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1 研究の背景・目的・研究の枠組み 

1.1 研究の背景・目的 

 近年,地方都市の中心市街地では商店街の衰退が課題と

なっており,市街地の活性化においてその地域の歴史性や

意識といったものも重要なストックとして評価されている
1).また,近年では中心市街地活性化の一環として再開発事業

が行われているが,周辺地域との連携不足により事業効果

が地域に波及しない点などが課題として挙げられており 2),

周辺との連続性や意識を損なう可能性があると考えられる. 

静岡市中心市街地の静岡呉服町名店街は古くから「通り」

単位での連続性や活動の意識を継承し,その意欲的な取組

により中小企業庁からも高い評価を得ている 3).また,静岡

市中心部は都市計画においても面ではなく線単位での手法

が現在まで継承されており 4),行政と商店街双方の「通り」

単位での事業や取組によって,商店街の賑わいが維持され

てきたと考えられる.一方で,静岡呉服町名店街では 1959 年

に造成された防火建築帯の老朽化により,現在再開発の機

運が高まっており,継承してきた「通り」単位での活動や意

識をどのように再開発に継承し,実現するかが論点となっ

ている. 

 そこで,本研究では静岡市の静岡呉服町名店街を対象に,

行政と商店街双方による連続的な空間整備の変遷及び実態

を把握することで継承されてきた「通り」の意識を考察し,

それを踏まえた連続的な空間の担保する再開発を実現する

上での課題を把握することで,今後の地方都市中心商店街

における連続性を踏まえた空間整備への示唆を得ることを

目的とする. 

1.2 本研究の位置付け 

地方都市中心商店街を対象とした研究は多く存在するが,

田上ら 5)は商店街の個人商店等が維持・発展していくため

には,大規模小売店や大手資本チェーン店が提供できない

商品やサービスが必要だとしている.また,佐藤ら 6)は,商店

街の賑わいについて街路空間の風景や色彩,人と人との近

さ等が必要であるとしており,それらの観点について意識

的にまちづくりに取り組んできた点において,静岡呉服町

名店街は着目する意義のある商店街であると言える. 

 静岡市中心部の都市計画手法に着目した研究として,田

中 7)は戦前期から戦後の 1940-60 年代において形成された

市街地空間やその形成手法について連続性があるかという

視点から,制度や思想に着目して明らかにしている.また宮

下ら 4)は静岡市中心部における「通り」の意識がどのよう

に継承されてきたのか,各時代の都市計画者の既存街路構

造に対する評価の考察を行うことで明らかにしている.こ

のように静岡市中心部における「通り」の意識や思想の継

承を明らかにする研究は多く存在するが,どれも都市計画

者側の視点に留まっており,空間で活動する住民団体の意

識にまで着目した研究は見当たらない.また,それを踏まえ

た近年の課題および再開発に対する意識にまで着目してお

らず,この点において本研究は新規性を有する. 

1.3 研究の方法と構成 

 はじめに,行政と商店街双方の視点から静岡市中心部に

おける「通り」の意識を把握するため,既往研究や文献調査

及び商店街へのヒアリング調査を行った.次に,商店街の実

態を把握し現状の課題や再開発の必要性を明らかにするた

め,商店街へのヒアリング及び内部資料の調査,またゼンリ

ン住宅地図を用いて業種構成の変遷を把握した.最後に,再

開発における行政と商店街双方の「通り」の意識を明らか

にするため,行政及び再開発事業準備組合へのヒアリング,
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内部資料の調査を行った. 

 

1.4 調査対象地と研究の趣旨 

 調査対象地である静岡呉服町名店街は静岡市の中心市街

地の「呉服町通り」に存在する.静岡市中心部は江戸時代,駿

府城の城下町として発展した経緯があり,JR 静岡駅や静岡

鉄道新静岡駅などの交通結節点のほか,市役所や県庁,病院

等都市機能が集積する中心地である.また,商業機能として

駅ビルや百貨店といった大型商業施設や,静岡呉服町名店

街を含む複数の商店街が集積する地域となっている(図1). 

