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東京10km～20km圏、その魅力。“ 生き続けられるまちとは？”　Phase〈Ⅱ〉都市の魅力を構成する要素とは？

食料品や日用品にまで及んでいます。このように都市生

活者の暮らし方そのものが大きく変容しています。2020

年、2025年の都市居住は更に変化し、これまでの家族を

核に据えたロールモデルは通用しなくなり、都市やまち

に求められる機能や要素が大きく変わっていくものと予

想されます。

　本研究は昨年度から 2年間に亘る研究であり、これか

らの厳しい時代に対して、生活者が “ 生き続けられるま

ちとは？ ”（住み続けられるまち）、まち自体をひとつの生

命体としてみたときに “ 生き続けられるまちとは？ ”（継

続・活性していくまち）とはどのようなまちなのかを解

明するものであり、主としてまちに必要な要素、都市の

魅力を構成する要素を明確化することに主眼を据えまし

た。当財団の調査でもそうですが、普通に “ あなたが住

みたいと思う環境はどのような環境ですか？ ” と問いか

けると、「治安がいいところ」「災害に強いところ」「地盤

がしっかりしたところ」「通勤・通学に便利なところ」

「買い物に便利なところ」「駅に近いところ」「医療環境が

よいところ」「緑や公園があるところ」…、危険回避や利

便性、自然環境などハード的な想定できる答えしか返っ

てきません。確かにこれらは人間が生きていくうえで最

も重要な要素であり、高齢化社会を迎えた今日において

不可欠ではありますが、これらの「物質的欲求」（＊アブ

ラハム・マズローの欲求 5段階説に例えるならば生理的

欲求と安全欲求の域）だけでまちの魅力は創出できるの

でしょうか。これらはあくまでも社会構造の変化がもた

らした『負の状態からの回避』の域に過ぎません。本研

究はそれに留まることなく、社会的欲求、尊厳欲求、自

己実現欲求といった「精神的欲求」も合せて、まちや都

市生活者にとっての『未来に向けての成長』を目的に、

欲求に応えうるまちの魅力構成要因とは何かを解明して

いきます。

１.研究背景
　ハイライフ研究所は、「都市生活者のよりよい生活の実

現への貢献」を理念とした研究財団で、本年度で設立 23

年を迎えます。設立以来、都市生活者を見つめながらさ

まざまな調査・研究をしてまいりました。

　近年、日本の多くの都市が高齢化と少子化を伴いなが

ら人口減少の時代を迎え、経済の停滞、雇用・所得の低

下と相まって社会構造そのものが大きく変化している環

境において、当財団では、「持続可能な都市居住の実現に

向けた知見の獲得、そして社会との共有」を事業目的に

据え、調査・研究を実施しその成果を配信しております。

　『持続可能な都市居住』を考えるにあたり、人口動態的

には、平均寿命の伸びや出生率の低下により少子高齢化

が急速に進み、現在、人口増加を続けている東京都も

2020年にはピークを迎え減少の一途を辿ると言われてい

ます。また、2025年には団塊世代が後期高齢者年齢を迎

え超高齢化の時代が始まり、それに加え未婚率の上昇に

よる単身者の急増は、これまでの都市やまちの姿を変え

ていくに違いありません。

　当財団では毎年『都市生活者意識調査』を実施してい

ます。その結果から生活者の意識や生活実態を見ると、

マクロの経済環境は緩やかな回復基調にあると言われて

いますが、実態としてはまだまだ逼迫した生活実態が見

受けられます。収入の減少、消費税増税や円安による原

材料費の高騰による食料費や水道光熱費への支出の増大、

消費意欲そのものの減退。仕事に対する価値観としても、

雇用率は上向き傾向にあるものの非正規雇用が多い中、

仕事はお金を稼ぐための手段と割り切った意識を持つ人

が多くなっています。かつてのように仕事は自己研鑽や

自己実現の手段といった前向きな意識は低下しています。

また、親との関係においても、介護の問題は増幅すると

同時に、一方、親から何らかの援助を受けながら生活を

している子世帯が約四分の一存在している状況であり、

それは住宅などの高額な買い物だけではなく、日常的な
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２ . 研究テーマ

東京 10 km～ 20 km圏、その魅力。

“ 生き続けられるまちとは？”

都市の魅力を構成する要素とは

　少子高齢化、人口減少がすでに兆候として現出してい

る中、東京 10km～ 20kmのドーナツ圏には、依然とし

て元気なまち、活性化しているまちが数多く存在してい

ます。（＊人口・世帯数、駅乗降客数、商業統計、等か

ら）このエリアにフォーカスをあてて、都市の魅力を構

成する要素を解明していきます。

　本研究は 2014年度と 2015年度の 2年間に亘る研究で

あり、2014年度は PHASE1として「仮説の抽出」（＊す

でに報告書はホームページでも配信済み）、2015年度は

PHASE2として「仮説の検証」を行ないました。

３. 研究プロセス
u PHASE1（2014年度）：仮説の抽出

（1） エリアマーケティングデータの解析

「変貌する東京大都市圏 2020」マーケティングレポート

　東京 10km～ 20km圏のエリアデータを分析すること

により、このエリアならではの固有の特性を把握しました。

・ 人口（人口総数、人口増加率、人口密度、昼夜人口比

率、年齢別人口、少子化進度、世帯あたり人員、単身

世帯比率、夫婦のみ世帯比率、女性比率、外国人比率、

駅乗降客数、駅定期券使用比率、他）

・ 住宅（借家比率、延床面積、共同住宅比率、空き家比

率、路線価変動）

・ 産業（事業所数業種別構成比率、事業所従業員数別構

成比、業種別構成比、小売販売額指数、繁華街別小売

販売額、SCの売場面積と年間販売高）

・ 歴史と地形

・ その他（客数増加駅、住みたい駅ランキング）

（2） 生活者意見の抽出

「都市生活者意識調査 2014」の実施

　毎年、当財団で実施している「都市生活者意識調査」

を活用して『住んでみたい居住環境』『魅力を感じるま

ち』を問いました。また、その結果を因子分析すること

により、生活者が求める「都市の魅力を構成する因子」

を導き出しました。

（調査概要）

調査対象：東京 30km圏内に居住する 13歳～ 74歳の一

般男女

標本数（最終有効回収数）：1,125人

標本抽出法：エリアサンプリング法

調査方法：訪問留置法

調査時期：2014年 9月26日（金曜）～ 10月14日（火曜）

調査会社：（株）行動科学研究所

（3） 専門家意見の抽出

世界のスーパーマイスター 11人が語る、

「都市の魅力を構成する要素とは何か？」

What Ma kes City Attractive？
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東京10km～20km圏、その魅力。“ 生き続けられるまちとは？”　Phase〈Ⅱ〉都市の魅力を構成する要素とは？

