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中心市街地活性化政策における公共施設設置・移転の効果に関する研究

〈要旨〉
中心市街地の衰退に対して、各自治体においては、都市計画や中心市街地活性化計画の策定に
より中心市街地活性化のための各種政策を行っている。
本稿は、中心市街地活性化政策の中の公共施設の設置・移転政策の効果について、中心市街地
活性化の指標を各都市の中心市街地売上の増減率と捉え、平成 16 年から平成 19 年にかけての各
都市のデータを用いて実証分析を行った。
その結果、中心市街地への公共施設の設置・移転は全体として見た場合、有意な結果が得られ
ない事が示された。
一方で公共施設を「昼間人口を増加させるグループ」と「昼間人口を増加させないグループ」
の 2 通りに分類した結果、
昼間人口を増加させる公共施設では中心市街地売上増に影響を及ぼし、
昼間人口を増加させない公共施設については有意な結果が示されなかった。
よって、昼間人口の増加を生み出さない公共施設の設置は、その当初の目的を果たさないケー
スが多く、中心市街地への設置と、そもそも施設設置自体の合理性を欠き、中心市街地への公共
施設の設置・移転に関しては、尐なくとも昼間人口を増加させる施設である場合が望ましいと言
える。
しかしながら、郊外地に比べて地価が高いままの中心市街地に設置する事や、そもそも中心市
街地への政策は、地域内での政策財源の取り合いであり、トレードオフの関係から、それを行う
事によって諦めざるを得ない政策を含んでいる事や、郊外化・モータリゼーション化が進み、郊
外地での居住人口が増えている中で、もともと駐車場が尐ないなどの問題点を持つ中心市街地へ
の公共施設の立地は、住民の機会費用を高めている可能性がある事を認識する必要がある事を提
言とした。

政策研究大学院大学 まちづくりプログラム
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第１章 はじめに
１．１ はじめに
日本の各都市ではモータリゼーション化の進展に伴い、郊外部へのインフラ整備と共に住宅地
や商業地の開発が進み、
郊外部への人口と商業や産業の流出が起こり、
市街地が拡大していった。
それに伴い、新規インフラ整備や維持にかかるコスト増が発生するとともに、これまで産業や
商業の集積地であり、都市の核として発展してきた中心市街地の空洞化を招き、いわゆるシャッ
ター街などが出現した。
また、既成市街地からの公共施設などの郊外移転、大型ショッピングセンターの進出などが中
心市街地の空洞化に拍車をかけたと言われている。
中心市街地の衰退に対して、国においては 2006 年に、まちづくり 3 法（
「大規模小売店舗立地
法」
、
「中心市街地の活性化に関する法律」
、
「都市計画法」
）を改正し、自治体に対して中心市街地
活性化のための国庫補助事業も執り行われている。
この動きにより、各自治体においては、都市計画や中心市街地活性化計画の策定により中心市
街地活性化を目標とし、各種政策を行っている。
これら各種政策は中心市街地の活性化方法として、
「イベントの開催」や、
「市街地の魅力向上
のための再開発事業」
、
「公共施設の移転・設置」
、
「居住人口の増加を促す事業」を行うケースが
多い。
しかし、これまで、中心市街地に対する各種政策について、その効果を定量的に分析した事例
がほとんどないため、これらの政策の結果、中心市街地の空洞化について歯止めをかける事がで
きたかどうか、その効果を判定するのは難しい。
そこで、本研究では中心市街地に対する公共施設の設置・移転政策に対するその効果を定量的
に分析した。
公共施設の設置を選んだ理由については、用地取得や設計費、工事費などのイニシャルコスト
や、運営費といったランニングコストなど、特に多大な支出を要するため、各自治体にとっては
最も慎重に行わなければならない政策であると考えたからであり、また、今日に至るまで、依然
として多くの地方都市においては中心市街地の衰退に歯止めがかかっていないと感じられるため、
その効果の有無によっては多大なコストをかけてまで行う事を避けた方が良いと考えたためであ
る。

１．２ 論文の構成と研究方法
本稿の構成と研究方法は以下のとおりである。
第２章では中心市街地の定義及び、各都市の行う中心市街地活性化政策の目的、中心市街地活
性化の取り組み事例を通して、一般的に謳われている中心市街地活性化の意義・必要性を述べた
上で、次に経済学的に中心市街地活性化を考察する。
第３章では、公共施設の移転・設置政策を経済理論モデルを用いて効率性の観点から分析する。
本分析では、各自治体が行う中心市街地への公共施設の移転・設置政策によってどのような効果
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を期待し、また、どのような効果をもたらすはずであるかを明確にする。第４章では、前章での
理論分析結果を踏まえたうえで、既に公共施設の移転・設置がなされている中心市街地がどの程
度の影響を受けたか、公共施設の移転・設置が中心市街地活性化に繋がる要因となりうるのか、
公共施設の種別による違いにより効率性が異なるのかを定量的に観察する。
第５章では前章での分析結果を踏まえ、中心市街地における公共施設の移転・設置の問題点を
整理した上で政策インプリケーションを述べる。

第２章 中心市街地活性化の意味
２．１ 中心市街地の定義
中心市街地とは、中心市街地の活性化に関する法律の中で以下のように定義されている。1
■相当数の小売業者が集積し、都市機能が相当程度集積しており、市町村の中心としての役割を
果たしている市街地であること。
■土地利用及び商業活動の状況等からみて、機能的な都市活動の確保や経済活力の維持に支障を
生じ、又は生じるおそれがあると認められる市街地であること。
■市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に増進することが、当
該市街地の存在する市町村及びその周辺の地域の発展にとって有効かつ適切であると認められる
こと。
日本の多くの都市では、自治体の定める都市計画・中心市街地活性化基本計画の中で、中心市
街地区域を定めており、その多くの区域は地方の鉄道中心駅を核とした区域であり、古くから産
業・商業の集積地として発展してきた区域が多くなっている。
本研究では各都市が計画等で定めた中心市街地区域をそのまま中心市街地として捉える事に
した。