 静岡呉服町名店街は昔から商店会としての機能を有して

いたが,1962 年に正式に商店街振興組合へと組織変更され

た.2013 年時点で組合員数 89 名の団体である 8).商店街は呉

服町通りを挟んだ両街区ごとに北からそれぞれ 2 班,3 班,4

班,5 班と呼ばれている.2 班,3 班,4 班にそれぞれ「呉服町タ

ワー」「札の辻クロス」「5 風来館」といった再開発ビルが

立地する他,3 班には「静岡伊勢丹」という百貨店も存在す

る.現在,再開発事業準備組合が設立されているのは 4 班東

側街区及び5班東西両街区であり,その大部分が防火建築帯

として造成されている(図 2).防火建築帯は商店街の連続性

を形成してきた要因の一つだが,近年では利用方法の変化

や老朽化などの課題も顕在化している.それらを踏まえ,こ

れまで「通り」の意識が継承されてきた地域で,再開発にあ

たってそのような地域の歴史性を継承するためにどのよう

な議論がされているのかを把握し,今後の再開発への示唆

を得ることが本研究の趣旨である. 

 
図 1 静岡市中心部の概要 

 

図 2 調査対象地の概要 

 

2 静岡市呉服町通りにおける空間構造の変遷 

2.1 静岡市の都市計画史に係る既往研究 

 静岡市における都市計画の展開について,宮下ら 4)は以下

の四期に分類している. 

①都市計画街路事業(1927年開始) 

②静岡大火(1940)の復興計画「静岡市復興計画」 

③耐火建築促進法制定(1952)に伴う防火建築帯・防災建築

街区造成 

④1970年代以降の拠点型都市再開発事業 

 ①都市計画街路事業では,増加が予想される自動車交通

の対策として 13 間半の幹線道路が計画された.当時,呉服町

通りは交通上最も重要な通りと認識されており,新たな幹

線道路の整備よりも優先すべきだと考えられていたが,呉

服町通りの小売商店の多さや呉服町通りそのものに不利益

だとされ,拡幅は避けられたことが明らかにされている.②

「静岡市復興計画」において,田中 7)は呉服町通りの商店街

が当時存在していた百貨店に対抗して「横のデパート」を

目指し,看板等のデザインや壁面の連続性の担保などのル

ールを策定し,横のつながりを強化したことを明らかにし

ている.③また,その後戦災を受けた呉服町通りでは都市不

燃化の動きが高まり,3~4階建ての防火建築帯が造成された

ことが明らかにされている.1960年の「静岡市中心部再開発

計画」では初めて街区単位での開発の視点から提案が行わ

れたが実現せず,④1969 年の都市再開発法制定後は,「拠点

型再開発」の手法がとられるようになり,「拠点」を整備す

ることによって歩行軸となっている「通り」を活性化する

こととなった.この手法は現在まで踏襲されていることが

明らかとなっている 4). 

 以上のようなことから,宮下ら 4)は各時代において計画者

が「通り」の意識に価値を見出し,そして 1970 年代以降は

拠点型の再開発を通して「線」と「拠点」を連動させると

いう手法により賑わいを拡大したとしている. 

 

2.2 静岡呉服町名店街の形成と取組の変遷 

 静岡呉服町名店街が組合設立後,策定された事業計画は

大きく以下の4つである. 

①1974年「2階遊歩道計画」 

②1978年「呉服町名店街改造計画書買物公園造成事業計画」

（以下買物公園造成事業計画） 

③1990年「呉服町コミュニティマート構想モデル事業」 

④2010年以降「呉服町名店街まちづくり構想2010」 

 以上の事業計画から,各時代における商店街の「通り」へ

の意識について考察する. 

 

①1974年 「2階遊歩道計画」 

 1950 年代後半から高度経済成長となり,静岡市を含め全

国の中心市街地で百貨店や大型商業施設の出店が進んだ.