　建築、都市計画、環境デザインに携わる国内外の著名

人を取材し、都市の魅力を構成要素についてお話しいただ

きました。取材にご協力いただきました方々は下表の通

りです。

u PHASE2（2015年度）：仮説の検証

　PHASE1では、仮説として「都市の魅力を構成する要

素」を抽出すると同時に、東京 10km～ 20km圏内で、

その要素を満たしている代表的な都市（まち）を抽出し

ました。自由が丘、三軒茶屋、下北沢、蒲田、溝の口、

中野、赤羽、北千住の 8エリアです。

　これらのエリアを様々な角度（専門家の目線と生活者

の目線／定量分析と定性分析／デスクワークとフィール

ドワーク）から分析し、魅力構成要因がそれぞれのエリ

アにおいて、どの様な形で存在しているのかを確認いた

しました。

（＊敬称略／取材日順）〈 取材にご協力いただいた世界のスーパーマイスター 11人〉

（1） 都市（街）探訪レポート

  マーケット・プレイス・オフィス代表の立澤芳男氏に、

左記の 8エリアに関し様々なデータ（地形、風土、歴史、

交通網、居住者、産業基盤、商業施設、集客拠点、等）

を分析していただき、また実際に踏査をしていただき、

それぞれのまちの特徴を顕わにするとともに、「商業パワ

ー（規模）」「商業クオリティ（専門性）」「商圏カバー（広

域）」「街環境（管理）」「マルチ交通（多様）」「娯楽・文

化（活動性）」「居住環境」8つの軸を設け、それぞれのま

ちの魅力度について分析しました。

ヤン・ゲール
（コペンハーゲン／ 2014年 8月 28日）

建築家／デンマーク王立芸術大学建築学

部卒業／ゲール・アーキテクツ主宰

マシュー・カルモナ
（ロンドン／ 2014年 9月 8日）

都市計画家／ UCLバーレット建築都市

計画大学院　都市計画学科教授

トーマス・ジーバーツ
（ミュンヘン／ 2014年9月3日）

都市計画家／ベルリン工科大学卒業／

スカット都市計画事務所所長／ダルム

シュタット工科大学名誉教授

カラランポ・フォーカス
（ウッドストック／ 2014年 9月 9日）

都市計画家・交通システム専門／オック

スフォード大学客員研究員

ジャイメ・レルネル
（クリチバ／ 2014年 9月 18日）

建築家・都市計画家／国際建築家連合会

長／パラナ州元知事・クリチバ市元市長

三浦展（東京／ 2014年 12月 4日）

一橋大学社会学部卒業／社会デザイン研

究者・カルチャースタディーズ研究所主

宰／元アクロス編集長

陣内秀信（東京／2014年 12月22日）

東京大学工学部建築学科卒業・同大学院

博士課程／ベネチア建築大学留学／法政

大学デザイン工学部教授

林泰義（東京／ 2015年 1月 24日）

東京大学工学部建築学科卒業・同大学院

博士課程／都市計画家・まちづくりプラ

ンナー

隈研吾（東京／ 2015年 2月 2日）

東京大学工学部建築学科卒業・慶応大学

博士学位／建築家／隅研吾建築都市設計

事務所主宰／東京大学教授

大月敏雄（東京／2015年 1月 28日）

東京大学工学部建築学科卒業・同大学院

博士課程／建築計画学者／東京大学大学

院工学系研究科建築学専攻教授

面出薫（東京／ 2015年 3月 24日）

東京藝術大学美術学部デザイン科卒業・

同大学院修士課程修了／照明デザイ

ナー・建築照明デザイナー／

㈱ライティング・プランナーズ・アソシ

エイツ代表取締役／東京大学講師・東京

藝大講師・武蔵野美術大学教授

＊立澤芳男氏：パルコをはじめとする流通系企業の出店リサーチ、店

舗コンセプトの企画立案など、都市や消費に関する

マーケティングのプロフェッショナル。とくに『定点

観測』では名高い。「アクロス」創刊編集長を経て、

現マーケット・プレイス・オフィス代表取締役。著書

に「データで斬る逆転のマーケティング・100万人

時代」「東京の侵略」など。
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（2） 都市生活者意識調査 2015

　当財団が毎年実施している『都市生活者意識調査』を

活用し、以下の質問を設け、都市生活者が思う『都市の

魅力』と、それが実際にどのまちに存在するのかを導き

出しました。

（調査概要）

調査対象：東京 30 km圏内に居住する13歳～ 79歳の一

般男女

標本数（最終有効回収数）：1, 350人

標本抽出法：エリアサンプリング法

調査方法：訪問留置法

調査時期：2015年 10月 2日（金曜）～ 10月19日（月曜）

調査会社：（株）行動科学研究所

（質問内容）

①「あなたはどのようなところ・地域に住みたいと思って

いますか。」（選択肢 30の複数回答）

②「あなたは住むとしたら、どのような街に魅力を感じま

すか。次に掲げる項目のそれぞれについて、魅力を感

じる程度をお知らせください。」（52項目の5段階評価）

③「東京のいろいろなまち（駅）の名前があげてあります。

ここにあげたまち（駅）の中から、『よく行っているま

ち』『好きなまち』『住んでみたいと思うまち』をそれ

ぞれ 3つまで選んでください。（東京10km～ 20km圏

に位置する代表的な駅名を85提示）

（分析方法）

a.②の結果を因子分析することによる『都市の魅力構成

要因』の明確化。

b.②と③の相関分析による各々のまちが有する『都市の

魅力構成要因』の解明。

（3） 国勢調査データの分析による『多様性』の検証

　都市の魅力構成要因の一つである、居住者の『多様性』

についての検証を行いました。

　データベースは、独立行政法人統計センターに申請をし、

国勢調査データを入手し分析しました。「老若男女が住む、

とくに子どもや若者が多いまち」「クリエイティブな仕事に

従事する人が多く住むまち」「外国人が多く住むまち」が多

様性の中でも重要であるという仮説が PHASE1で導き出さ

れたので、東京 30km圏を、10km圏内・10km～ 20km

圏・20km～ 30km圏に分割し、市区ごとのそれぞれの人

口数（人口割合）を求め、分散と標準偏差を求めました。

（4） 都市酵母探検隊（フィールドワーク）

　本研究の研究リーダーである明治学院大学の服部圭郎教

授をリーダーとし、フィールドワークチームを編成しまし

た。チームメンバーは、社会人から大学生までの都市計画

や建築に携わる専門家による編成です。その中には外国人

も含まれます。彼らが自由が丘、三軒茶屋、下北沢、蒲田、

溝の口、中野、赤羽、北千住の 8エリアを踏査し、それ

ぞれのエリアの特徴と、まちの魅力（ここでは “都市酵

母 ”と名付けました）は何かを発見し、その酵母の醸造所

（施設や店舗、建物等）はどこにあるのか、または醸造人

は誰か、発酵レベルはどれくらいなのかを確認しました。

　エリアごとのチームメンバーからのレポートを分析す

ることと、最終的にはグループインタビューにより、普

遍的な魅力構成要因とまち特有の魅力構成要因を導き出

しました。

（5） まちのエキスパートヒアリング

　（1）～（4）までの定量的かつ定性的分析の結果を踏ま

え、東京 10km～ 20km圏のまちに詳しい専門家として、

社会デザイン研究者と電鉄系開発に従事されたマーケッ

ターに対し、8エリアについての都市の魅力構成要因を取

材し分析をいたしました。
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東京10km～20km圏、その魅力。“ 生き続けられるまちとは？”　Phase〈Ⅱ〉都市の魅力を構成する要素とは？