２．２ 中心市街地活性化の意義・必要性
これまで中心市街地は、本研究のテーマである公共施設をはじめ、居住地域・商業地域・職場・
医療・文化・交通などの都市機能の集積地として、地域の物流や産業、交流の拠点、また、地域
コミュニティの中心として発達してきた。
しかしながら、前章で述べたように、様々な要因により中心市街地の空洞化が進んだ。こうし
た中、各都市では中心市街地活性化の目的として以下のような意義・必要性を述べている。2
■環境負荷が小さい都市の実現
中心市街地のコンパクトな地域の中に都市機能を集中させ、歩行・自転車・公共交通機関の利用
を促進する事により、郊外化による自家用車使用に代表される二酸化炭素排出量を抑制し、環境
負荷の小さな都市を実現する事が出来る。
1 中心市街地の活性化に関する法律第二条より。
2 内閣府ＨＰより認定中心市街地活性化計画 81 市 83 計画及び各都市ＨＰより中心市街地活性化計画を参考にした。
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■尐子高齢化社会に対応した都市の実現
中心市街地は公共交通機関の集積地となっている場合が多い。公共交通機関の必要性は今日、子
供や高齢者等のいわゆる交通弱者と呼ばれる人々であり、中心市街地への「街なか居住」の推進
とともに、都市基盤の整備・再整備や生活機能の強化を図る中心市街地の活性化は尐子高齢化社
会に対応したまちづくりに必要である。
■街の顔としての中心市街地役割
これまでの歴史や伝統に培われた歴史遺産や文化が集中し、これらの資源を活かしながら地域間
交流の情報発信の強化を図るため、また、地域住民のアイデンティティの拠り所となる「街の顔」
として中心市街地の活性化を推進する必要がある。
■既存ストックの有効活用
中心市街地はこれまで、その地域において社会資本や都市インフラを最も投資してきた地域であ
り、郊外部への都市化に対応した新たな投資を行うのではなく、蓄積された既存ストックを活用
する事により、都市の再生を図る事は、厳しい財政状況の続く自治体の限られた財源を有効に活
用する手段である。
以上のような意義・必要性が各都市の認定中心市街地活性化計画や未だ認定されていない都市
の中心市街地活性化基本計画、中心市街地活性化基本計画を策定しようとする自治体の状況から
読み取ることができる。

２．３ 中心市街地活性化の政策
中心市街地活性化政策は、商業の正常な発展という理念の下、大型店舗の出店規制を目的とし
た 1956 年の百貨店法制定から始まったと言える。
これは結果的に、企業単位での規制の結果、複数企業による複合型大規模店舗を発達させ、当
初の目標とした効果が無かったと言え、
逆に中心市街地の既存大型店舗などの業績を悪化させた。
そのため、今度は 1973 年の大店法制定により、建物単位での出店面積を規制し、その後は規制
の緩和と、次頁の図 2-1 にあるように規制と緩和を繰り返してきた。
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図 2-1 中心市街地活性化政策の主な年表
年号

主な法制定・改正

内

容

備

考

1956

百貨店法制定

企業単位での出店面積規制

複合型スーパーマーケットの拡大・中心小売業の業績低下

1973

大店法制定

建物単位での出店面積規制

中心市街地での大型店舗出店競争激化

1978

大店法改正

出店面積の規制緩和

大手小売業・海外からの規制緩和圧力

1991、1994

大店法改正

出店面積の規制緩和

大型店舗出店競争激化

1996

大店法廃止
まちづくり3法制定

原則立地自由化

大型店舗の郊外進出激化
各都市で旧中心市街地活性化基本計画策定
（市街地の整備改善・商業活性化）

2006

まちづくり3法制定・改正

郊外出店規制・中心市街地活性化

各都市で新中心市街地活性化基本改革策定
（市街地の整備改善・商業活性化・公共施設整備・まちなか居住）

現在、中心市街地活性化のため、各都市においては様々な取組を行っている。
各都市の中心市街地活性化に関する政策事例を確認すると、以下の 5 項目に大別されて紹介さ
れている。3
図 2-2

中心市街地活性化の取組

市街地の整備・
改善の取組

都市福利施設の
整備の取組

街なか居住の推
進の取組

商業の活性化の
取組

公共交通機関活性
化等の一体的推進
への取組

■市街地の整備・改善の取組
土地区画整理手法などにより土地利用効率向上のための都市基盤再編成を行ったり、景観上問題
となっている未利用地・未利用空間の解消、歩行空間や駐車場などの整備を行い、市街地の機能
充実を高め、魅力の回復を図る事により市街地の利用促進を目的としている。
■都市福利施設の整備に取り組む事例
市街地の未利用地や未利用空間に、主に公共施設の設置を行いた事業が多い。公共施設の設置理
由として、市街地の交流人口の拡大、魅力向上による来街者の増加や回遊の促進による商業の活
性化を目的としている。本研究では主にこの事例の効果に主眼を置いている。

3 首相官邸ＨＰの「中心市街地活性化に関する取組事例」において各都市の取組み事例が確認できる。
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■街なか居住の推進に取り組む事例
主に市街地再開発事業によって、店舗や都市機能を複合した高層住宅の建築を促進している。街
なかににおける住宅供給を増やし、公共交通機関に頼らなければならない高齢者のような交通弱
者などを公共交通の集中地区である中心市街地へ移住促進させることによって、生活利便性の向
上、街なかにおける地域コミュニティの回復や居住人口の増加による賑わいを回復させる事を目
的としている。
■公共交通活性化等の一体的な推進に取り組む事例
鉄道駅周辺へのアクセス性を高めるための施設整備や放置自転車による歩行空間の阻害に対処す
るための駐輪場の設置、新たな公共交通としてコミュニティバスの運行やＬＲＴシステムの整備
など、中心市街地の交通利便性向上を図り、来街者の増加と周遊性の向上を目的としている。
いずれの取り組みも来街者の増加と周遊性の向上を目的としており、その背景に既存商店街な
どの中心市街地商業地域の回復を目標としている。
（■商業の活性化の取組に重点を置いている。
）
また、各都市の政策には、まちづくり交付金4や戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助
金5といった政府の支援措置を活用するケースも多い。