静岡市では 1966 年の新静岡センターの完成を契機に,駅前

に大型商業施設の立地が進んだ.新静岡センターは静岡鉄

道新静岡駅やバスターミナルの機能も有しており,市内各

5風来

館
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所に点在していたバス発着地が全てセンターに統合され,

国鉄静岡駅に加えて新たに人の起点が形成されたことで,

中心市街地に大きな影響を与えた 9).また,車社会化の進展

により,商店街の歩行環境は大きく悪化し,商店街の衰退に

影響したということも述べられている 10). 

 静岡呉服町名店街では 1970 年 8 月に歩行者天国を実現

していたが,商店街としては単に車を止めただけの「通り」

ではなく,常に歩行者専用の本格的なモールであることを

目指した.また,当時国鉄静岡駅方面ではペデストリアンデ

ッキによって国道1号線を跨いで,駅と呉服町通りをつなぐ

計画が進められていた. 

 それらを踏まえ,この計画では1階レベルのモール化と2

階レベルの歩行者デッキ等が提案された(図 3).しかし,倍増

する売り場スペースに対応する資本や経営能力への不信感,

行政が1階の歩道スペースで歩行者の容量を十分満たして

いるのに,2 階建てにする理由が認められないと難色を示し

たことから,実現しなかった.ペデストリアンデッキ計画が

立ち消えとなっていたことも大きな要因である. 

 
図 3 「2階遊歩道計画」のイメージ 10) 

 

②1978年 「買物公園造成事業計画」11) 

 「2 階遊歩道計画」は実現しなかったものの,完全なフル

モールへの意識は継承されることとなった.本計画では車

社会化への対応等が問題視され,特に「1 つの主要施設から

他の施設へ行くのに歩行者と自動車が同一平面上で交錯し,

歩行者が安全かつ快適に目的地に達することはできない」

とされている.それを踏まえ,歩行者から車交通への優先順

位を段階的にゾーン分けすることで,歩車分離を図った.呉

服町通りは歩行者専用道路に設定され,原則的に車の入ら

ない道路となるはずであった. 

 一方で「呉服町通りの通行に対しては安全な歩行者専用

道路とすることが理想である」が,当時の自動車交通量の多

さや商店の搬入出システムにおいて全面規制は搬入に支障

が出ること,また商店街内の賛成が得られなかったため時

間規制による一時的な歩行者空間を示したこと,他にも自

転車対策が不十分であったことなどにより,警察から許可

が降りず白紙となった 12). 

 また,このことにより商店街内でも対立が起き,当時 3 人

が静岡呉服町名店街から脱会することとなった.その後呉

服町6班も脱会し,現在呉六名店街として別々の団体となっ

ている. 

 

③1990年「呉服町コミュニティマート構想モデル事業」13) 

 この時期から日本は成長時代を迎えており,静岡市だけ

でなく周辺都市や市内郊外に大型店舗の立地などの商業機

能の発達が進んだ.それに対して,静岡呉服町名店街では「余

力のあるうちに」と周辺商業機能との差別化を図ることを

目的に本計画が策定された.本計画でもモール化の意識は

継承されつつも,当面はセミモールとしてアーケード整備

等がなされた.まちづくり協定も策定され,景観上の規制を

設定し,併せて商店街の環境水準を向上させる意図が見ら

れる. 

 前述のように,「2 階遊歩道計画」から「通り」をモール

化するという意識が継承される他,この計画からイベント

等のソフト事業も積極的に開催されることとなった.特に

「一店逸品運動」は静岡呉服町名店街で初めて開催され,全

国に広まる事業となった.これにより,中小企業庁からも高

く評価されることとなった. 

 

④2010年以降「呉服町名店街まちづくり基本構想2010」14) 

 コミュニティマート構想から 20 年が経過し,依然として

郊外大型商業施設の集積や車社会への対応が必要となって

いた.また,それまでの専門店としての魅力低下や歩行者通

行量の減少も指摘されており,人口減少や少子高齢化の本

格化が影響しているものと思われる.一方でコミュニティ

マート構想により実現したソフト事業やまちづくり体制等

にプラスの兆候もあり,今後さらなる充実が必要とされた. 