４. PHASE1中間報告（概要）
　昨年度（PHASE1）は、「都市の魅力」を探求するとい

う広大無辺とも言える奥の深いテーマの研究を進めてい

く方向付けをするという位置づけで作業を進めました。

その作業は大きく 3つに分類することができます。（＊詳

細は当財団のホームページにて、報告書をご覧いただけ

ます）

（1） 東京 10 km～ 20 km圏のエリア分析

　最初に、研究対象エリアである「東京 10km～ 20km

圏」の動向をエリアマーケティングの観点から見てきまし

た。その結果、同じ 10 km～ 20 km圏であっても、東側

エリアと城南エリア、城北エリアとでは高齢化比率、男女

比率、世帯あたり人数、外国人居住率において大きく違い

があることが見られました。ただし、共通項としては、昼

間人口が増加し、それまで住宅が主な土地利用であったの

が業務機能も増え、全体的にミックスド・ユースに移行し

つつあること、生活形態としては共同住宅が主流であり、

また空き家も増えていることが挙げられます。さらに消費

の場としての観点からは、東京 10km～ 20km圏エリア

は、他県からの人を集めて、商圏を拡大する副都心エリア

に対し、商圏が限定的で狭く、基本的には地元住民に密着

した日常消費、特に食料品小売業が多く存在することを確

認しました。しかしながら、そのような地元志向でありつ

つも、個性化による差別性によって新規顧客の開拓に成功

している駅を中心とした繁華街も散見されました。注目す

べき代表的なまちとしては、蒲田、北千住、二子玉川など

です。そして、これらのまちに先導されるように、東京

10km～20 km圏に存在する幾つかの商業地区がまちのブ

ランド力を強化しつつあります。日本の多くのまちでは、

少子高齢化、人口減少、単身世帯の増加、空き家率の上昇

などの問題を抱えていますが、生活利便性が高く、数多く

の魅力を備えているまちが多く存在する同エリアの発展の

可能性は大きいものと思われます。

〈  社会デザイン研究者 〉　

三浦　展（みうら　あつし）氏

カルチャースタディーズ研究所代表

　1982年一橋大学社会学部卒業。（株）パルコ入社。マ

ーケティング情報誌『アクロス』編集室勤務。1986年同

誌編集長。1990年三菱総合研究所入社。1999年「カル

チャースタディーズ研究所」設立。消費社会、家族、若

者、階層、都市などの研究を踏まえ、新しい時代を予測

し、社会デザインを提案している。著書に『下流社会』

『第四の消費』『東京は郊外から消えていく！』『郊外・

原発・家族』『家族と幸福の戦後史』『これからの日本の

ためにシェアの話をしよう』『新東京風景論』『ファスト

風土化する日本』『吉祥寺スタイル』『高円寺　東京新女

子街』『東京高級住宅地探訪』他多数。近著に『人間の居

る場所』『下流老人と幸福老人』。

〈  マーケティング学者 〉

水嶋　敦（みずしま　あつし）氏

自由学園　最高学部（大学部）特任教授

　1956年新潟県生まれ、1979年武蔵大学人文学部欧米

文化学科卒業後、広告代理店でマーケティング業務およ

び日本初の広域型商品購買情報収集システムの開発・運

営に携わる。また、ブランド管理システムの開発を行い

ながらブランド・コンサルティング業務に携わる。2011

年株式会社東急総合研究所主席研究員として、ブランド

視点からのまちづくりの研究に関わる。2015年より自由

学園最高学部 (大学部 )特任教授、マーケティングおよ

びライフスタイルを担当。共著に『ハイテク・マーケテ

ィング』（誠文堂新光社）、『中食 2025－中食・惣菜産業

の将来を展望する』（一般社団法人日本惣菜協会）など。

公益社団法人日本マーケティング協会アカデミック・ア

ドバイザー。　



9

C
H

A
P

T
E

R 1
C

H
A

P
T

E
R 2

（2） 都市生活者意識調査の結果

　当財団では毎年、都市生活者に対する意識調査を行っ

ております。昨年度の『都市生活者意識調査 2014』では、

新たに「魅力を感じるまち」についての設問を追加いた

しました。

　その回答結果を解析するために因子分析を行い、『都市

の魅力を構成する要素』を抽出・分類しました。

　現在、東京圏に居住している人達が、どのようなまち

に魅力を感じているのか、この調査結果からは、「魅力を

感じるまちの因子」として、

〈  第 1因子 〉多様性（同質でない色々な人が集まる）

・ ライブハウスや小劇場など人の集まるスポットがあるまち

・ 音楽、芸能、芸術などに携わる人が多く住むまち

・ 外国人が多く住むまち、等

〈  第 2因子 〉　帰属性（コミュニティの充実）

・ ボランティア活動が盛んなまち

・ 老人会などのお年寄りのコミュニティ活動が盛んなまち

・ 祭りやフリーマーケットなどイベントが盛んなまち、等

〈  第 3因子 〉　アクセスの多様性（移動がしやすい）

・ 電車で移動しやすいまち

・ 自転車の通行がしやすいまち

・ バス路線網が充実しているまち

〈  第 4因子 〉　教育環境

・ 国公立大学、著名な大学があるまち

・ 評判の高い中学校・高等学校のあるまち

・ 進学教室や塾が充実しているまち、等

〈  第 5因子 〉　商店の混在（多種多様な店）

・ 大型ショッピングセンターがあるまち

・ 百貨店、駅ビルなど繁華街が近くにあるにぎやかなまち、等

〈  第 6因子 〉　雑味のある商店街　

・ 昔ながらの飲食店、居酒屋、焼鳥屋、定食屋、喫茶店の

あるまち

・ 個人経営の飲食店が多いまち

・ 路地や横丁のあるまち

・ にぎやかで活気のある商店街があるまち、等

が導き出されました。これらの魅力因子は、他の圏域と

比較し東京 10km～ 20km圏に多く存在するものと推測

することができ、次の研究ステップ（PHASE2）として

同圏がこれらの条件をどの程度満たしているのかを具体

的に調査することで、都市の魅力を構成する要素の検証

を行いました。

（3） 世界のスーパーマイスターへの取材内容

　内外の都市に関して造詣が深いスーパーマイスター 11

名（前述）に対して、彼らが考える「都市の魅力」を教

示していただきました。（1）（2）のアウトプットも踏ま

え、「都市の魅力」とは何かを考察すると、それは「人」

であることが確認されました。「都市は器であり、その器

に入っているものは人である」～これは、ジャイメ・レル

ネル氏、マシュー・カルモナ氏が「何が都市を魅力的に

するのでしょうか？」という質問に対して、ストレート

にずばり「人」と回答されました。お二方以外の海外の

スーパーマイスター達も異口同音に「人」もしくは「人

の交流」が都市を魅力的にする要因であると述べました。

　しかしながら、どこの都市にも必ず人がいるにもかか

わらず、魅力的な都市とそうでない都市になるのはなぜ

でしょうか。それは、その都市自体が、そこで暮らす人・

そこで仕事をする人を面白くもつまらなくもするからで

はないでしょうか。そもそも、「人」が都市を魅力的にも

するしつまらなくもするのですが、そのような「人」を

つくるのは、都市環境そのもとと考えられます。実際、

スーパーマイスター達は、取材の中で、人を『喚起』す
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・ 歩けること

・ 多様であること

・ 自由であること

・ 質の高い公共空間があること

・ ストリートライフがあること

・ 自分たちで決められること

・ 寛容であること

・ 柔軟であること

を条件として掲げております。中でも、三浦展氏が強く

指摘された『自由』、大月敏雄氏の『雑味』、隈研吾氏の

『曖昧な境界』といったキーワードは、都市と人との連動

を促す要因を分析するうえで、とても有効な切り口にな

ると考えます。

・ 境界が脆弱であること

・ 都市自体が繊細であること

・ 都市環境において人が自由を感じられること

が、都市と人の連動をもたらします。これらは他の定量

的なデータと照合しても明らかです。この様に、都市は

人を喚起しますが、その喚起された人が創造するものが

都市文化です。

これらの考察から、

「都市の魅力は、人を酵母として発酵され、つくりださ

れる」

という仮説を設定しました。都市の魅力の根源は人です。

しかしながら、人は必要条件であって十分条件ではあり

ません。人があたかも酵母のように発酵されることで、

都市の魅力をつくりだす要素となります。そのためには、

都市が人を発酵させるための醸造所の役割を果たさなく

てはなりません。そして、この「都市の酵母」たちは、

る都市環境の条件を掲げました。それは、

・ 多様性

・ 寛容

・ 自由

・ デモクラシー

というキーワードで括られます。これらの要素を有して

いる都市は、そこに人を集めて、さらに人々を喚起させ

る役割を果たすことができます。すなわち、これらの要

素は、人の交流を促進し、人の潜在能力を発現させ、都

市の魅力を創造させるのです。都市が人を活性化し、そ

の人が都市を活性化させるというサイクルが働くと、相

乗効果が生じ都市がどんどん魅力的になっていきます。

人を活かす、人の潜在能力を発現させる「機会」を提供

する機能こそが、都市の極めて重要な役割であり、その

「機会」を多くの人に遍く提供できる都市ほど魅力的であ

ると考えられます。

　この様に、「都市の魅力」は「人」がつくるものですが、

また逆にその「人」をつくるのは「魅力的な都市」でも

あります。この様に都市と人との『連動』こそが、都市

のアイデンティティを築き、さらにアイデンティティが

強化されると「魅力ある都市」というブランド化がなさ

れていきます。その事例としてすぐに思い浮かぶのは、

パリ、ニューヨーク、ロンドン、そして東京ですが、仕

事が無いにも関わらず、スペインの若い失業者たちはド

イツのライプチッヒを目指しています。なぜならばライ

プチッヒには『機会』があり、都市アイデンティティを

発信しているからだと考えられます。（＊ライプチッヒは

ボヘミアンで自由な都市というイメージを発信すること

に成功した。他に似た事例として、イギリスのマンチェ

スターが挙げられる。）

　果して、この都市と人の『連動』を促すサイクルには

何が必要でしょうか。スーパーマイスター達は、
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隈研吾氏が指摘する「都市の境界の曖昧さ」を菌床とし

自由にのびやかに発酵していくのではないでしょうか。

そして、魅力的な都市には、この菌床が多く存在すると

も考えられます。とくに東京 10km～ 20km圏に存在す

る都市にはこの菌床が多く、その発酵により地域の魅力

を創出しているという仮説が導き出されました。

　次年度、PHASE2では、「都市の魅力は、人を酵母とし

て発酵され、つくりだされる」とう仮説を検証するために、

u研究幹事

櫻井隆治（公益財団法人ハイライフ研究所 専務理事）

u研究リーダー

服部圭郎（明治学院大学 経済学部教授）

u研究員

榎本元（株式会社読売広告社 都市生活研究所 執行役員）

高木克昌（タカギセイコープランニングオフィス 代表）

谷口明美（公益財団法人ハイライフ研究所 研究員）

生方純一（公益財団法人ハイライフ研究所 事務局長）

u研究協力

立澤芳男 氏（マーケット・プレイス・オフィス代表）

三浦展 氏（株式会社カルチャースタディーズ研究所 代表）

水嶋敦 氏（自由学園最高学部 特任教授）

①都市の魅力を作り出している酵母は何か。

②酵母を育てる菌床（醸造所）は何か。

をフィールドワーク（踏査）を中心に、都市生活者意識

調査データ、国勢調査データ、商業データなどの定量デ

ータと連携させた形で検証し、「東京 10 k m～ 20 k m圏

の魅力」、「都市の魅力を構成する要素」を明確化いたし

ます。

５.研究体制





第2章

1. レポートにあたって

2.  9エリアの都市（街）探訪レポート

3. 総括

都市（街）探訪レポート
マーケット・プレイス・オフィス　代表

立澤芳男
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１.レポートにあたって
　昨年度のPHASE1では、『変貌する東京大都市 2020』