２．４ 中心市街地活性化の経済学的分析
2-4-1 はじめに
前述したように、各都市では中心市街地の活性化の意義・重要性を謳っている。
では、経済学的に中心市街地活性化を分析するとどうであろうか。
そもそも、トレードオフの関係で、限られた地方自治体の予算の中で、中心市街地に対する政
策を行うためには何かの政策を諦めなければならない。
すなわち、中心市街地へ財源を投入する分で行えたであろう様々な行政サービス等を諦めて中
心市街地活性化政策を行っているのである。
現在の地方自治体の中心市街地活性化政策は郊外部の抑制と中心部への投資を同時並行的に行
うケースが多く、さながら郊外部と中心部の対決構造となっている。
郊外部への抑制として代表的なのが、
郊外への商業地域の抑制と大規模店舗の出店規制である。
また、
中心部への投資は前項で述べたように各都市で行っている中心市街地活性化政策である。
2-4-2 政府の介入
ミクロ経済学の観点から言えば、政府が市場に介入する場合、合理性が見いだせるのは、市場
4 「まちづくり交付金」とは、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市

の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とした交付金であ
り、市町村（特別区を含む）が作成した都市再生特別措置法第 46 条第 1 項の都市再生整備計画に基づく事業等の実施に要する経
費に充てるため、国が交付する交付金である。
5 「戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金」とは、中心市街地の活性化に関する法律に規定する認定基本計画に基づ

き、
「都市機能の市街地集約」と「中心市街地のにぎわい回復」の双方を一体的に取り組む中心市街地であって、商店街・商業者、
民間事業者等が地権者などの幅広い関係者の参画を得て実施する取組についての国の支援制度である。
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の失敗がある場合である。
■不完全競争（独占・寡占）
■情報の非対称性
■外部性
■取引費用
■公共財
以上の 5 つの市場の失敗が存在する場合、政府の介入には合理性が存在する。
2-4-3 中心市街地衰退は市場の失敗か
国・地方自治体が中心市街地活性化政策を行うという事は、そこに合理性を見出すためには、
何らかの市場の失敗が必要となるが、この場合は尐なくとも不完全競争、公共財といった要因は
あてはまらない。
あるとすれば、中心市街地衰退が郊外部の発達によるものとし、郊外部の発達を外部性の要因
として介入していると見なすことができるが、そもそも郊外部の発達が全体の一部である中心市
街地区域へ「外部性をもたらす」と捉えていいのかには疑問が残る。
そもそも地方都市において、交通事情などを鑑みると、もはや車無しでは生活が成り立たない
といっても過言ではない。また、近年ではインターネットを使ったショッピングも一般的となり
つつあり、そういった背景から、信号などの多さなどから慢性的な渋滞・駐車場不足の中心市街
地への来街機会が減尐するのは当然であり、また、郊外型ショッピングモールや複合型スーパー
などの需要があがるのは当然であると言える。
この場合、正常な市場の結果の需給の法則に従っていると言え、市場の失敗といえない。
中心市街地での市場の失敗が無い場合、政府の介入は合理性を欠く結果をもたらす。
中心市街地での市場の失敗は次の点で見出す事ができる。商業地として機能しなくなった中心
市街地ではなかなか土地利用転換が進まず、営業していないか、もしくはできない商業施設が立
地しつづける結果となっており、それがいわゆるシャッター街となり、中心市街地衰退の象徴と
なっている。
土地利用転換が進まない背景には大きなコストがかかる場合（取引費用）や、情報の非対称性
の存在による市場の失敗が考えられ、その要因に対して対処する事は合理性があると言える。
この場合、多くのケースでは市場の失敗というよりも土地利用に対する規制や行政の方針が地
域の現状を踏まえておらず、市場の取引を返って阻害する、政府の失敗と言うべきケースが多い
と思われる。

第３章 中心市街地活性化政策の公共施設の移転・設置政策の理論分析
３．１ はじめに
本章では、中心市街地活性化政策の中の一つである、公共施設の移転・設置政策が中心市街地
に与える影響を明確にするため、経済理論モデルを用いて分析する。なお、この場合、一般的に
中心市街地活性化計画などで謳われている政策の効果のプロセスを理論分析し、次章以後の計量
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的な分析により実際に地方自治体などが謳うようにその効果が表れているのかを検証していく。

３．２ 中心市街地への公共施設の設置・移転の狙い
中心市街地活性化政策などを行う各都市の中心市街地活性化計画によれば、公共施設の設置に
ついては、中心市街地が地方都市の都市基盤・交通の中心地という背景から、利用者の利便性向
上が図れるとした上で、実際には主に次の効果を期待している事がわかる。6

来街者の増加
•公共施設利用者による来街者の増加

回遊性の向上
•来街者の回遊性の向上
つまり、来街者を増加させ、回遊性を向上させることによって、中心市街地の歩行者量などを
増加させ、商店街など商業区域に波及効果を及ぼそうというのである。
中心市街地での需要のもともとの数量を増やす事で需要曲線を上方へシフトし、結果的には供
給側の参入が促される事によって、中心市街地全体の総余剰を拡大しようとしている。
図 3-1 中心市街地へ公共施設を設置・移転する前の中心市街地小売業

価
格
S
D…需要曲線
S…供給曲線
Ｐ…最適水準での価格
P

E…供給量

Ａ

Ａ…社会的最適水準点
※網掛けは中心市街地総余剰
Ｄ
0

E

数量

中心市街地へ公共施設を設置・移転する前の状況は上記のとおり、受給の法則に従い、価格 P、
供給量 E で点 A の均衡点である。
6 各都市ＨＰ「中心市街地活性化基本計画」より
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公共施設の設置・移転は次図のようになる。

図 3-2 中心市街地へ公共施設を設置・移転する後の中心市街地小売業（短期）

価
格

D₁…元の需要曲線
S

S…供給曲線
Ａ…元の社会的最適水準点
D₂…政策後の需要曲線
B…政策後の社会的最適水準点（短期）

B

P₁

Ａ

Ｐ…最適水準での価格

P

E…元の供給量
E₁…政策後の供給量
Ｄ₁

0

E

Ｄ₂

E₁

※網掛けは中心市街地余剰

数量

中心市街地に公共施設を設置・移転した結果、地方自治体の計画通りに効果を発揮するのであ
れば、
短期的には来街者の増加と回遊性の向上により、
中心市街地小売に対する需要者が増加し、
需要曲線が D₁から D₂へと右方へシフトする。
結果、均衡点は点 A から点 B へとシフトし、価格と供給量が増加し、総余剰が図 3-1 と比較し
ても増加する結果となる。