 そこで,それまで構築されたマネジメント基盤を元にさ

らなるブランディングや商店街環境のリニューアル等が計

画されたが,ヒアリング調査によるとまだ実現していない

ものが多い. 

 この計画では新たにテナントリーシングに取り組んでお

り,さらにミクロなマネジメントの意識まで見られるよう

になった.テナントリーシングでは銀座にならって「呉服町

フィルター」という言葉を作り,「呉服町らしい」店舗構成

や機能の充実を図ることで,他都市との差別化を図ってい

る.実現する上では,地権者によって構成された「呉服町ラン

ドオーナー会議」を 2003 年に発足した.これにより地権者

間での協力体制を構築,テナントリーシングを含むまちづ

くりの体制を構築しようとした先進的な事例として,中小

企業庁から評価される一因となっている. 

 

2.3 継承される「通り」の意識 

 以上のように,呉服町通りでは行政と静岡呉服町名店街

双方によって「通り」を意識したまちづくりが一貫して行

われてきたことが明らかになった.静岡呉服町名店街では

組合設立後,「通り」のモール化を進める意識が現在まで継
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承され続けてきた.しかし,その実現が困難であることを踏

まえて,社会情勢の変化によってハード的な事業だけでな

くソフトかつミクロなマネジメントへと移行することによ

って,「通り」単位での活性化を目指してきたと考えられる. 

 

3 静岡呉服町名店街における実態分析 

 以上の取組を踏まえた上で,静岡呉服町名店街の実態・課

題を把握することにより,商店街における活動及び意識の

継承の評価と再開発の必要性について考察する. 

3.1 静岡呉服町名店街の空間構造の実態 

 造成された防火建築帯は概ね4階建（一部3階建）,高さ

は 10~15m であり,道路幅員は歩道両側 5m と車道 5m の計

15m となっている.防火建築帯は 3~4 階で構成された共同

ビルであり,所有形態は縦割りの区分所有となっている. 

 防火建築帯造成当時,多くの店舗では1階に自営業の店を

構え,上階を住居として利用していた.しかし,1970 年代から

経営者自身が郊外に家を構え,職住分離の形態がみられる

ようになった 9).近年では,地権者の世代交代などによって

自営業からテナント貸しへと業態が変化している.それに

より2階以上の空間に余裕ができるものの,縦割り区分所有

であるため階ごとに別々のテナントが利用するには外付け

階段の設置が必要となる.間口の広い店舗では入り口に2階

へと繋がる階段を設けた事例も存在するが,多くの店舗で

は間口が狭く,難しい状況にある.また，4班西側の共同ビル

は,造成当時一部権利者が2階建ての意向であり,2階建てで

は防火建築帯としての目的を満たさないため,静岡県住宅

公社が 3,4 階に入ることで 4 階建てとなった.造成して 10

年後に払い下げられ,現在は貸事務所となっているが,2 階

までの構造は他の防火建築帯と同様であり,テナント貸し

しにくい状況である. 

 また,防火建築帯の老朽化が進んでおり,随時インフラの

補修・改修等が行われているが,共同ビルであるため複数の

地権者の協力が必要となり,手間も費用も増大している.さ

らに,近年では防火建築帯の耐震性の問題により,躯体に手

をつけるリノベーション等自体が市の建築指導課で認めら

れなくなっている. 

 

3.2 店舗構成の実態分析 

 ゼンリン住宅地図および静岡呉服町名店街のご協力によ

り,1960 年,1980 年,2000 年,2018 年の防火建築帯における店

舗構成について調査した(図4). 