として、東京 10 km～ 20 km圏のエリアマーケティング

データ（人口、住宅、産業、歴史、地形等）を分析しレ

ポートすることにより、当該エリアの活性状況ならびに将

来に向けての可能性について報告してきた。また、「都市

生活者意識調査 2014」の結果と、スーパーマイスター 11

人の専門家へのヒアリングにより、「都市の魅力を構成す

る要素」が抽出され、また、それらがより多く備わってい

る代表的なまち（≒魅力あるまち）も合せて抽出された。

「自由が丘」「三軒茶屋」「下北沢」「蒲田」「溝の口」「中

野」「赤羽」「北千住」の 8エリアである。

　本年度、PHASE2では、「都市（街）探訪レポート」と

して、これら 8エリアに、「都市生活者意識調査 2015」の

『よく行くまち』の質問において 2位で出現した錦糸町を

加えた 9エリアのレポートを行なった。尚、本レポートは、

事前にデスクワークを行ない、エリアデータ（地形、風土、

歴史、交通網、居住者、産業基盤、商業施設、集客拠点、

等）を事前に分析した後に、9エリアのフィールドワーク

（踏査）を行ない、自らの視点で街を確認し、それぞれの

街の特徴をまとめた。最終的には、

①商業パワー（規模）

②商業クオリティ（専門性）

③商圏カバー（広域）

④住環境（管理）

⑤マルチ交通（多様）

⑥娯楽・文化（活動性）

⑦居住環境

という 7つの指標を設定し、街ごとの特性をレーダー

チャート化した。

　尚、本レポートは「第 4章　都市酵母探検隊レポート分

析」のフィールドワークにて、チームメンバーが踏査を行

う前の事前スタディの資料としても活用した。

〈参考〉公益財団法人ハイライフ研究所のホームページ

での情報配信

「東京都市圏における『10 km～ 20 km圏エリア』にある

街を探訪する。その魅力は」

http：//www. hilife.or. jp/wordpress/ ？ cat=153
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魅力を感じる街7つの因子／キーワード

因子① Active Diversity アクティブ ダイバーシティ

因子② Community コミュニティ

因子③ Multi Access マルチアクセス

因子④ Academic アカデミック

因子⑤ Shopping Complex ショッピングコンプレックス

因子⑥ Traditional Street トラディショナルストリート

因子⑦ Child Care チャイルドケア

「都市（街）探訪シリーズ」連載にあたって
　昨年度からハイライフ研究所では、東京オリンピック・

パラリンピック開催に向かい変貌する東京大都市圏とい

うテーマで『都心からの km圏別』と『鉄道路線別』に

各エリアの変貌ぶりをレポートしてきた。そのレポート

を通じて明らかになったのは、①現在、日本人口構造は、

平均寿命の伸びや出生率の低下により少子高齢化が急速

に進み、東京都市圏エリアでその影響が強く出始めてい

る ②この数年人口が増加している東京都も、2020年には

ピークを迎え減少の一途を辿り、2025年には団塊世代が

後期高齢者年齢を迎え超高齢地域となる ③高齢化・少子

化の波が押し寄せている東京都市圏だが、その中で活性

している街が東京 10 km～ 20 km圏に多数存在している

ということであった。

　そこで、本年度のメールマガジンレポートは、東京

10 km～ 20 km圏がなぜ活性しているのか、元気な街

はどこなのか、その要素は何なのか等々に焦点を当て、

『都市（街）の魅力を構成する要素や条件』を明確化し

ていくことにした。その際、当研究所の『都市生活者意

識調査 2014』（N =1125、東京 30 km圏居住者）で

「魅力を感じる街」についての因子分析を行っているが、

そこで明らかになった「 7つの要素（因子）」がレポー

ト対象の街々とどのような相関性があるのかをもレポー

トする。

① 第 1回　 都市（街）探訪シリーズ連載にあたって／プロローグ 　　　2015年 5月 27日配信

② 第 2回　 都市（街）探訪シリーズ「自由が丘」   　　　2015年 6月 24日配信

③ 第 3回　 都市（街）探訪シリーズ「三軒茶屋」   　　  2015年 7月 22日配信

④ 第 4回　 都市（街）探訪シリーズ「北千住」   　　　2015年 8月 26日配信

⑤ 第 5回　 都市（街）探訪シリーズ「中野」    　　　2015年 9月 30日配信

⑥ 第 6回 　都市（街）探訪シリーズ「赤羽」    　　　2015年 10月 28日配信

⑦ 第 7回　 都市（街）探訪シリーズ「蒲田」    　　 2015年 11月 25日配信

⑧ 第 8回　 都市（街）探訪シリーズ「下北沢」   　　 2015年 12月 23日配信

⑨ 第 9回　 都市（街）探訪シリーズ「溝の口」   　　 2016年 1月 27日配信

⑩ 第 10回  都市（街）探訪シリーズ「錦糸町」   　　 2016年 2月 24日配信
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はじめに

今、東京都市圏で最も注目されるのは、最大の人口数と世

帯数、高い人口密度を持つ東京10 km～ 20 km圏エリア

u現在、東京では 2020年東京オリンピック・パラリン

ピック開催に向けて、東京の都市改造につながる大プロ

ジェクトが、都心・副都心部でインフラ整備中心に行わ

れている。そしてまた同時進行しているのが居住環境の

変化だ。都心部では再開発が盛んで高層マンション群に

新富裕者が居住しはじめ、一方で老朽化したアパートに

住む高齢者や一人暮らしの若者、貧困層が増えている。

一方、東京郊外拠点都市である立川、横浜、大宮などで

は、高層マンション建設をはじめ業務機能の拠点再整備

が行われ、駅周辺では人口増加となっているが、中心街

を外れると老朽化した住宅団地などで人口減少と急激な

高齢化が起こっている。

　東京大都市圏をつくってきた都心と郊外は今大きく揺れ

動いているが、その東京大都市圏の中で、都心・副都心部

と郊外都市に挟まれた『東京 10km～ 20km圏』のエリ

アは、大きな都市変動とは裏腹に人口が確実に増えている。

 

u東京 10km～ 20km圏のエリアは、高度成長期のマイ

カー普及期以前に発展した住宅居住地をベースとして、

駅前整備や業務・商業地化がほどほどに進み、最近はマ

ンションの建設が盛んである。しかしながら、2000年代

からの都心や郊外拠点都市での大再開発プロジェクト施

行の波が、このエリアにある街々に波及してきた。今後

これらの街々の駅前を中心とする開発が進むと都心や郊

外の居住にも大きな影響を与えることは間違いない。20

世紀の「職住分離」という東京都市生活の生活スタイル

を大きく変える起爆剤となりそうだ。

u東京都が約 10年前に実施した通勤時間に関する意識調

査によると、回答者の80 %以上が「受忍限度は、1時間以

内」と回答している。言い換えると、都心のオフィスワー

カーにとっては、ドアツードアで 1時間以内にたどり着

けない立地の住宅には住みたくないということであり、東

東京都市圏における『 10 km～ 20 km圏エリア』にある街を探訪する。その魅力は？

都市（街）探訪シリーズ連載へむけて／
プロローグ

2015年 5月 27日第 1回

２.  9エリアの都市（街）探訪レポート
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域的な社会・経済的な繋がりを持った地域区分のことを