図 3-3 中心市街地へ公共施設を設置・移転する後の中心市街地小売業（長期）
D₁…元の需要曲線

価
格

S₁…元の供給曲線
S₁

Ａ…元の社会的最適水準点
D₂…政策後の需要曲線
S₂…政策後の供給曲線

B

S₂

B…政策後の社会的最適水準点（短期）
C…政策後の社会的最適水準点（長期）

A
P*

C

Ｐ*…最適水準での価格
E…元の供給量

Ｄ₁
0

E₁

E*

Ｄ₂

E₂…政策後の供給量
※網掛けは中心市街地余剰

数量
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さらに長期的には需要者の増加に伴い、供給側の参入が始まり、供給曲線が S₁かた S₂へ右方
にシフトする。
結果、均衡点は点 B から点 C へシフトし、価格は P*で供給量 E*となり、図 3-2 と比較しても
総余剰が増加する結果となる。
以上から、中心市街地への公共施設の設置・移転は、設置主体の地方自治体の理屈では中心市
街地小売業の売上を増加させていなければならないはずである。
なお、各地方自治体では中心市街地活性化を各地方自治体では「人で賑わい、活力がある街」
と謳う場合が多い事から、
中心市街地活性化政策の目標や事後評価では、
「中心市街地の歩行者量」
や「中心市街地小売業の売上額」の増減を指標とする地方自治体が多い。

３．３ 公共施設の設置・移転後の印象
各都市の中心市街地への公共施設の設置・移転は中心市街地活性化に資したのであろうか。
多くの都市では、21 世紀のリーディング産業は観光であると位置づけたり、生涯学習人口の増
加を理由に、来街者を増加させ、回遊性を向上させるのは、観光施設や文化施設、学習施設が効
果的であると結論付けている気風が見られる。地域住民のための施設と域外の来訪者のための施
設を融合した「文化観光施設」や、地域の祭事を紹介したり物産を展示・販売する「観光交流施
設」
、あるいはホールや図書館などを核とした「生涯学習施設」などの設置や設置計画が目立つ。
しかしながら、各都市の中心市街地活性化計画の指標の推移を見ても、決して好転したとは言
えず、逆に衰退に歯止めがかからないケースが多く見受けられる。
この状況は前項までの分析で需要曲線のシフトに失敗している結果として受け止められる。
本研究では次章以後、各地方都市のデータを用い、公共施設の設置・移転の効果の実証分析を
行っていく。

第４章 公共施設の移転・設置政策の検証
４．１ 仮説
衰退が問題になっている地方都市においては、モータリゼーション化が進み、もはや車無しで
の日常生活は考えられない状況である。このような中、たとえ公共施設を中心市街地に設置・移
転しても、その場での用事が終われば再び車で移動する、いわゆる点での行動となり、回遊性の
向上につながらない。
その結果、地方自治体が当初想定していた公共施設による正の外部性が発生していない状況と
なる。
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４．２ 推定モデル及び推定方法①（公共施設全体で見たときの影響）
4-2-1 推定式と推定方法

実証方法は、最小二乗推定法（OLS）により、各都市の平成 16 年度（平成 16 年 4 月 1
日～平成 17 年 3 月 31 日）～平成 19 年度（平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日）の
2 時点間のデータを用い、次の推定式と変数を設定し、推計を行った。
推定式
y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + ・・・・・ + β15 X15 + ε ε：誤差項

記号
ｙ
Ｘ1
Ｘ2
Ｘ3
Ｘ4
Ｘ5
Ｘ6
Ｘ7
Ｘ8
Ｘ9
Ｘ10
Ｘ11
Ｘ12
Ｘ13
Ｘ14
Ｘ15

候補
中心市街地小売総売上額増減率
人口増減率
乗用車数増減率
中心市街地事業所増減率
中心市街地昼間人口増減率
中心市街地売場面積増減率
中心市街地大規模店舗参入ダミー
中心市街地大規模店舗退出ダミー
市街地再開発ダミー
公共施設設置ダミー（中心市街地）
郊外地事業所増減率
郊外地昼間人口増減率
郊外地小売額増減率
郊外地売場面積増減率
郊外地大規模店舗参入ダミー
郊外地大規模店舗退出ダミー

4-2-2 被説明変数
中心市街地活性化の指標として、各地方自治体の中心市街地活性化計画では「歩行者量」と「中
心市街地小売額の総額」を利用するケースが多い。
歩行者量については、年に数回の調査を行っている都市が多く、各都市によって行っている時
期もまちまちであり、天候・曜日・イベントの有無など様々な要因が影響してくる事が考えられ
る。
それらの影響を 1 都市ずつ除去する事は困難であり、
被説明変数に設定するには問題がある。
一方で「中心市街地小売額の総額」については、各都市の中心市街地活性化計画でも使用して
いる、商業統計調査により中心市街地の数値を出す事が出来る。
そこで、被説明変数は「中心市街地小売額の総額」の平成 16 年度と平成 19 年度の 2 時点間の
増減率とした。7

7 平成 16 年・平成 19 年商業統計調査立地環境特性別統計編の市区町村別データを用い、各都市の中心市街地区域図と照合し、

各年度ともに中心市街地区域部分の数値の合算値を算出し、2 時点間の増減率を割り出した。
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4-2-3 説明変数
説明変数には被説明変数に影響すると思われる次のような変数を説明変数に加える事にした。
なお、ダミー以外の数値データについては被説明変数と同じく 2 時点間の増減率にしている。
1．人口増減率
単純に都市の総人口の増減によって中心市街地小売額の総額が影響を受ける場合が想定されるため、
各都市の総人口の増減率を加えた。8