現在,静岡呉服町名店街では小売業全体の衰退と防火建

築帯の老朽化により,商店街が求める業種が集まりにくく

なっている.呉六名店街を含めた防火建築帯の業種構成を

見てみると,1960年から2000年にかけては減少傾向にある

ものの,依然として服飾店(16店→17店,23.2%→26.2%)や,時

計・眼鏡・靴・鞄店(13 店→12 店,18.8%→18.5%),生活雑貨

店(11店→7店,15/9%→10.8%)と小売店が割合の上位を占め

ている.しかし,2018年において服飾店は12店(20.0%),時計・

眼鏡・靴・鞄店は6店(10.0%),生活雑貨は4店(6.7%)とかな

り減少している.一方で飲食・サービス業は 1960 年から

2000 年までは 4 店(5.8%)から 5 店(7.7%)と増加傾向にあ

り,2018 年には 13 店(21.7%)と急増している.また,100 円均

一店やゲームセンター, フランチャイズの居酒屋なども静

岡呉服町名店街に出店してきている.一方,ヒアリング調査

から耐震基準を満たさない建物への出店を避ける店舗も存

在していることが明らかになっている. 

 

 

 

 

図 4 1960,2000,2018年の防火建築帯における店舗の業種構成の変遷 

この変化にはオンラインショッピングの普及等が大きな

要因として考えられており,現在商店街だけでなく市全体

で小売業が厳しい状況となっている中,静岡呉服町名店街

では「来なければ得られないサービス」として飲食店やそ

の他サービス業が増加している.また,防火建築帯の構造か

ら, 2 階以上まで利用することのできる飲食店が集まる傾

向にある. 

宝飾店については5班では3店舗から4店舗,呉六名店街

では0店舗から6店舗へと増加しており,高い家賃を払うこ

とができる高級店が入っていることが考えられる. 

 4 班では依然として服飾・雑貨・時計店等の専門店が集

積しており,これはテナントリーンシングの目標とも合致

しており,一定の効果を挙げている例と言える. 

 

3.3 マネジメント体制の実態 

 ヒアリング調査より,まちづくり協定やテナントリーシ

ングなど積極的なまちづくりの体制を整備している一方で,

法的な強制力がないため,店舗の経営については地権者の

1960年 

2000年 

2018年 
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意思に委ねられることが明らかとなった.その状況下で,近

年は小売業の衰退に加え,地権者の高齢化により地権者の

世代交代が進んでおり,商店街外部の第3者が介入している

例も少なくない.それによって,商店街の「通り」に対してま

ちづくりの認識に欠ける経営やテナントが誘致される場合

も発生しており,課題となっている. 

 また,アーケード整備事業によりアーケードも共同化し

たものが整備されたが,一部反対者の存在により撤去され

た地点もある. 

 

3.4 活動の評価と再開発の必要性 

 以上のことより,静岡呉服町名店街の取組や活動は近年

まで一定の成果を挙げてきたと考えられるが,一方で 2000

年から現在にかけ,地権者の経営業態も変化し,またオンラ

インショッピングの普及などにより,顧客の購買行動に変

化が見られるようになった. 

 特に,防火建築帯は耐震基準を満たしておらず,補修・改修

には手間や費用がかかり,課題となっている. 

 以上のことから,防火建築帯においては建替を前提とし

た再開発が必要であり,その中でこれまでの商店街の取組

や意識を継承していく必要があると考えられる. 

 

4 連続的な空間の再更新に対する各主体の意識と課題 

4.1 行政の再開発事業の方針 

 静岡市は市内全体の再開発事業に対する方針として「静

岡市都市再開発方針」を2013年12月に策定している.その

中で,対象地区は再開発促進地区内となっており,特に防火

建築帯に関しては老朽化が課題であるため,建替が必要だ

としている.その上で,権利関係や合意形成の複雑さから再

開発事業という手法が必要であることも述べている 15). 

 ヒアリング調査から,静岡市は防火建築帯の再開発に対

して市独自の補助金制度である「静岡市における再開発事

業等採択手順書」（以下採択手順書）と地区計画を主に利用

していくことがわかった.以下で各制度について述べる. 

