオープンスペース確保を実現

するためのデザイナーとの調整、消防等との協議も、交通局と建設デザイン局が一括して行う。そのた

めには、交通静穏化に係る交通計画だけではなく、プレースメイキングの知識を身につけた人材が必

要であり、その専門性を有する PPS を初めとした非営利組織からの人材登用や意見交換を行なって

いる。 

 当段階における地域民間組織の役割は、Community Input の一環としてワークショップを開き、率

先してそのために必要なデータ収集と、ステークホルダーや住民の参加促進を行うことである。 

 

(3)整備期  

 図 6-3 に示す通り、行政が整備費を負担する。財源は、仮設整備と恒久的整備で異なり、前者では

Operational Project (標識、交通島等の簡易な構造物及びファニチャー設置、路面のマーキングや

仕上げ)、後者は Capital Project（照明、植栽、埋設物を含む大規模かつ長期的な整備）が用いられ

ており(表 6-4)、上位計画 PlaNYC に沿って 1 億 3430 万ドル(2008-17 年 )が計上されている。整備し

た空間は、ニューヨーク市における街路の概念を「オープン且つ柔軟な利用」が可能な空間へ変化さ

せるという理念から、先述の通り廃道せずに「街路（street）」としての制度上の位置づけのままプラザ

化している。 

 

(4)管理運営期  

 地域民間組織が、交通局と同市の Franchise and Concession Review Committee(FCRC)との間で

メンテナンス協定及びコンセッション協定を結んだ上で、管理運営を担う。メンテナンス協定を結ぶこと

で、地域民間組織によるプラザの清掃・修繕、植栽の世話、除雪及び保険加入が義務づけられる。コ

ンセッション協定は通常、①民間組織の選定方法の透明度の証明、②民間組織の体制チェック及び

協定内容に関する合意形成、の２段階を経るが、プラザプログラムでは①の省略が認められている。

当協定により、ベンダー業者や Programming と呼ばれるイベント等による収入を管理運営費に充てる
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ことができる。ただし、収入を他に用いることや私的な広告は禁じられている。 

 このように、管理運営は民間側が主導していくものであるが、行政側としても交通局と、中小企業サ

ービス局や水道栓管理に関わる環境保護局など他の部局が連携体制をとることで、民間組織の負担

軽減とプラザ整備の効果を高めることを目指している。 

 財源の乏しい民間組織 (2015 年現在 11 団体 )に対しては、Neighborhood Plaza Partnership(以下

NPP)及び ACE Programs for Homeless といった職業訓練・人材派遣の専門性を有する非営利組織

が管理運営に関する支援を行っている。具体的には、①スポンサーの紹介、②プロモーション、③イ

ベントマネジャーの紹介、④ボランティアの紹介、⑤メンテナンスへの人材派遣等を行う。特に⑤につ

いては、ホームレスや刑務所から出所した人々の職業訓練の一環としても機能している。  

 

6.3.2 制度の特徴 

 以上の整理に基づき、プラザプログラムの制度内容の特徴を以下にまとめる。 

(1)交通局による「街路」に関する理念提示  

 プラザプログラムは、国レベルの街路基準よりも踏み込んだニューヨーク市独自の「街路」に関する

理念や設計基準の下、運用されていると言える。これにより、プラザは法制度上「街路」でありながら、

交通機能だけではなく、住民や周辺事業者のコミュニティ活動へ積極的参加 (civic engagement)や、

来街者による滞在利用を実現するための公共空間としての意義が強調されている。つまり、交通局の

計画系行政・道路管理者・交通管理者としての一体的あり方にも留意すると、道路管理者・交通管

理者としての立場からも、街路上におけるアクティビティの多様性、多様性を確保するための占用の

位置づけに対して、意義を共有していると見る事ができる。 

 さらに、そうした空間としての整備効果を高めるために、街路のみではなく周辺のオープンスペース

や地域経済等との対応関係を考慮し、関連する複数の行政部局間で連携体制を築いている。 

 

(2)問題発生リスクを 小限に抑えた制度枠組み 

 プラザプログラムは、体制の整った地域民間組織や有利な立地条件を備えたモデル事例 (Pipeline 

Plaza)を成功させることで、歩行者空間化の有効性を立証した上で制度化している。さらに制度化後

は申請制にすることで、プラザ整備のニーズが高い地域が優先的に実現していると言える。また、①

地域民間組織が申請時に複数のステークホルダーの賛同を獲得している点、②PPS や NPP 等のプロ

グラム全体を支援する非営利組織が中間支援組織注 5)として機能することにより（表 6-3 参照）、地域

民間組織が財政的、もしくは周辺地域の空間資源的潜在力に即した支援を受けられる。 

 これらの２点の枠組みにより管理運営段階における問題発生リスクが抑えられている。 
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表 6-5 吉田 28）、内海・桜井 29）の類型に基づく中間支援組織の区分 

 