2．乗用車数増減率
モータリゼーション化の影響を考慮するため、各都市の保有する普通乗用車数に軽自動車のう
ちの乗用の数を加え、各都市の乗用車数とし、乗用車数増減率を加えた。9
3．中心市街地事業所増減率
中心市街地の事業所の増減により、中心市街地の売上に影響を及ぼすことが考えられるため、
中心市街地事業所増減率を加えた10
4．中心市街地昼間人口増減率
中心市街地で働く人、いわゆる中間人口は中心市街地での飲食・小売に影響を与え、店舗間で
の取引などを増価させ、被説明変数に影響を与える事が予想される事から中心市街地昼間人口増
減率を加えた。11
5．中心市街地売場面積増減率
中心市街地の売り場面積は当該地域での小売業の売上に大きく影響を与えると予想される事か
ら、中心市街地売場面積増減率を加えた。12
6．中心市街地売大規模店舗参入ダミー
中心市街地区域に大規模店舗が参入した場合、被説明変数に影響を受けると考えられるため、
2 時点間で大規模店舗の参入があった場合には 1、参入が無かった場合は 0 とするダミー変数を
加えた。
なお、例えば既存店が退出した後、地に新規店が参入した場合には継承とみなし、新規参入と
は取り扱っていない。13
8 臨時増刊 地域経済総覧（週刊東洋経済）参照。平成 16 年・平成 19 年末の各都市の人口の増減率であり、2 時点間で都市の合

併等があった場合、遡って平成 16 年末の数値に合併した都市の人口を加えて補正している。
9

臨時増刊 地域経済総覧（週刊東洋経済）参照。平成 16 年・平成 19 年末の各都市の乗用車保有台数の増減率であり、2 時点間
で都市の合併等があった場合、遡って平成 16 年末の数値に合併した都市の乗用車保有数を加えて補正している。
10 各都市ＨＰの中心市街地活性化推進計画・都市計画及び各都市作成事業所統計調査書参照。
11 各都市ＨＰの中心市街地活性化推進計画・都市計画及び各都市作成事業所統計調査書参照。
12 平成 16 年・平成 19 年商業統計調査立地環境特性別統計編の市区町村別データを用い、各都市の中心市街地区域図と照合し、

各年度ともに中心市街地区域部分の数値の合算値を算出し、2 時点間の増減率を割り出した。
13 経済産業省ＨＰ・各都道府県ＨＰ・各都市ＨＰより大規模小売店舗立地法の届出状況により、新規・廃止・継承を参照してい

る。
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7．中心市街地売大規模店舗退出ダミー
中心市街地区域から大規模店舗が退出した場合、
被説明変数に影響を受けると考えられるため、
2 時点間で大規模店舗の退出があった場合には 1、
無かった場合は 0 とするダミー変数を加えた。
なお、例えば既存店が退出した後、地に新規店が参入した場合には継承とみなし、退出とは取
り扱っていない。14
8．市街地再開発ダミー
市街地再開発事業によって来街者や人口増加に繋がり、被説明変数に影響を与えると考えられ
るため、平成 16 年度から平成 19 年度の間に中心市街地における市街地再開発事業が施工完了し
ている場合は 1、未完了か再開発事業を行っていない場合は 0 とするダミー変数を加えた。15
9．公共施設ダミー
本推計式で最も確認したい説明変数である。平成 16 年度から平成 19 年度の間に中心市街地に
おいて公共施設を設置・移転した場合は 1、事業を行っていない場合は 0 とするダミー変数を加
えた。16
なお、公共施設については、国・地方自治体など公共部門が設置した、市民センターや文化会
館、総合運動施設などの文化・スポーツ施設、大学や図書館などの学術・教育施設、公立病院や
健康増進センターといった医療・福祉施設、
市役所や国の出先機関などの公務事業所を公共施設、
地域の伝統文化紹介施設や物産館などの観光施設とした。
10．郊外地事業所増減率
郊外地の事業所が増えた場合、小売業に対しても郊外地での需要を伸ばし、逆に中心市街地で
の需要が減ると考えられるため、郊外地事業所増減率を説明変数に加えた17
11．郊外地昼間人口増減率
郊外地の昼間人口が増えた場合、小売業に対しても郊外地での需要を伸ばし、逆に中心市街地
での需要が減ると考えられるため、郊外地昼間人口増減率を説明変数に加えた18
12．郊外地小売額増減率
郊外地の小売額が増えた場合、郊外地での需要が伸びているため、中心市街地での需要の減尐
に拍車をかけていると考えられるため、郊外地小売額増減率を説明変数に加えた19
14 経済産業省ＨＰ・各都道府県ＨＰ・各都市ＨＰの大規模小売店舗立地法届出状況より、新規・廃止・継承の各届出状況を参照。
15 [社]全国市街地再開発協会ＨＰ・各都市ＨＰより完了済みの再開発事業を抜き出し、各都市の中心市街地区域図と照合。
16 各都市へのアンケート調査及び問合せ並びに各都市ＨＰにより、中心市街地へ設置・移転された公共施設を調査した。なお、

アンケート調査の様式については末尾の参考資料に付した。
17 各都市ＨＰの中心市街地活性化推進計画・都市計画及び各都市作成事業所統計調査書を参照し、各都市全体の数値から中心市

街地区域の数値を除した。
18 各都市ＨＰの中心市街地活性化推進計画・都市計画及び各都市作成事業所統計調査書を参照し、各都市全体の数値から中心市

街地区域の数値を除した。
19 平成 16 年・平成 19 年商業統計調査立地環境特性別統計編の市区町村別データを用い、各都市の全体の小売総額から中心市街

地区域の小売総額を除し、各年度ともに中心市街地区域部分の数値の合算値を算出し、2 時点間の増減率を割り出した。
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13．郊外地売場面積増減率
郊外地の売場面積が増えた場合、郊外地での需要が伸びているため、中心市街地での需要の減
尐に拍車をかけていると考えられるため、郊外地売場面積増減率を説明変数に加えた20
14．中心市街地売大規模店舗参入ダミー
郊外地に大規模店舗が参入した場合、中心市街地の来街者を減尐させ、被説明変数に負の影響
を与えると考えられるため、2 時点間で大規模店舗の参入があった場合には 1、参入が無かった
場合は 0 とするダミー変数を加えた。
なお、例えば既存店が退出した後、地に新規店が参入した場合には継承とみなし、新規参入と
は取り扱っていない。21
15．中心市街地売大規模店舗退出ダミー
郊外地から大規模店舗が退出した場合、当該大規模店舗を利用していた消費者が中心市街地へ
消費者が流れ、被説明変数に正の影響を与えると考えられるため、2 時点間で大規模店舗の退出
があった場合には 1、無かった場合は 0 とするダミー変数を加えた。
なお、例えば既存店が退出した後、地に新規店が参入した場合には継承とみなし、退出とは取
り扱っていない。22