指すが、現代の都市活動は広域化しており、行政単位と

しての市、区、町、村の範囲を超えているという認識は

留意しておくべきことだ。

u東京 10km～ 20km都市圏の「地形・地質」

　東京都区部の東部には、隅田川、荒川、江戸川、中川な

どの河口部に沖積平野が広がっている。地盤は軟弱であり、

海抜ゼロメートル地帯も少なくない。一方、南部の多摩川

沿いの地域も低地となっている。区部の西部は武蔵野台地

の末端部であり、幾つもの舌状台地が伸び、台地と低地が

入り組んだ高低差のある地形となっている。そして臨海部

は徳川家康の時代から埋め立てられ、現在も主に新海面処

分場において廃棄物や建設残土の埋め立てが行われている。

u東京 10km～ 20km都市圏の「交通」

　現在、東京都市圏の鉄道交通網は、東京都心から郊外に

向かう鉄道網が発達しており、JR東日本では、JR東海道線・

JR横須賀線・JR京浜東北線、JR総武快速線・JR京葉線、JR

中央線・JR総武緩行線、JR埼京線、JR常磐線が放射線状に

広がる。一方、私鉄各社が副都心ターミナル駅（新宿・渋

谷・池袋・上野駅）を起点として、JR東日本路線と並走し、

あるいは、隙間を縫って東京郊外に向けて放射線状に運行

されている。東京の環状鉄道路線として、JR東日本の JR山

手線・JR武蔵野線 + JR南武線、都営地下鉄の大江戸線が

ある。東京都市圏でも都心から 10km～ 20km圏域内は、

JR、私鉄、地下鉄、モノレールなどが網の目のように張り

巡らされ、その鉄道網で首都圏人口約 3千万人の日常の輸

送を担っており、年間輸送人員は世界一といわれている。

京で生活する場合、必然的に最優先されるのは東京中心部

から 60分圏内にある『東京 10km～ 20km圏』のエリア

だということになる。都心部の都市機能を補完しつつ依存

的関係が強かった東京 10km～20km圏にある街は “ なぜ

元気なのか ”を解き明かし、『都市の魅力を構成する要素

や条件』を明確化する必要がある。明確化することは、他

エリアの今後の活性化の一助となることに間違いない。

Ⅰ‐東京 10 km～ 20 km 都市圏（準都心）
について

１．東京 10 km～ 20 km都市圏（準都心）の概況

u東京10 km～20 km都市圏（≒準都心）エリアの「範囲」

　車社会化が発達した 20世紀末には、中心都市の市域を

大きく超えて各エリアに生活圏（郊外）が形成されるよ

うになったが、90年代から都心・副都心部で業務集積ばか

りかマンションの供給も増え、都市機能の東京都心部集

中が目立ちはじめている。東京都市圏の最大の特徴で

あった都心部労働力の郊外依存という関係はかつてほど

強くはない。むしろ、「都心・副都心部」と「東京の郊外

都市」との狭間にある 10km～ 20km圏に位置するエリ

アが東京都の人口の 6割を占めるようになり、この存在

が今後の東京を大きく変えることになる。但し、このエ

リアは、“隣人何するものぞ ”という意識が強くはたらき、

都市という地域概念が希薄であり、その実際はあまり知

られていない。

　都市圏とは一般に、核となる都市および、その影響を

受ける地域をひとまとめにした地域の集合体であり、広

km圏 立地 該当行政区

東京駅から10 km圏 都心・副都心エリア
山手通り内に位置する

東京都中心部9区 千代田区、中央区、港区、品川区、渋谷区、
新宿区、豊島区、文京区、台東区

東京駅から
10 km～20 km圏

準都心エリア
山手通り、環七通り、環八通り沿
道に位置する

エリア東京準都心東部7区 足立区、葛飾区、江戸川区、江東区、荒川区、
北区、墨田区

東京準都心西部エリア7区 世田谷区、中野区、杉並区、練馬区、板橋区、
大田区、目黒区

東京都多摩地区、神奈川県・千葉
県・埼玉県

狛江市、川崎市の一部、浦安市、川口市、和
光市、戸田市
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出店は、都市の商業において商圏の拡大など大きなメリッ

トがあるが、こと東京 10km～ 20km圏エリアにおいて

は住宅地が密集しており、その開発余地は少ない。

　このエリアの中でも例えば、足立区や板橋区や中野区の

ように工場跡地など大きな敷地が残っているエリアは、そ

の開発によって地域密着から広域な商圏を持つエリアに転

身するケースも出てくる。しかし、商業では常に他地区と

の競争に巻き込まれるため、単なる規模競争ではそのエリ

アの将来は予想しにくい。

u特徴③　人気上昇中の地域【駅・街】

人気がある。交通アクセスが便利で商業施設の充実が不

可欠だが、街ブランドが重要

　不動産情報サイト「ホームズ」を運営するネクストで

は 2013年度の東京都内実感ランキングを発表しているが、

住み続けたい自治体の 1位は中央区で、12年度の 3位から

順位を上げた。文京区も 4位から 2位に上昇しており、

子育て世代の支持を受ける都心部が上位に入った。東京

10km～ 20km圏にある「世田谷区」「目黒区」もランク

アップ中だ。

　交通アクセスが便利で、商業施設が充実していること

に加え、街並みがきれいだったり、緑が豊かだったりす

る街（駅）に人気が集まっている。地名のブランドに惹

かれている部分も大きいようだ。最近は武蔵小杉や中野

や中目黒など開発が進んでいる街や、交通アクセスが変

わった駅など、活気を見せる街（駅）が上位にランクイ

ンしている。

　またランクアップした行政区を見ると共通しているの

は、①周辺に似た世代が多いことが安心感につながる　

②教育水準の高さや行政の手厚い支援が子育て世代に

とって魅力　③共働きの世帯が増加し、子育て世代の間

でも仕事場へのアクセスが良いという条件が当てはまる

都心部や東京 10km～ 20km圏のエリアの人気が高まっ

ている。

２.東京10 km～ 20km圏エリアの都市的ポジショニング

u特徴①　事業立地（地域経済基盤）

10 km～ 20 km圏エリアは、生活関連サービス業が充実

しているが、事業の新陳代謝が少ない

　東京都内の産業立地を簡単に見てゆくと、10km～

20km圏エリアは全体として早くから居住地となってお

り、人口も多く、人口密度が高いために個人消費需要に

対応する小売業（商店、コンビニなど）･生活関連サービ

ス業（洗濯、不動産斡旋など）が、地域に密着して立地

しており、地域エリアでは最大の産業となっている。

　しかし、このエリアは、戦前から製造業が立地している

地域も多い。また、戦後も高成長を経て産業構造が流通や

運輸あるいは情報分野へと産業転換する中、消費最大都市

･東京を支える流通運輸の産業立地ともされている。

u特徴②　地域密着の商業

食料品小売業が主役。エリア内外の大型店競争に巻き込

まれるリスクが大きい

　東京 10 km～ 20 km圏エリアを見ると、人口も多く、

それに応じてスーパーなどが多く出店しているが、交通網

が狭いエリア（行政区）の商業集客指数（行政地域一人当

たり小売販売額））は 100前後にとどまるが、一方、地元

には他と比較して大規模商業が少なく、また隣接エリアに

大きな繁華街があるエリアでは流出が多く、その指数は

50を切っている。

　東京 10km～ 20 km圏エリアは、他県からも人を集め

商圏を拡大する副都心エリアに対し、10 km～ 20 km圏

エリアの商圏は限定的で狭く、基本的には地元住民に密着

した日常消費に対応する小売業が多くある。商圏の構造と

しては消費流出エリアということになる。

　食料品小売業は地域に不可欠であり、特に住民が多い東

京 10km～ 20km圏エリアでは、小売業年間総販売額の

シェア 30 %以上となっている区部が多い。大型店の大量
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u特徴④　増える駅の乗降客数（地価も上昇）

生活しやすく清潔感など好条件が整い、今後も活性する

期待は大

　東京 10km～ 20km圏にある JR東日本の駅の乗降客動

向を見ると直近の 10年間で、20 %増となっている駅が続

出している。これらのエリアの人口は増え、人口密度も

高まり JR東日本の駅は各エリアの中心核となり、北千住

のように商業も地域でナンバーワンの売り上げを誇る集

積地になっている。東京 10km～ 20km圏にある川崎市

の「武蔵小杉」がその典型例で、新たに横須賀線の駅が

開業して以降、駅周辺の開発が進んで利便性が高まると

ともに、高層マンションが次々と建築、分譲され、最も

活気を見せている街のひとつだ。2013年の公示地価でも

上昇率がトップだったことで分かるように、資産価値の

向上も期待されている。

　東京都内にある 10km～ 20km圏エリアである「目黒

区」「中野区」「足立区」など 10km～ 20km圏エリア行

政区の地価（路線価）の伸びは都心の行政区に比べ大幅

に上昇している。

u特徴⑤　ライフスタイル（職住近接）

東京都市圏の中でもいち早く居住エリアとなっており、準

都心化しはじめた

　東京 10km～ 20km圏エリアは、生活するのは共同住宅

（=マンション）主流となっており、小世帯、利便性、合理

的で安全な生活ができるというライフスタイルが進行する。

　今後、東京の都心部に大手企業の業務が集中してゆくこ

とが予想される中、東京 10km～ 20km圏エリアは「職

住近接」というライフスタイルが強化されてゆくことが予

想され、文化や芸術あるいはビジネス ･就労・就学など各

種情報の取得や接触に便利な居住地として再構築されてゆ

く可能性が大きい。超過密な都市の危険にさらされている

エリアでもあるが、シェアハウスなど新しい試みが始まり

つつある。何よりも、女性が現在でも多く住むということ、

すなわち女性尊重社会の生活拠点になりそうだ。

　このエリアは、都心部との相互関係が強化され『準都

心化』が進み、都市生活の様々な魅力を満喫できるエリ

アとなってゆくものと思われる。

東京 10～ 20 km圏にある街の
公示価格の上昇が目立つ

（出典：国税庁「路線価」）

Ⅱ‐都市（街）探訪レポート対象地について
再開発と合わせ広域型商業地として大きく変わりつつあ

る東京 10 km～ 20 km圏の交通拠点

　その地域の活性化を表現する指標としては、駅勢圏（≒

商圏）の量と質である。指標の中身は①若年・青年・壮年・

老年・職業別人口など　②地域経済状況（事業所、就業人

口、公共基盤・交通基盤、投資計画など　③商業ポテン

シャル（売り場面積や売上高など）　④企業立地ポテンシャ

ル（交通条件、従業人口）など　重要なファクターとなる。

　その中でも、最もリアリティーがあるのは地域の生活

拠点でもある駅や商業施設の動員力（駅の乗降状況）や
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商業施設の売上高（＝賑わい）である。　高度経済成長期

