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豊橋市中心市街地における商店街の構成とまちづくりへの意識調査

－牟呂用水に立つ水上ビルを事例に－

A Survey on Composition of Shopping Street and Attitudes toward Community Development in
Toyohashi City Center
: Case of Suijo Building standing on an agricultural waterway

酒井練*･小野悠*

Ren Sakai*･Haruka Ono*

The purpose of this paper is to clarify the store composition and attitudes toward community development in the
shopping street in the Toyohashi city center, using a cross-section analysis and questionnaire survey. We found that
there is a mix of old and new stores in the shopping streets. Although many store owners have a good impression of
and attachment to the shopping street regardless of when it opened, new store owners feel that they have no place in
the shopping street compared to old store owners, and although they are highly interested in community development
activities, they have not been able to participate in them.
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1. 序

1.1 研究の背景・目的

現在、地方都市の中心市街地では商店街の衰退が問題視され、

空き店舗の活用を通じた地域活性化の取り組みが行われている。

商店街の中には闇市由来のものがあり、後に挙げる福岡市天神地

区や大阪にある阪和商店街がこれにあたる。

豊橋駅の東側に位置する水上ビルはその一部が闇市由来の商

店街であり、農業用水(「牟呂用水」)の上に建っているため水上

ビルと呼ばれる。3～5階建ての鉄筋コンクリート造で800mに及

ぶ「板状建築物群」であり、駅に近い方から「豊橋ビル」「大豊

ビル」「大手ビル」が立ち並ぶ（図1-1-1）。水上ビルは既存不適

格建築物であるため、建て替えが行えず老朽化が進んでいる。し

かし、入居している店舗を見ると、建設当時からの店舗だけでな

く、近年新しく出店した店舗も見られ、新旧店舗が混在している。

本研究は、こうした新旧店舗の営業実態と店主等の水上ビルに対

する意識を明らかにすることを目的とする。

図1-1-1 上空から見た水上ビル

1.2 既往研究と研究の位置づけ

関連する研究として、橋口ら（2020）は戦争前後での福岡市天

神地区の商業空間の変遷を明らかとすることを目的とし、戦前の

商業空間が戦後に闇市となり、復興の際に複数の商業空間が形成

され、それらが天神地区の商業空間の変容に関わっていると明ら

かにしている。中小企業庁商業課（2008）では、全国33商店街

の空き店舗所有者114名へのインタビュー調査を通じて、空き店

舗化している理由等を分析し、制度および活用事例の紹介等の必

要性を指摘している。森山奈巳（2006）は若い店主や意欲的な活

動企画者が和田町商店街を核とした地域・商業活性化に対してど

う関係しているかを、実際の商店街の現状や活動には影響せず、

商店街で生まれるコミュニティが新陳代謝を促し、店舗の入れ替

わりによって新規コミュニティが創出され、商業の場だけではな

い商店街の姿が見られるとしている。杉井勇太ら（2004）は新規

店舗の受け皿としての中心商店街の実態および問題点を明らか

にし、中心商店街の再整備について、同一業種の集積によるメリ

ットの反面、相乗効果は得られていないため、商店街の特徴を明

確に打ち出し、出店上の問題点を改善する必要があるとしている。

本研究は闇市由来の商店街の新旧店舗に着目して店主等の意識

を明らかにする。

1.3 研究の方法

本研究では、水上ビルを構成する大豊ビルと豊橋ビルを対象に、