(3)運用段階に応じた官民の明確な役割分担  

 投資額が大きく、広域交通への影響の推定やデザインの陳腐化防止といった専門家による客観的

な意思決定が必要となる計画及び整備段階は、民間組織が参加しつつも、市行政が中心的な役割

を担っている。これにより地域コミュニティだけではなく、一般来街者にとっても利用しやすいように、空

間の質の担保がなされると共に、地域民間組織にとっても初期の経済的・事務的負担が抑えられ、

経済効果や人材を周辺開発や地域経済の活性化に充てる余地が残ると考えられる。 

区分 支援パターン 

活動領域特化型 

(アメリカの 

Management Support 

Organization にあたる） 

自らの事業活動を安定化させるプロセスで、後発の組織の支援を行う。 

支援対象を会員やクライアントにすることで収入を獲得することがある。 

専門家型、テーマ型ネットワーク組織、特定地域型に区分される。 

（国内事例） 

「まちづくり情報センターかながわ（アリスセンター）」: 

 まちづくりの専門領域に特化しながら情報提供、コンサルティング、調査研究、  

 アドボカシーの様々な機能を果たす。 

支援機能特化型 

(同・Infrastructure 

Organization） 

多様な非営利組織、市民活動に共通する課題に対応。法律や行政の市民活動支援

態勢への働きかけ、社会一般への啓蒙活動、共通する必要技能の習得、人材育成 

（国内事例） 

「シーズ＝市民活動を支える制度をつくる会（C's）」： 

 NPO 法の立法プロセスに市民団体の声を反映させた。 

資金支援型 

(同・Intermediary） 

資金支援を仲介 
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6.4 立地と形状類型 

  次に、プラザの空間的特徴に焦点を当てる。審査においてはガイドライン 26)より、①周辺の土

地利用、②交通結節点・歴史的資源・優れた眺望資源等の近接度、③近隣住区 (Neighbourhood)

のコンテクスト、④人口密度が考慮されること、また交通局へのヒアリングより⑤プラザに隣接する建物

用途として小売業が望ましいとしていることが明らかであるが、実際に計画されたプラザの立地に関す

る特徴は明らかではない。そこで、現地調査を行ったプラザ及びプラザ計画地について(図 6-2 参照 :

マンハッタン行政区 M-1~22、ブルックリン行政区 B-1~19、クイーンズ行政区 Q-1~9、ブロンクス行政

区 X-1~5、スタテン島行政区 S-1)ニューヨーク市による 2010 年度の人口統計、2015 年度の GIS デ

ータにより実態を整理した。 

 

6.4.1 立地 

(1)周辺土地利用及び建物用途  

 各プラザを中心とした半径 300m 圏内の土地利用及び建物用途を整理した結果 (図 6-3,4、表 6-4)、

商業・業務地が 3 割以上を占めるエリアに立地するプラザが約 35%、住宅地が 3 割以上を占めるエリ

アが約 33%、商業・業務 /住居用途が同程度混在するエリアが約 19%と、特定の用途に偏ることなく

選定されている。 

 次にプラザに面する施設に注目すると、全体の 9 割が商業施設または飲食店に面しており、住宅地

に整備する場合も商店が立地するストリート上を選定していると言える。 

(2)交通結節点との位置関係  

 プラザの約 4 割がメトロ駅、約 8 割がバス停の 50m 圏内に立地し、公共交通へのアクセス利便性が

高い箇所が選定されていると言える。また、マンハッタンのブロードウェイ沿い(7 カ所 )、ブルックリンの

フルトン通り沿い(6 カ所 )、ブルックリン・クイーンズのマートル通り沿い(4 カ所 )と、各行政区を代表する

メインストリートに沿って複数のプラザが整備されている(表 6-4、図 6-2 参照 )。 

(3)歴史的資源・眺望資源及び観光資源との位置関係  

 全体の約 38%において半径 300m 圏内に歴史的地区・眺望地区が存在する。また、同圏内に近隣

住区を代表する観光施設や通りをもつプラザ注 6)は約 35％であり、特に観光資源が他の行政区と比

較して多いマンハッタンのプラザでは約 7 割を占めている(図 6-5)。 

(4)周辺エリアの人口密度  

 約 44％のプラザが 125~250 人 /ha の人口密度のエリアに立地している。ニューヨーク市全体の人口

密度はおよそ 100 人 /ha であり、市内のうちでも人口密度の比較的高いエリアが選定されていると言え

る(図 6-5)。 
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6.4.2 形状の類型 

	 さらに、各プラザの形状について現地調査及び資料調査に基づき、類型を 8 つに区分した(図 6-6)。

大学や鉄道駅等の大規模施設 (例：M8、M11)や近隣住区を代表する文化施設 (例：M2、M23)に隣

接した 1 街区を対象とした①全車線転換型 (11 カ所 )、既存の公園や広場 (Square)について、接して

いる街路空間と合わせて再整備する②既存の公園 /広場一体型 (10 カ所 )、飲食店や商業施設の前

面街路における③一部車線転換型 (13 カ所 )、④交通島拡張型  (8 カ所 )、⑤公開空地 /公共施設敷

地型 (6 カ所 )、路上駐車スペースや橋詰めといった⑥低・未利用地転換型 (4 カ所 )、⑦高架下 (2 カ

所 )、街路の交差形状が複雑な箇所において複数の型を組み合わせた⑧複合型 (2 カ所 ) である。 

 

 

                 図 6-2 調査対象のプラザの位置図  
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             図 6-5 立地するエリアの人口密度と該当プラザ数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      図 6-6 プラザ形状の類型 
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