以降、郊外都市では人口増に対応し、都市における駅や駅

前が商業や業務集積を高め、日常的で多様な都市生活者の

ニーズを満たす機能を備えていったケースが多い。そして、

駅は地域住民・市民のシンボル的存在であるとともに地域

のマーケットプレイス化したのである。駅の利用者は、そ

の地域に住む就業者や学生・生徒、主婦ばかりか、地域外

からやってくる従業者・学生・買い物客など多種多様の属

性を持つ。また、主だった駅の隣接・周辺地には、商業施

設や行政施設、マンションが集積しており、そのエリア

（駅勢圏≒商圏）の生活・経済拠点の核となっていること

が多い。私鉄各路線の沿線別の各駅の乗降客数を比較する

ことによって、沿線エリアにおけるその駅（駅勢圏、商

圏）の都市的ポジション（郊外なのか近郊なのか、準都心

なのか、等々）把握することができる。

u選定基準　その 1

地域の〔商業集積地（≒繫華街）〕であること

　商業集積地の立地を見ると、都心部では市街地型（都

市中心部にある繁華街やオフィス街に立地）が多く、郊

外ではロードサイド型（郊外にあって国道や主要道路の

沿線中心に立地）が多いが、東京 10 km～ 20 km圏のエ

リアでは、駅周辺型（ JR、私鉄などの駅／地下鉄、路面

電車を除く）が最も高く、次いで、住宅地背景型（住宅

地や住宅団地を後背地とする立地）が多い。商業集積地

は、ほかにも観光地や神社、仏閣周辺などに立地してい

るが、東京 10 km～ 20 km圏のエリアでは一部のエリ

アにおいては、その色彩が強い集積地もある。

　一方、東京 10 km～ 20 km圏エリアでは、高円寺、蒲

田、北千住、錦糸町、下北沢・三軒茶屋エリア、自由が丘、

巣鴨、中野、赤羽、練馬、五反田などが、動員力のある街

になっている。しかし繁華街ごとの小売販売額を見ると都

心部の繫華街は 2 ,000億円以上に対して東京 10 km～

20 km圏エリアでは 1,000億円を超えるところはない。

　東京10 km～20 km圏内の商業集積地

400億円以上の商業集積地

商業集積地 行政区 年間販売額

400
億円
以上

二子玉川駅周辺 世田谷区 88,844

錦糸町駅周辺計 江東区 88,130

蒲田駅周辺計 大田区 82,816

中野駅周辺計 中野区 79,039

中野坂上駅周辺 中野区 71,268

自由ヶ丘駅周辺 世田谷区 65,387

大井町駅周辺計 品川区 59,857

亀有駅周辺計 荒川区 49,704

赤羽駅周辺計 北区 43,451

荻窪駅周辺計 杉並区 41,719

北千住計 荒川区 40,413

三軒茶屋 世田谷区 40,142

u商業集積地とは

都市計画法第 8条に定める「用途地域」のうち、

近隣商業地域及び商業地域であって、商店街を形

成している地域をいう。概ね一つの商店街を一つ

の商業集積地区とする。一つの商店街とは、小売

店、飲食店及びサービス業が近接して 30店舗以

上あるものをいう。また、「一つの商店街」の定

義に該当するショッピングセンターや多事業所ビ

ル（駅ビル、寄合百貨店等）は、原則として一つ

の商業集積地区とする。経済産業省が 5 年ごとに

実施している商業統計調査で商業集積超地につい

て、市区町村別に商店街名ごとの事業所数、従業

者数、年間商品販売額及び売場面積等も調べるこ

とができる。
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東京10 km～20 km圏内400億円以下の商業集積地
（平成19年商業統計）

販売規模 集積地商業名 年間販売額 販売規模 集積地商業名 年間販売額

400億円
～200億円

大泉学園駅周辺 35,872

200億円
未満

成増駅周辺 19,450

亀戸駅周辺計 35,138 武蔵小山 19,184

大森駅周辺計 34,968 大山商店街計 18,169

小岩駅周辺計 31,109 竹ノ塚駅周辺計 17,972

西葛西駅周辺 30,743 代官山計 15,904

光が丘 IMA 29,833 杉並区阿佐ケ谷駅周辺 14,358

東葛西９丁目周辺 27,803 足立区サンアヤセ商店街 14,300

金町駅周辺計 27,607 杉並区西荻窪駅 11,162

下北沢駅周辺計 27,076 町屋駅前 8,942

新小岩駅周辺計 26,359 葛飾区柴又駅周辺 5,935

高円寺駅周辺計 22,853

目黒駅周辺 20,791

東京都の主な繫華街とその小売販売額
（平成19年商業統計）

1位 新宿駅周辺 ‒ 9,540億円

2位 日本橋駅・三越前駅周辺 ‒ 5,187億円（百貨店販売額4,501億円）

3位 銀座駅・有楽町駅周辺 ‒ 5,297億円

4位 池袋駅周辺 ‒ 5,057億円

5位 渋谷駅周辺 ‒ 3,407億円

6位 上野駅・御徒町駅周辺 －3,124億円（百貨店販売額609億円）

7位 表参道 ‒ 1,904億円

8位 東京駅周辺 ‒ 1,825億円（百貨店販売額525億円）

[参考]郊外主要都市
商業集積地の年間販売額（百万円）

立川駅周辺計 立川市 202,063

吉祥寺駅周辺計 武蔵野市 186,615

町田駅周辺計 町田市 202,488
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駅周辺地域の特色（たとえば駅前商店街の規模、駐車ス

ペースの状態）、住民の意識などによっても大きく影響す

る。駅は、都市生活において最も重要なものである。

　「10 km～ 20 km圏」のエリアにある JRや私鉄沿線の

主要駅（乗降者人員一日平均 10万人を超える）やその周

辺では、例えば、北千住、武蔵小杉、中野などでは駅前

中心に開発が進み、具体的な形で変貌を見せている。こ

れらの街は、郊外から明らかに準都心化に向かっている

ことが窺える。

　「10 km～ 20 km圏」にあるエリアは、都心部への依存

関係を『職住近接』というテーマで関係を強め、最良の

居住性をテーマに都市化していく。

u選定基準　その 2

地域の交通拠点である【駅】及びその周辺

　駅の利用者は、通勤・通学など外出時の駅間所要時間、

交通費用、乗り換え利便性（乗り換え回数等）、運行頻度、

車両混雑（混雑率）など直接受けるサービスの効果や影

響を評価しつつ、自分の家族の住まいを選ぶ。また、そ

の駅が広域的な利用者の利便性があるのか（高速交通の

結節点なのかアクセス性の高低）なども考える。また、

居住を決定するためには、他路線との競合状況や停車本

数などに左右されるばかりでなく、駅周辺の居住者と地

域の道路事情、路線バスなどの二次交通との結節、他駅

との兼ね合いを考慮する。中でも、道路網や鉄道の性格、

東京50 km圏距離帯別でみた主要私鉄の「駅」

エリア 東京圏距離圏 鉄道・道路を軸としてみた沿線上の主な都市（行政区）
JR・私鉄主要駅

（乗降客1日平均約10万人以上）

副都心
5 km～10 km

圏

中央区・港区・千代田区・豊島区・渋谷区・新宿区・目黒区・品
川区・文京区・杉並区・中野区・台東区・北区・墨田区・江戸川
区・葛飾区・江東区

中野、中目黒、自由ヶ丘、三軒茶屋、下北沢、
北千住、蒲田

準都心
10 km～
20 km圏内

世田谷区・大田区・武蔵野市・三鷹市・調布市・川崎市（川崎
区・幸区・中原区・高津区・宮前区）・市川市・浦安市・松戸
市・船橋市・さいたま市（桜区・浦和区・南区・緑区）・草加
市・所沢市

武蔵小杉、二子玉川、溝の口、川崎、登戸、
荻窪、浦安、市川、練馬

郊外

20km～
30 km圏

府中市・立川市・多摩市・町田市・川崎市（麻生区・多摩区）・
横浜市（中区・西区・港北区・青葉区・都筑区・緑区・保土ケ谷
区・神奈川区・鶴見区）・我孫子市・柏市・八千代市・千葉市
（美浜区・中央区・花見川区・稲毛区）・さいたま市（中央区・
西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区）・春日部市

たまプラーザ、日吉、横浜、新百合ヶ丘、調
布、吉祥寺、和光、志木、新越谷、船橋

30km～
40km圏内

八王子市・昭島市・横浜市（金沢区・栄区・港南区・磯子区・戸
塚区・泉区・瀬谷区・旭区）・大和市・相模原市・厚木市・千葉
市（緑区・若葉区）・木更津市・川越市・桶川市・蓮田市・取手
市・守谷市・君津市

中央林間、町田、相模大野、立川、上大岡、
所沢

東京50 km圏

青梅市・海老名市・横須賀市・茅ヶ崎市・成田市・茂原市・富津
市・東松山市・加須市・つくば市・土浦市

海老名、厚木、八王子、川越、大宮
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乗降客数（1日平均）が10万人を超える私鉄郊外の24駅に注目（除く都心ターミナル）

東京の私鉄｢郊外」駅別乗降客数ランク（10万人以上）除く都心部　*印は他社と相互乗り入れによる通過客数も含む

ランク 駅名 乗降客数 社名 ＊順位 ランク 駅名 乗降客数 社名 ＊順位

1位 北千住 ＊440,711 東武 7 15位 新百合ヶ丘 124,499 小田急 55

2位 代々木上原 ＊240,639 小田急 18 16位 下北沢 121,009 小田急 57

3位 武蔵小杉 201,859 東急 19 17位 京王下北沢 118,883 京王 58

4位 溝の口 198,831 東急 20 18位 練　馬 118,601 西武 59

5位 押 上 ＊192,877 京成 22 19位 京急川崎 118,034 京急 61

6位 和光市 ＊164,415 東武 29 20位 小竹向原 117,825 西武 62

7位 登　戸 160,413 小田急 31 21位 調　布 115,061 京王 65

8位 蒲　田 157,566 東急 33 22位 押上スカイツリー前 ＊106,572 東武 74

9位 朝霞台 154,281 東武 34 23位 志木 102,699 東武 79

10位 自由が丘 149,110 東急 37 24位 京成高砂 ＊96,950 京成 84

11位 新越谷 143,604 東武 39

（＊）順位は私鉄駅全駅における順位

東急：東京急行電鉄、小田急：小田急電鉄

京王：京王電鉄、東武：東武伊勢崎線・東武東上線

京急：京浜急行電鉄

12位 大井町 137,025 東急 44

13位 三軒茶屋 128,457 東急 51

14位 二子玉川 126,395 東急 54

Ⅲ‐都市（街）探訪レポート作成に当たって
のチェックポイント

人を魅了する街の条件を探す !