空間的断面解析およびアンケート調査を実施した。空間断面解析

は水上ビルの店主等への聞き取り調査および入手した断面情報

に基づきデータ解析を行った。さらに、店主等にアンケート調査

を行い、店舗の経営状況と店主の属性および意識を調査した（表

1-3-1）。

表1-3-1 各ビルでのアンケート実施概要

大豊ビル

店舗数

62

配布数

62

回収数

40

回収率

64.5％

豊橋ビル 26 16 16 100％

1.4 対象地の概要

戦後復興の中で豊橋駅周辺に闇市の受け皿として建設された

大豊商店街は、景観、防災の面から移転が検討されたが、豊橋駅

周辺には代替となる土地がなかったため牟呂用水という農業用

水路の上に建設されることとなり、1964 年、大豊ビルとして完

成した。1965年に豊橋ビル、1967年に大手ビルが同用水路上に

完成した（表2-1-1）。

水上ビルを構成する3ビルとも建設から50年以上が経過し老

朽化が進んでいるが、水路上にあるが故に建て替えは望めない。

*1 非会員 豊橋技術科学大学大学院建築・都市システム学専攻 (Toyohashi University of Technology )
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いずれは用水に戻すといった議論もある中、大豊ビルを中心に市 A棟 B棟

民参加型アートイベントである「Sebone」などのイベント開催や、

新規店舗の出店が相次いで見られる。

表2-1-1水上ビルの年表

1945年 豊橋空襲により市中心部がほとんど焼け野原にそ

の後駅付近の通りに「闇市」が出現

1946年 「豊橋露店商組合」が成立し、「闇市」を移転。「青

空市場」「明郎市場」などと名称を一新

1948年 「豊橋市市民協同組合」が創立し、初代理事長とし

て山本岩次郎氏が就任

1949年 駅前通りの小学校跡地700坪を購入

1950年 「大豊」と命名された58店舗からなる「大豊商店

街」「だいほうマーケット」が誕生

1963年 防災・美観の観点から問題視され、牟呂用水上に移

転が決まる

1964年 「大豊ビル」が牟呂用水上に完成

1965年 「豊橋ビル」が牟呂用水上に完成

1967年 「大手ビル」が牟呂用水上に完成

1968年 「だいほうマーケット」の跡地には名鉄が「名豊ビ

ル」を建設

（出典 だいほうのあゆみより※一部抜粋、加筆）

図2-1-1 豊橋ビル 図2-1-2 大豊ビル

2. 水上ビルの断面解析結果

2.1 所有形態

大豊ビルはタテ割りの“3階(一部4階)建て長屋”であり、商

店街組合に属する個人が基本的には3層1セットで所有する。1

階を店舗や事務所とし、上階を住居に充てている（図2-2-1）。

一方、豊橋ビルは、養鰻組合を母体とする株式会社が所有し、1・

2階に店舗や事務所が入居し、3～5階が賃貸住宅となっている

（図2-2-2）。大手ビルは1・2階が個人所有、3～5階はコマ割り

で県営の賃貸住宅になっている。

2.2 占有状況

大豊ビルのコマごとの占有状況を見ると、所有者占有が

66.3％、テナント占有が 18.7％であり、所有者占有の割合が高

いことがわかる。また空きコマが 15.0％を占める。一方、豊橋

ビルはテナント占有が91.7%、空きコマが8.3%である。不動産を

所有する企業担当者へのヒアリングから3～5階の賃貸住宅の入

居率は30％程度である。

C棟 D棟

オーナー占有 空き

テナント占有 組合所有

図2-2-1 大豊ビル断面解析図面

住居 豊橋商事

テナント 空き

図2-2-2 豊橋ビル断面解析図面

3. 店主等へのアンケート調査結果

3.1アンケート回答者の属性

回答者の年齢は、大豊ビルは40代、50代が多く約48.7％であり、

豊橋ビルは70代が最も多く37.5％であった（図3-1-1）。居住場

所は、豊橋市内（水上ビル除く）が大豊ビル、豊橋ビルともにそ

れぞれ 60％、87.5％と最も多かった。大豊ビルは同ビル内に居

住する割合が35％を占めている（図3-1-2）。

図3-1-1 回答者の年齢

図3-1-2 回答者の居住地

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

  

     

 

  

  

 

  

 

 

 

 

              

 

                       

 

       

            

  

 

    

          

         

  

 

  

 

 

 

 
 

  

  

  