 

4.1.1 「静岡市における再開発事業等採択手順書」 

 静岡市は 2013 年に「静岡市における再開発事業等採択

手順書」という市独自の再開発事業に対する補助金制度を

設けた（2017 年改訂）16).ヒアリング調査より,採択手順書適

用の狙いについて大きく以下の3つの要因が挙げられた. 

① 補助金制度における「公共貢献」の評価 

 静岡市では2018年までに法定再開発が10件,優良再開発

等が 8 件完成している.一般的な再開発事業では,事業後の

マネジメント等は補助金の対象範囲ではなく,公共貢献と

して整備された空地等が事業後に活用されない事例も散見

される.そのような課題に対応するため,静岡市では再開発

事業全般に求められる「共通項目」と地区の特性に応じて

施行者が提案する「自由提案項目」を独自に定めた. 

 共通項目における評価指標は表1の通りである. 

表 1 「共通項目」の評価指標 

項目 環境・福祉 安全・安心 活力 

内容 ・交通環境 

・環境配慮 

・子育て支援 

・防災 

・歩道空間の

整備 

・賑わい 

・マネジメン

ト 

 「自由提案項目」では,歴史や文化の継承,地域課題などの

解決に資する自由な提案をし,その提案が市街地の環境性

能の向上に資する公共貢献である場合評価される.ただし,

評価されるものは費用や効果が定量的・数値的に評価でき

るものが前提となっている. 

 以上のような各取組に対して,共通項目 50 点,自由提案項

目 50 点の計 100 点満点で事業評価点を算定することで,静

岡市は公共貢献の評価を補助金額に反映する仕組みとして

いる. 

 

② 防火建築帯等の早急な更新と連続的な街並みの維持 

 静岡市中心市街地では防火建築帯が6街区,防災建築街区

が 5 街区残っており早急な対応が必要とされたが, 一般的

な再開発事業の補助金制度では1事業に対して長い年月が

かかり,また連続して事業を行うのが困難である.加えて,近

年の人口減少や少子高齢化等により市の財政も影響も受け

ているため,限られた財源の中で複数の事業に対して支援

できる制度が必要となった. 

 防火建築帯等の更新に関して,近年の一般的な再開発で

は保留床として住宅機能を導入した大規模な事業が多く見

受けられるが,静岡市中心部の再開発では住宅について完

売はしているものの,まちなかの賑わい増加には直接的に

繋がっていないのではないかという見解を商店街は示して

いる.その中,静岡市は呉服町通りの連続性あるスカイライ

ンを維持するため,高度利用により総事業費が増加しても

補助上限額は変動しないような制度とした. 

採択手順書では（a）更地化に対する補助金と（b）再開

発ビルの事業評価に対する補助金の合算が再開発事業に対

する補助金となっており,それぞれ以下の式で算定する. 

（a）=敷地面積(㎡)×282,000 

（b）=敷地面積(㎡)×206,000×事業評価点/100 

上記の算定式では,1事業に対する補助金の上限額は減少

するが,事業規模を抑えれば補助金の割合は大きくなる.そ

れにより,静岡市では現在の防火建築帯と同様の3~4階建,

容積率300~400%の低容積の開発によって,商店街の連続的

なスカイラインを維持する意図が見られた(図5). 

 

図 5 静岡市の建物高さのイメージ 16) 
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4.1.2 地区計画 

 静岡呉服町名店街に存在する再開発の中で,「札の辻クロ

ス」は防火建築帯と連続した位置に存在しており,呉服町通

りを挟んで静岡伊勢丹と向かい合う位置に存在する.この

地域は地区計画 17)によって,高さ 15m 以上の部分は壁面後

退 2m,高さ 34m 以上の部分は壁面後退 10m が課されてお

り,その理由として防火建築帯の高さが概ね10~15mであり,

街並みの連続性を意識したためだと考えられる(図6). 