推計に用いた各変数の基本統計量を表 4．1 に示す。

20 平成 16 年・平成 19 年商業統計調査立地環境特性別統計編の市区町村別データを用い、各都市の全体の売場面積から中心市街

地区域の売場面積を除し、各年度ともに中心市街地区域部分の数値の合算値を算出し、2 時点間の増減率を割り出した。
21 経済産業省ＨＰ・各都道府県ＨＰ・各都市ＨＰの大規模小売店舗立地法届出状況より、新規・廃止・継承の各届出状況を参照。
22 経済産業省ＨＰ・各都道府県ＨＰ・各都市ＨＰの大規模小売店舗立地法届出状況より、新規・廃止・継承の各届出状況を参照。
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表 4．1

基本統計量
人口増減率
自動車増減率
中心市街事業所増減率
中心市街地昼間人口増減率
中心市街地小売額増減率
中心市街地売場面積増減率
中心市街地大規模店舗参入ダミー
中心市街地大規模店舗退出ダミー
再開発施工ダミー
公共施設ダミー
公共施設Ａダミー
公共施設Ｂダミー
郊外事業所増減率
郊外昼間人口増減率
郊外小売額増減率
郊外売場面積増減率
郊外大規模店舗参入ダミー
郊外大規模店舗退出ダミー
サンプル数

単位
％
％
％
％
％
％
0or1
0or1
0or1
0or1
0or1
0or1
％
％
％
％
0or1
0or1

平均

標準偏差

-0.7818
2.2081
-10.7971
-11.7484
-11.5102
-7.3206
0.0765
0.2041
0.0765
0.2679
0.0383
0.2270
1.7927
3.0522
1.9078
8.0294
0.6786
0.0306
392

-0.7818
3.4689
10.0800
12.5314
14.4218
17.0554
0.2662
0.4035
0.2662
0.4434
0.1921
0.4195
20.5981
19.4339
19.1993
21.4009
0.4676
0.1725

最小値

最大値

-11.3625 35.25526
-23.5202
14.703
-35.6164
27.907
-38.0833 40.4494
-35.891 36.5838
-37.5071 51.9269
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
-40.4412 69.2758
-36.6197
46.756
-32.6672 45.7498
-32.3286 65.2605
0
1
0
1

4-2-4 サンプル数について
ⅰ 全国の都市（町村を除く）のうち、政令指定市（平成 19 年度時点）
・関東（東京都・千葉県・
神奈川県・埻玉県）
・大阪府を除いた都市を調査対象とした。
※理由①…政令指定都市等の大都市では中心市街地の衰退が考えにくい。
理由②…関東 4 都県・大阪府の各都市では中心市街地の衰退は考えにくい。
ⅱ 調査 673 都市のうち、島嶼・町村の合併による新市（平成 16～19 年度）
・中心市街地を判別
できない都市・データ不足の都市はサンプルから外した。
理由①…島嶼の都市は郊外化に限度があるため、中心市街地以外の判別が難しい。
理由②…町村の合併による新市では中心市街地の判別が難しい。
理由③…中心市街地を判別できない都市はテーマの検証が困難。
理由④…データ不足の都市（大体小都市が多い）はデータの欠落がある。
結果、サンプル数は全国 392 市とした。
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4-2-5 推定結果
推定結果は、表 4.2 のとおりである。
表 4.2 推定結果
OLS
標準偏差

中心市街地小売額増減率
係数
人口増減率
乗用車数増減率
中心市街地事業所増減率
中心市街地昼間人口増減率
中心市街地売場面積増減率
中心市街地大規模店舗参入ダミー
中心市街地大規模店舗退出ダミー
市街地再開発ダミー
公共施設設置ダミー（中心市街地）
郊外地事業所増減率
郊外地昼間人口増減率
郊外地小売額増減率
郊外地売場面積増減率
郊外地大規模店舗参入ダミー
郊外地大規模店舗退出ダミー
定数項
補正R2値
F値
サンプル数

0.0493407
0.0741017
0.151781
0.4643638
0.1568743
5.484257
-3.845315
-0.5632352
-0.6118451
0.0226252
0.0833714
0.0345977
-0.0570886
-0.6708428
-2.654413
-2.186658

**
***
***
**
***

0.154885
0.164229
0.074928
0.063255
0.043457
2.188986
1.378511
2.097181
1.233955
0.037973
0.052159
0.047486
-0.03958
1.298597
3.246318
1.334067
0.4635
0.0000
392

ｔ値

Ｐ値

0.32
0.45
2.03
7.34
3.61
2.51
-2.79
-0.27
-0.50
0.60
1.60
0.73
-1.44
-0.52
-0.82
-1.64

0.750
0.652
0.044
0.000
0.000
0.013
0.006
0.788
0.620
0.552
0.111
0.467
0.150
0.606
0.414
0.102

(注)***,**,*はそれぞれ1%,5%,10%で統計的に有意であることを示す。

分析結果から、
「公共施設設置ダミー」は有意とは言えない結果となった。23
「中心市街地事業所増減率」が 5%水準で統計的に有意、
「中心市街地昼間人口増減率」が 1%水
準で統計的に有意、
「中心市街地売場面積増減率」が 1%水準で統計的に有意、
「中心市街地大規模
店舗参入ダミー」が 5%水準で統計的に有意、
「中心市街地大規模店舗参入ダミー」が 1%水準で統
計的に有意に働き、係数の符号も予想された通りである。
一方で、
「人口増減率」
、
「乗用車数増減率」
、
「市街地再開発ダミー」
、「郊外地の各説明変数」
はいずれも統計的有意性は示されなかった。
この結果を仮説に照らせば、公共施設を中心市街地に設置・移転政策が、各地方自治体が活性
化の指標として挙げる、中心市街地小売額増減率に影響を与えているとは言い難い結果となった
が、この推計式だけで結論付けるには課題が残る。