3.2 店舗の属性

店舗の所有形態は大豊ビルは「所有」が52.5％と半数を超え、

豊橋ビルは「賃貸」のみである（図 3-2-1）。業種について、大

豊ビルには小売業が35.7％、飲食業23.8％卸売業14.3％など多

様な業種がみられるが、豊橋ビルは 87.5％と大半が飲食業であ
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る（図 3-2-2）。これは、大豊ビルは駅から遠いため小売業が多

く、豊橋ビルは駅から近いため飲食業が多いと推察できる。開業

時期について、大豊ビルは最も多いのが建設当初の1960年代か

らで37.5％、続いて2010年代が34.4％、2000年代が21.9％で

ある。豊橋ビルは1990～2000年代が多く、合わせて50.0％を占

める（図 3-2-3）。両ビルでは開業時期の特性はやや異なるが、

新旧店舗が並存していることは共通してみられる特徴である。

図3-2-1 店舗の所有形態

図3-2-3 店舗の開業時期

図3-2-2 店舗の業種

3.3 水上ビルに対する意識

「水上ビルの雰囲気や土地柄が気に入っていますか?」、「水

上ビルに自分の居場所がある気がしますか?」という質問に対し、

大豊ビル、豊橋ビルともに「とてもそう思う」、「ややそう思う」

が70%以上を占めている（図3-3-1、図3-3-2）。また、「水上

ビルのまちづくり活動に積極的に関わりたいと思いますか?」に

ついて、「とてもそう思う」と「ややそう思う」が大豊ビルで

65.0％、豊橋ビルで 56.3％を占め、高い関心を示していること

がわかる（図3-3-3）。しかし、「現在、水上ビルのまちづく

り活動にどれくらい参加されていますか?」に対しては、「よく

参加している」と「やや参加している」が大豊ビルで 37.5％、

豊橋ビルで50.0％にとどまっている（図3-3-4）。印象や居場所、

まちづくりへの関心の高さに比して、実際のまちづくりへの参加

は低い傾向があるといえよう。

図3-3-1 水上ビルの雰囲気や土地柄への愛着

図3-3-4 水上ビルのまちづくり活動への参加率

図3-3-3 水上ビルのまちづくり活動への関心

図3-3-2 水上ビルでの自分の居場所

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

3.4 開業時期別にみる水上ビルに対する意識

開業時期別の水上ビルに対する意識をみるため、1960～1990

年代に開業した店舗と、2000 年代以降に開業した店舗で水上ビ

ルに対する意識を分析した。

水上ビルへの印象は開業時期によらず全体的によい印象を持

っている店主等が多い（図 3-4-1）。しかし、水上ビルに居場所
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があるかどうかについては2000年代以降に開業した店舗で低い

傾向がみられる（図3-4-2）。また、2000年代以降に開業した店

舗はまちづくり活動への関心が高いものの、実際のまちづくり活

動への参加率は低い（図3-4-3、図3-4-4）。すなわち、新旧店舗

ともに水上ビルに対する印象は良いものの、開業時期の早い旧店

舗に比べて新店舗は水上ビルに居場所がないと感じ、まちづくり

活動への関心が高いものの現在、活動には参加できていない状況

があると考えられる。

図3-4-1 開業時期別にみる水上ビルの雰囲気や土地柄への愛着

図3-4-2 開業時期別にみる水上ビルでの自分の居場所

図3-4-4 開業時期別にみる水上ビルでのまちづくり活動への参加率

図3-4-3 開業時期別にみる水上ビルでのまちづくり活動への関心

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

   

 

    

  

 

 

  

  

  

  

4. おわりに

大豊ビルと豊橋ビルに入居する店舗の所有形態や業種、開業時

期はそれぞれ異なる特徴を有するが、新旧店舗が並存する点は共

通している。開発当初から50年以上営業を続ける店舗から、入

居まもない店舗まで多様な営業年数を有する店舗で構成されて

いる。開業時期にかかわらず多くの店主等が水上ビルに対して良

い印象や愛着をもっているが、古い店舗に比べて新しい店舗は水

上ビルに居場所がないと感じ、まちづくり活動への関心が高いも

のの、現在、活動には参加できていない状況があることが分かっ

た。
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