 

図 6 一般的な斜線制限(左)と対象の地区計画による斜線制限(右) 

 ヒアリング調査より,静岡市は呉服町通りに対して本来

ならば「通り」全体に対して地区計画を同時に策定すべき

であるが,街区ごとの考え方や意見を一度にまとめること

が困難であったため,再開発事業が先行する地区にのみ策

定したとしている.今後の呉服町通りにおける再開発事業

においても,順に地区計画を策定し,「通り」全体の連続性を

保っていく意図が明らかとなった. 

 

4.2 商店街の再開発事業の方針 

4.2.1 調査対象・再開発準備組合 

 

図 7 2019年時点の準備組合の状況 

 2019 年時点,対象地域では 2 つの再開発準備組合が設立

している(図 7).4 班東側街区は地権者 6 人,5 班両街区は地

権者33人で構成されており,4班は優良建築物等整備事業,5

班は市街地再開発事業による事業成立を目指している. 

4.2.2 2019年時点の計画案 

 両準備組合へのヒアリング及び具体的な構想が進んでい

た5班準備組合の計画案から,再開発に対してどのような意

識が継承されているかを考察する. 

 まず,1 階平面図では「通り」に面して外付けの個別店舗

を設置しており,現在の「通り」の意識が継承されてい

た.1978 年の買物公園造成事業 11)の際に計測された店舗間

口の広さと,現状の計画案からCAD ソフトにより計測した

店舗間口を比較したのが表2である. 

表 2 防火建築帯と再開発計画案における間口の変化 

 買物公園造成事業時 計画案 

平均間口 標準偏差 平均間口 標準偏差 

東側 6.11m 3.38 5.56m 0.58 

西側 4.24m 0.84 6.44m 1.90 

 権利関係等の関連もあるが,概ね現状の店舗間口を継承

し,店舗ごとの大きさのばらつきも小さくしている. 

 2 階平面図ではアーケードのように遊歩道を設けており,

これによって地上の「通り」が雨に濡れず,常にイベント等

が行えるような「通り」へとする意識がある.また2階,3階

にはスポーツジムやレストランなどが計画されており,こ

れは現在と同様に,商店街に来なければ体験できないサー

ビスとして導入されている. 

高層階には東側街区にホテル,西側街区に住宅機能が計

画されている.この部分は保留床としてディベロッパーに

売却される想定である.東側街区 10 階建て,西側街区 16 階

建て,容積率約600%の計画である.立面図から,「札の辻クロ

ス」と同様の壁面後退が想定されており,商店街としても地

区計画によって「通り」の連続性を確保していく意識が見

られた. 

 

4.3 再開発事業における課題 

 以上のように,静岡市では再開発事業において行政と商

店街双方が「通り」の意識を継承し,連続的な再開発を目指

している一方で,行政は容積率 300~400%,商店街は 600%の

再開発を目指しており,将来像に差異が生まれている.5 班

準備組合では採択手順書の策定を受け,容積率 800%の計画

から 600%にまで落としているが,その分地権者の負担が大

きくなり資金的に厳しい状況となっている.実際に表 3 に

て,行政資料及び文献 18)を用いて既存の法定再開発におけ

再開発事業 竣工

年 

敷地面積 

(㎡) 

容積率 

(%) 

総事業費 

(千円) 

実際の補助金 採択手順書の算定方法による試算 差(%) 

一般会計(千円) 補助率(%) 補助金上限額(千円) 補助率(%) 

① 1979 2,783 600 3,377,000 524,000 15.52 1,358,104 40.22 -24.70 

② 1984 3,080 600 3,580,000 733,000 20.47 1,503,040 41.98 -21.51 

③ 1994 2,920 567 9,806,000 1,192,000 12.16 1,424,960 14.53 -2.38 

④ 1997 8,518 749 45,310,000 6,744,000 14.88 4,156,784 9.17 5.71 

⑤ 2003 4,580 748 16,614,000 3,681,000 22.16 2,235,040 13.45 8.70 

⑥ 2004 2,772 725 8,987,000 2,692,000 29.95 1,352,736 15.05 14.90 

⑦ 2010 6,500 798.14 23,051,929 7,498,000 32.53 3,172,000 13.76 18.77 

呉服町タワー 2014 5,373 739.93 14,506,699 4,218,500 29.08 2,622,024 18.07 11.01 

⑧ 2016 2,109 674 7,482,000 2,264,000 30.26 1,029,192 13.76 16.50 

札の辻クロス 2018 2,670 577 8,157,339 1,826,000 22.38 1,302,960 15.97 6.41 

表3 静岡市中心部における既存の法定再開発事業の実際の補助金と採択手順書による補助金上限額の比較 
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る実際の補助金額と採択手順書による補助金上限額を比較