都心直結、大型複合ビル開発で準都心化が進行するが

新陳代謝が課題に

　2000年以降、都心部に高層マンションが増えるなど東

京の人口都心回帰現象がおこり、東京 10 km～ 20 km圏

エリアは、不動産価格も都心より低いこともあると同時

に、もともと交通便利な立地で生活環境も良好であった

ことから住宅地として再評価されるようになった。最近

では二子玉川、北千住、錦糸町、中野、武蔵小杉など住

宅地の駅前に高層マンション、商業施設、事業所ビルな

ど複合的な再開発がおこなわれ、個性的な商業集積地と

して開発され、周辺からの顧客も動員する街が出来上
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どのような事業所（働き場）があるのか。事業所種類

や従業員数、土地の価格、マンション価格、パートや

アルバイトの時給など。

 地域の集客拠点

どこに人が集まるのか。商業施設、交通機関。

アプローチ②

　魅力ある街についての調査（因子分析）を軸に探訪当該

地のレーダーチャートを作成する

 

　レーダーチャート作成にあたっては、当該地及び当該

地のある行政区の各種データをピックアップし、できる

限り数値化し、各因子ごとに点数化してプロットする。

基本的には、探訪する街の集客拠点がある（駅）から

1km圏内を調査対象域とする。

執筆者メモ／探訪レポートの課題
u10km～ 20km圏エリアの発展プロセスを見ると、バブ

ル期には都心部ほどではないが、地域再開発ブームに乗

り、一部土地の買い上げもあった。然し、経済環境の悪

化でほとんどの建設は頓挫した。その後、しばらくの間

は長屋をマンションへ、一戸建てをマンションへと住宅

の建て替えが盛んに行われていたが、混雑した住宅街の

区画整理を中心とする街の再開発は一向に進展を見な

がっている。

　これらの街のポイントは、鉄道が都心へ直接乗り入れ

ることによりさらに都心に近付き、都心との交通や情報

ネットワークとの一体感を生み出していることが特徴だ。

この注目されるエリアは、郊外でもなく都心でもない、

いわば『準都心』という東京の都市ポジションを手に入

れた。

　東京 10 km～ 20 km圏エリアに住んでいる人達は、都

心ほど騒々しくなく、また郊外の通勤通学難にさらされ

ることのない生活の便利さ、すなわち自分の可処分時間

が比較的自由に多く獲得できるという居住のメリット =

準都心生活を享受しているのだろう。

　東京都市圏の新しいライフスタイルは半世紀前の郊外

のニューファミリー（家族・企業組織中心）からスタート

しているが、そこには『職住分離』という都市テーマが

あった。しかし、今日では、「個人と自由時間と収入」を

最優先するマイライフを軸に新ライフスタイルが生まれ

ようとしている。その担い手となるエリア（立地）は

『職住近接・隣接』が可能である東京の 10 km～ 20 km圏

エリアに他ならない。

都市探訪レポート作成に当たっての調査チェック項目

アプローチ①　

 地域（街、以下同）の地形・風土

どのようなところで街が形成されたのか。

 地域の歴史

いつごろから、どのように街が出来上がったのか。

 地域の交通網

どのように動くのか。鉄道、バス各路線。

 地域の居住者

どのような人が住んでいるのか。

年齢別人口、世帯、職業、居住年数、居住建物、就業

者、学生、主婦、高齢者

 地域の産業事業基盤
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魅力ある街　7つの因子 イメージ チャートのチェック指標：データ（例）

Active Diversity
活動的であり、多様性に富んだ創造的才能にあふれた人々
が多く集まる街

事業所数、就業者数、人口、商業・サービス販売、駅の
乗降客など

Community　　
コミュニティ（地域社会）が充実しており、人々の帰属性
が高い街

年齢別人口、事業所、就業人口、医療施設、行政施設

Multi Access 多様なアクセスや移動手段がある街 乗降客数、急行停車有無、バス路線網

Academic ハイレベルの教育機関や環境が整備された街 研究所、学校

Shopping Complex　 大型商業施設と繁華街が混在した街 店舗数、売場面積、販売額、エンタメ施設、カラオケ

Traditional Street 伝統ある個性的な店舗が多く集まる街 専門店、工房、芸術家居住

Child Care　 子育て環境が整備された街 保育所、幼稚園、病院施設等

魅力を感じる街　7つの因子（要素）

Active Diversity
アクティブダイバーシティー

活動的であり、多様性に富んだ創造的才能
にあふれた人々が多く集まる街

● ライブハウスや小劇場などがある街
● 音楽、芸能、芸術などにたずさわる人が多い街
● 外国人が多く住む街
● スポーツジム、テニスクラブなどがある街
● 若者が多く住む街

Community
コミュニティ

コミュニティ（地域社会）が充実しており、
人々の帰属性が高い街

● ボランティア活動の盛んな街
● 老人会などお年寄りのコミュニティ活動が盛んな街
● 祭りやフリーマーケットなどイベント活動が盛んな街
● 環境保護や省エネ、緑化等に対する意識の高い人が多く住む街
● 子ども向けのクラブやスポーツなどサークル活動が盛んな街

Multi Access
マルチアクセス

多様なアクセスや移動手段がある街 ● 電車で移動がしやすい街
● 自転車の通行がしやすい街
● バス路線網が充実している街 

Academic
アカデミック

ハイレベルの教育機関や環境が整備された街 ● 国公立大学、著名な大学がある街
● 評判の高い中学校・高等学校がある街
● 進学教室や塾が充実している街
● 裕福な人が多く住む街

Shopping Complex
ショッピングコンプレックス

大型商業施設と繁華街が混在した街 ● 大型ショッピングセンターのある街
● 百貨店・駅ビルなど繁華街にある賑やかな街
● コンビニやファーストフード、飲食・惣菜チェーン店が多い街
● おしゃれな雑貨店やセレクトショップ、ブランドショップがある街
● 賑やかで活気のある商店街がある街

Traditional Street
トラディショナルストリート

伝統ある個性的な店舗が多く集まる街 ● 昔ながらの飲食店（居酒屋、焼鳥屋、喫茶店）がある街
● 個人経営の飲食店が多い街
● 路地や横丁が元気ある街
● 賑やかで活気のある商店街がある街
● レストラン、カフェ、ケーキ屋、パン屋がある街

Child Care
チャイルドケア

子育て環境が整備された街 ● 子どもを安心して遊ばせられる公園がある街
● 保育園や学童保育施設、児童館など育児支援が充実している街
● 子育てしている若いファミリーが多く住む街
● 子ども向けのクラブやスポーツなどサークル活動が盛んな街

ハイライフ研究所都市生活者意識調査 2014より
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かった。今でもこの 10km～ 20km圏エリアはパッと見