23 調査結果から公共施設は平成 16 年度～19 年度にかけて 105 市が中心市街地に建設・移転を行った。
（105/392）調査方法につ

いては各都市へのアンケート調査・電話聞取り・各都市年表から公共施設設置と設置年月日の調査を行った後所在地から中心市街
地区域に該当するかどうかの判別作業を行った。アンケート様式等については末尾に添付する。
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４．３ 推定モデル及び推定方法②（公共施設を分類分けしたときの影響）
4-3-1 仮説
前分析の「中心市街地への公共施設の設置」についての、
「設置・移転したか、していないか」
のダミーから、公共施設ダミーを「昼間人口を増加させる施設、増加させない施設」に分けて、
再度分析を行う。
分析結果中の 1%水準で統計的に「昼間人口増減率」は各都市においてオフィスなどの働く人口
が増える事で中心市街地の売上が増加する事を意味している。

小売業に対する当初の需給

価
格

昼間人口が増えた時の需給

価
格

Ｓ

Ｄ

昼間人口が増えれば、
Ｄに横に足し上げられ
Ｄ1 にシフトする。
一方で、売上が伸びれ
ば供給側の新規参入を
促し、Ｓ2 へシフトす
る。

Ｓ1

Ｓ

Ｄ1

Ｄ

販売量

販売量

つまり全体として見れば有意に結果が出ない公共施設でも、以下のように分類すれば、公共施
設 A ダミーは統計的に有意に正の符号で結果が得られ、公共施設 B ダミーは統計的に有意な結果
が得られない可能性が高い。
公共施設Ａダミー
昼間人口を増加させる施設（学校・病院・市役所等の総合庁舎・大規模複合施設を抜き出した）
公共施設Ｂダミー
昼間人口の増加に繋がらない施設（文化スポーツ施設・観光施設等）
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4-3-2 推定式と推定方法

実証方法は、前分析と同じく最小二乗推定法（OLS）により推計を行う。
推計式

y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + ・・・・・ + β16 X16 + ε ε：誤差項
記号

候補

ｙ

中心市街地小売総売上額増減率

Ｘ1

人口増減率

Ｘ2

乗用車数増減率

Ｘ3

中心市街地事業所増減率

Ｘ4

中心市街地昼間人口増減率

Ｘ5

中心市街地売場面積増減率

Ｘ6

中心市街地大規模店舗参入ダミー

Ｘ7

中心市街地大規模店舗退出ダミー

Ｘ8

市街地再開発ダミー

Ｘ9

公共施設設置Ａダミー

Ｘ10

公共施設設置Ｂダミー

Ｘ11

郊外地事業所増減率

Ｘ12

郊外地昼間人口増減率

Ｘ13

郊外地小売額増減率

Ｘ14

郊外地売場面積増減率

Ｘ15

郊外地大規模店舗参入ダミー

Ｘ16

郊外地大規模店舗退出ダミー

被説明変数及び説明変数については前分析参照
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4-3-3 推定結果
推定結果は、表 4.3 のとおりである。
表 4.3 推定結果

OLS(2)
標準偏差

中心市街地小売額増減率
係数
人口増減率
乗用車数増減率
中心市街地事業所増減率
中心市街地中間人口増減率
中心市街地売場面積増減率
中心市街地大規模店舗参入ダミー
中心市街地大規模店舗退出ダミー
市街地再開発ダミー
公共施設設置ダミー（A）
公共施設設置ダミー（B）
郊外地事業所増減率
郊外地中間人口増減率
郊外地小売額増減率
郊外地売場面積増減率
郊外地大規模店舗参入ダミー
郊外地大規模店舗退出ダミー
定数項
補正R2値
F値
サンプル数

0.0392569
0.0635828
0.134226
0.454688
0.1534701
5.795775
-3.771677
-0.5335097
5.387009
-1.467717
0.0234998
0.0766832
0.0316572
-0.0507185
-0.62152
-3.156888
-2.616806

*
***
***
***
***
*

*

0.154249
0.16352
0.074845
0.06313
0.043245
2.182566
1.372693
2.086862
2.87956
1.304787
0.037791
0.051985
0.04724
-0.03949
1.29266
3.238469
1.338831
0.4906
0.0000
392

ｔ値

Ｐ値

0.25
0.39
1.80
7.20
3.55
2.66
-2.75
-0.26
1.87
-1.12
0.62
1.48
0.67
-1.28
-0.48
-0.97
-1.95

0.799
0.698
0.073
0.000
0.000
0.008
0.006
0.798
0.062
0.261
0.534
0.141
0.503
0.200
0.631
0.330
0.051

(注)***,**,*はそれぞれ1%,5%,10%で統計的に有意であることを示す。

分析結果から、
「公共施設設置ダミーＡ」は 10%で統計的に有意な結果となり、
「公共施設設置
ダミーＢ」は統計的に有意とは言えない結果となった。
その他の説明変数の結果については概ね前分析と同じような結果となった。
この結果を仮説に照らせば、公共施設でも昼間人口を増加させる施設、つまりはその施設自体
の働く人が多い場合は中心市街地小売業に影響を与えると言える。
逆に多くの地方自治体が域外からの来街者を呼び込む目的で設置している文化観光施設などは
昼間人口が増加しないと考えられる施設として「公共施設設置ダミーB」に含めており、その本
来的な効果をもたらしているケースは尐ないと言える。
最後に次項の分析により、被説明変数を「中心市街昼間人口増減率」にし、
「公共施設設置ダミ
ーＡ」及び「公共施設設置ダミーＢ」が昼間人口増減率に影響を及ぼすかを検証する。
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４．４ 推定モデル及び推定方法③（昼間人口への公共施設の影響）
4-4-1 仮説
前分析の結果から、
「公共施設Ａダミー」は昼間人口増減率に対し有意な結果がもたらされ、
「公
共施設Ｂダミー」は有意な結果が得られないと思われる
4-4-2 推定式と推定方法

実証方法は、前分析と同じく最小二乗推定法（OLS）により推計を行う。
推計式
中心市街地昼間人口に影響を与えると思われる変数を用い以下の推計式を設定する。

y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + ・・・・・ + β12 X12 + ε ε：誤差項
記号

候補

ｙ

中心市街地昼間人口増減率

Ｘ1

人口増減率

Ｘ2

乗用車数増減率

Ｘ3

中心市街地事業所増減率

Ｘ4

中心市街地大規模店舗参入ダミー

Ｘ5

中心市街地大規模店舗退出ダミー

Ｘ6

市街地再開発ダミー

Ｘ7

公共施設Ａダミー

Ｘ8

公共施設Ｂダミー

Ｘ9

郊外地事業所増減率

Ｘ10

郊外地昼間人口増減率

Ｘ11

郊外地大規模店舗参入ダミー

Ｘ12

郊外地大規模店舗退出ダミー

各変数の説明は 4-3-2 参照
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4-4-3 推定結果
推定結果は、表 4.4 のとおりである。
表 4.4 推定結果
OLS(3)
標準偏差