した.表 3 より,容積率の低い再開発においては採択手順書

においても大きな補助率となる傾向にある.一方,2000 年以

降の再開発では実際には総事業費の約30%が補助されてい

たが,採択手順書では最大でも 15%前後となっており,大幅

な減額となっている.加えて,再開発事業としてより多く補

助金を獲得するためには高い事業評価点が必要だが,現段

階でどのような提案が評価されるのか不透明であり,事業

実現に至っていないことが明らかとなった. 資金調達の面

では保留床の売却が不可欠だが,民間事業者もこれ以上の

計画の変更に懸念をもっている状況にある. 

 さらに,防火建築帯はあくまでも呉服町通りに面した建

物であり,図7のように裏通りに面する地権者との合意形成

が難しいことも明らかになった.静岡市としては街区単位

での再開発事業が望ましいと考えており,その点において

も事業実現が困難となっている. 

 

5 まとめ・結論 

 静岡呉服町名店街では,行政の線的な都市計画により「通

り」として連続性のある空間構造が整備されたとともに,商

店街としても「通り」のもつ連続性や界隈性,回遊性などを

維持・強化していく意識が見られた.2 階遊歩道計画から通

りのモール化など歩行者優先の「通り」を作る意識を持ち

続け,意欲的な商店街マネジメントを展開したことで,地方

都市の商店街の中でも高く評価されることとなった. 

 近年では,社会不況やオンラインショッピングの普及,地

権者の世代交代などによって,必ずしも継承してきた活動

やマネジメントが機能しない事例も出てきた.特に防火建

築帯は造成当時から老朽化や空間の利用方法の変化が進み,

再開発によって現在,そして将来の機能に合わせた空間へ

の変化が必要となっている. 

 防火建築帯においては行政と商店街双方が再開発事業に

よる更新が必要だと考えている.一般的な再開発事業では

「通り」の連続性の断絶や買い物行動が事業単体に留まっ

てしまう点などが課題として挙げられているが,対象地で

は再開発においても行政は補助金制度と地区計画による壁

面とスカイラインの連続性の維持,商店街は外付け店舗や2

階遊歩道による賑わい強化によって「通り」の意識を継承

していく意図が見られた.しかし,将来像及びスカイライン

の点で食い違いが生じている.また,静岡市では「通り」の意

識の継承を前提とし,その中で地域に即した価値のある公

共貢献の評価を目的とした補助金制度を導入しているが,

現状は「通り」に必要な公共貢献について不透明であり,商

店街としても必要な補助金の獲得に至らない状況にあるこ

とが明らかになった.特に,公共貢献の評価に関しては定量

的に効果が表せる提案が求められるが,「通り」を活かし賑

わいを維持・強化してきた商店街の取組は必ずしも定量的

に効果が表せるものではなく,評価が難しい. 

 近年の地方都市において,その歴史性やアイデンティテ

ィを継承する必要性が高まっているが,これらは必ずしも

定量的・数値的に見えるものではない.一方で,静岡市に限ら

ず一般的な行政の公共貢献の評価とは定量的・数値的なも

のが多いのが現状である.このことから,地方都市における

今後の再更新にあたって,それまでの歴史性や地域性を継

承する価値を評価し,支援する手法が必要とされると考え

られる.それに加えて,地権者同士でも再更新をするにあた

り,事業前後でこれまで継承してきた取組や意識をどのよ

うに継承していくか具体的に構想していく必要がある. 
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