中心市街地昼間人口
係数
人口増減率
乗用車数増減率
中心市街地事業所増減率
中心市街地大規模店舗参入ダミー
中心市街地大規模店舗退出ダミー
市街地再開発ダミー
公共施設設置ダミー（A）
公共施設設置ダミー（B）
郊外地事業所増減率
郊外地昼間人口増減率
郊外地大規模店舗参入ダミー
郊外地大規模店舗退出ダミー
定数項
補正R2値
F値
サンプル数

0.1433162
-0.3651872
0.7679903
5.595274
-1.36585
-1.498896
4.674366
-0.6918964
0.0495825
-0.0464746
-0.2754909
-1.869092
-2.297336

**
***
***

*

**

0.135183
0.142021
0.049947
1.880032
1.188785
1.82726
2.516094
1.141664
0.03239
0.035215
1.111183
2.83178
1.16089
0.4560
0.0000
392

ｔ値

Ｐ値

1.06
-2.57
15.38
2.98
-1.15
-0.86
1.86
-0.61
1.53
-1.32
-0.25
-0.66
-1.98

0.290
0.011
0.000
0.003
0.251
0.413
0.064
0.545
0.127
0.188
0.804
0.510
0.049

(注)***,**,*はそれぞれ1%,5%,10%で統計的に有意であることを示す。

分析結果から、
「公共施設設置ダミーＡ」は正の符号で 10%で統計的に有意な結果となり、
「公
共施設設置ダミーＢ」は統計的に有意とは言えない結果となった。
その他の説明変数の結果は「乗用車数増減率」が負の符号で統計的に 5%で有意な結果となった。
また、
「中心市街地事業所増減率」及び「中心市街地大規模店舗参入ダミー」がそれぞれ正の符号
で 1%で統計的に有意な結果となった。
この結果を仮説に照らせば、分類分けした「公共施設Ａ」は昼間人口を増加させる施設である
ケースが多いと言え、
「公共施設Ｂ」は昼間人口を増加させているケースが尐ない施設であると言
え、仮説を支持できる。

４．５ 推定結果のまとめ
これまでの推定結果から、中心市街地に公共施設を設置・移転した場合、公共施設を分類せず
に推計した場合、中心市街地の小売総売上に対して有意な結果が得られないが、公共施設の中で
も昼間人口を増加させる施設であれば有意な結果が得られる。
これは中心市街地小売総売上増減率と中心市街地昼間人口増減率に強い相関があるためで、昼
間人口を増加させない公共施設については有意な結果が得られなかった。
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第５章 まとめ
中心市街地の衰退が全国の地方都市を中心に問題となっているが、そもそも地方都市での交通
事情などを考慮すると、郊外の市街地化は地域の需要と供給に従った自然な流れである。
そもそもシャッター街の出現に代表されるように、中心市街地の土地利用転換が進まない現状
などの解決を行わないまま、
中心市街地活性化政策を行う事自体が政府の失敗とも捉えられるが、
各都市ではそのような状況の中でも様々な中心市街地活性化政策を行い続けている。
中でも、イニシャルコスト及びランニングコストを伴う公共施設の設置・移転は、政策の中で
も最も財源を要するものであり、財源投入を行うに見合った効果が無ければ合理性がないと考え
たため、本稿では公共施設の設置・移転の効果を検証してきた。
結果として、全体でみるとその効果は有意であるとは言えない結果となったが、昼間人口を増
加させる、
「学校・病院・公務事業所」の設置などは中心市街地の売上に統計的に有意に出ること
が分かった。一方で、多くの自治体で回遊性向上・集客効果を見込んで設置する「文化観光施設」
や「交流施設」などは昼間人口増加に資するとは言えず、中心市街地の売上の増加につながって
いるケースは尐ないと言える結果となった。
この結果から、昼間人口を増加させる、
「学校・病院・公務事業所」の設置などは中心市街地
の売上に統計的に有意に出ることが分かった。一方で、多くの自治体で回遊性向上・集客効果を
見込んで設置する「文化観光施設」や「交流施設」などは昼間人口増加に資するとは言えず、中
心市街地の売上の増加につながっているケースは尐ないと言える結果となった。
この結果から、昼間人口の増加を生み出さない公共施設の設置は、その当初の目的を果たさな
いケースが多く、中心市街地への設置と、そもそも施設設置自体の合理性を欠く。特にその施設
の性質上、集客を目的とする観光施設などは最も慎重になるべきである。
一方で昼間人口の増加を生み出す公共施設については、計画上のその目的を達成する事は可能
であるかもしれないが、郊外地に比べて地価が高いままの中心市街地に設置する事や、そもそも
中心市街地への政策は、地域内でのパイの取り合いであり、トレードオフの関係から、それを行
う事によって諦めざるを得ない政策を含んでいる事。
郊外化・モータリゼーション化が進み、郊外地での居住人口が増えている中で、もともと駐車
場が尐ないなどの問題点を持つ中心市街地への公共施設の立地は、住民の機会費用を高めている
可能性がある事を認識する必要がある。
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【参考資料】

中心市街地への公共公益施設の立地等の調査票
都
市
名
部
局
名
ご記入者職・氏名
Ｔ Ｅ Ｌ

e ‐ mail
平成10年度から平成20年度までの間（平成10年4月1日～平成21年3月31日まで）、貴市中心市街地へ公共公益施
設の移転・新設がございましたら、お手数ですが下記の様式にご記入ください。

公共公益施設の例
文化・スポーツ施設

学術・教育施設

医療・福祉施設

公務事業所

●文化センター・ホール
●スポーツ施設（体育館等）
●美術館・博物館
●文化観光交流施設
等

●大学・研究機関
●図書館
●児童教育施設

●公立病院
●民営総合病院
●健康増進センター
等

●市役所・県庁
●国出先機関
●各種窓口出張所
等

施

設

名

等

施

設

住

所

運用開始日

ご協力ありがとうございました。
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