たところ高層のビルは少なく、一部のエリアを除いて小

さな一戸建て住宅と中小のマンションやアパートが細分

化されたまま道路に沿って広がっている。

　まともな都市計画もなく無秩序的に宅地が拡大し、環

状 6号・7号・8号の幹線道路でエリアが分断される中で、

かなりのエリアで、地域アイデンティティーに無頓着な

ライフスタイルが跋扈している。

u都心集中が進み確実に都心に新たなビジネスが集中す

る中、今日高評価を受けている東京 10km～ 20km圏の

街づくりは、ハードなインフラだけでなく、将来の社会

において最も活躍が期待される女性の生活の場【職住近

接】とするという明快な目標を持ち、女性ニーズを最優

先させる街づくりが必要だろう。

　女性尊重社会という視点にたって東京都市圏を見た場

合、「郊外 =主婦・都心 =キャリアウーマン」という図

式だけでなく、「働く子育て女性 =準副都心」という新し

い都市の図式が生まれる可能性がある。

　都市の活性化は「女性エリア」をどう作るかが成功の

鍵と思われる。東京 10km～ 20km圏の道路・住宅・商

業などへのインフラビジネスの成長の期待は大きいが、

街づくりを支えるその主人公は誰なのかいまだ曖昧と

なっていることが問題だ。

以上
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自由の女神！ 歩いて楽しい界隈めぐり

街のイメージはトップクラスの個性的な自由が丘
　東京 10 km～ 20 km圏の街がなぜ活性しているのか、

元気な理由は、その要素は何なのか等々に焦点を当て、

『都市（街）の魅力を構成する要素や条件』を明確化して

いく。都市探訪シリーズ第一弾は、住みたい街で常に上

位クラスにあり、おしゃれな街と評価の高い「自由が丘」

の街に焦点を当てた。

住みたい街の上位常連の「自由が丘」。東京の繁

華街としての実力度は？

おしゃれな街・自由が丘のその秘密は何かを探る。
　自由が丘は、東京都目黒区の地名。現行の行政地名は、

自由が丘一丁目から自由が丘三丁目。東は、目黒区緑が

丘。西は、世田谷区等々力。南は、世田谷区奥沢。北は、

目黒区八雲・中根と接する。東急東横線と東急大井町線

の交差する自由が丘駅を中心として目黒区自由が丘と世

田谷区奥沢に広がる住商業地域が、一般に自由が丘地域

東京都市圏における『 10 km ～ 20 km 圏エリア』にある街を探訪する。その魅力は？

都市（街）探訪シリーズ

自由が丘

2015年 6月 24日第 2回 

として認識されている。駅周辺は、戦前に衾沼と言う沼

地を埋め立てて造成された土地であるため、丘と言う地

名ながら、周辺と比較して低地となっている。

ワンポイント自由が丘とは？
　自由が丘は、東京都目黒区の南端に位置し、東急東横

線、大井町線が交差する自由が丘駅を中心に面的な商業

集積がひろがり、周囲は低層の住宅地となっている。

様々な表情を持つ路地空間に路面店やテラス型の店舗が

連なり、歩いて楽しい界隈となっている。ブティックや

雑貨店、カフェや多国籍レストラン、高級スーパーなど

が集まるファッショナブルな雰囲気。駅の南に位置する

2 km弱の九品仏緑道は、ショッピングや散策を楽しめる。

夜は一転、飲み屋がオープンして、男性の姿も目立つ。

一年で最もにぎわうのは、秋の街フェスタ「自由が丘女

神まつり」。地域商店街協力の下、セールや野外ライブな

どで観光客を含め大勢の人が訪れる。
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Ⅰ‐街の現況／自由が丘

 � 交通・道路事情

大井町線（近隣商圏）と東横線（広域商圏）が乗り入

れる。駅乗降利用者は沿線でもトップクラス

 � 鉄道路線

　東横線と大井町線が乗り入れ、『自由が丘駅』は両路線

の乗換駅。東横線は高架駅、大井町線は地上駅となって

おり、2つの路線が交差している。利用状況（= 2013年

度の自由が丘駅 1日平均乗降人員）は、合計約 149千人

で東京都内でも上位に入る。

・ 大井町線自由が丘駅 – 53,389人

（大井町線各駅の中では最も多い）

・ 東横線自由が丘駅 – 95,721人　　

（東横線の乗降人員は、特急通過駅の日吉駅・綱島駅よ

り少ない）

　東横線は 2001年 3月 28日に特急を運行開始して以来、

菊名駅と同様に終日緩急接続を実施するようになった緩

急接続駅であることから、平日朝ラッシュ時の渋谷方面

ホームは乗車を待つ行列が伸び、急行・通勤特急は当駅

から混雑が激しくなる。

　自由が丘の街は、「自由が丘駅」の存在が街の中核と

なっており、駅の利便性アップや美化に力を入れている、

2005年から 2年かけて駅の改良工事が行われ、北口改

札やコンコースがリニューアルされた。2012年（平成 24

年）「スマートモデル自由が丘駅あかりプロジェクト」で、

東急線の駅では初めてとなる全駅 LED照明として、駅

構内すべてを調光・調色 LED照明及び LEDサインを

導入した。
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溝の口
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代官山
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学芸大学
都立大学
自由が丘
田園調布
多摩川
新丸子

武蔵小杉
元住吉
日吉
綱島

大倉山
菊名

妙蓮寺
白楽

東白楽
反町

134,179

146,201

165,188

96,158

187,998

路線 行先

大井町線
下り 二子玉川・溝の口方面

上り 大岡山・旗の台・大井町方面

東横線

下り 武蔵小杉・横浜／みなとみらい線（元町・中華街方面）

上り
渋谷／副都心線（池袋・小竹向原・和光市方面）／
西武線（所沢方面）／東武東上線（川越市方面）

東横線各駅乗降間客数　（ 1日平均14年度）
渋谷・横浜駅除く

大井町線各駅乗降間客数　（1日平均14年度）
大井町駅除く
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 � 歴史

1927年（昭和 2年） – 九品仏前駅として開業。

1929年（昭和 4年） – 自由が丘駅に改称。現在の大井 

  　　 町線が開通。

1961年（昭和 36年）– 駅前ロータリーに女神像を設置。

1966年（昭和 41年）– 自由が丘駅に改称。

 � バス路線 

　駅北口前ロータリーは整備されているが、目黒通りな

ど主要道路が街の奥に走っており、駅周辺の道路が狭く

バスやマイカーの乗り入れが困難な状況にある。バスの

停留所も限られている。バス路線は道路混雑等で 4路線

しかない。運行路線数が少なく、渋谷駅行き以外の運行

距離は短い。

バ
ス

東急コーチ（自由が丘駅）、東急バス（自由が丘駅&自由が丘駅入口）
コミュニティバス「サンクスネイチャーバス」（天ぷら油・代替燃料
利用）

バス路線／駒大深沢キャンパス行き、東京医療センター行き、三宿行き、
渋谷駅（八雲高校・東京医療センター前・駒沢大学駅前経由）行き、田
園調布駅行

自由が丘駅 通り名 主な商業施設

『北口』
方面

学園通り ピーコック、山野楽器、ABCマート、ザ・ガーデン

すずかけ通り ファションブティック、喫茶レストラン

女神通り 菓子舗、レストラン喫茶、ひかり街

ヒルサイド ブランド・ショップ

カトレア通り ラ・ビータ

しらかば通り ブティックショップ・カフェ

ヒロストリート スーパー成城石井

サンセットアレイ ローラアシュレイ等のブティック

自由が丘
駅前

駅前ロータリー
【バス・タクシー乗り場】

東急プラザビル（銀行・教室）、モンブラン

自由が丘デパート、銀行、書店、喫茶

『南口』
方面

マリ・クレール通り 東急ストア、トレインチ自由が丘、メルサⅠ

九品仏緑道・散策ロード メルサⅡ、無印良品、スイーツフォレスト

美園街 ラーメン激戦区、パチンコ・パチスロ店、居酒屋

自由通り ヤマダ電機LABI

u街ランドスケープ –Ⅰ

“ 通り ” の名のもとにトレンドファッショ

ン・グルメ、スイーツの店舗が集合

・ 自由が丘の街は、狭い街区に小さな街路

（通り）が錯綜している。わかりにくく

回遊性に欠けるという欠点があるが、そ

のことが自由が丘の魅力となっている。

車が行き交う「目黒通り」「自由通り」

のメイン道路を別にして、学園通り、す

ずかけ通り、女神通り、マリ・クレール

通り、緑小通り、しらかば通り、メイプ

ル通り、カトレア通りなどなど迷路を演

出しているようだ。様々な表情を持つ路

地空間に路面店やテラス型の店舗が連な

り、歩いて楽しい界隈となっている。

　街全体がブティックや雑貨店、カフェ

や多国籍レストラン、高級スーパーなど

が集まるファッショナブルな雰囲気があ

ふれている。
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①自由が丘の街は、大型のビルが少なく、駅前及び周辺

の中規模ビルに大手銀行や証券会社の支店が入居して

いる。商業利用と言う観点からみると、中規模ビルで

あるが、駅前の『東急プラザ』、スーパーマーケットの

『東急ストア』、『大丸ピーコック』、『ザ・ガーデン自由

が丘』などが営業している。一方、その代わり、小型

のビルは数多い。それぞれのビルにブランド・ショッ

プや有名なグルメ店が入っている。

②専門店集合ビルとして、

―メルサ自由が丘店　1983年（昭和 58年）オープン。

―自由が丘スイーツフォレスト　2003年オープン。

（ “スイーツの街・自由が丘”のランドマーク的存在）

―Luz自由が丘

―東急東横線・大井町線自由が丘駅構内商業施設

『エトモ自由が丘』

―「レインチ自由が丘」　（大井町線線路沿い）

13店舗　ファッション・グルメ等がある。

館内店舗数も少なく、顧客動員に欠ける。

③繁華街（商業集積地）としての小売販売額は、約 700

億円程度で、東京の都心以外の繁華街の中ではレベル

3というところだ。大型店舗がないというのがその大

きな理由だ。（資料：東京の商業統計「商業集積地調

査」平成 19年度を参考にした。）

u街のランドスケープ –Ⅱ

線路沿いに昭和が残る街が彩る。沿線地元高齢者を大

切に守り続ける。

オシャレな通りもあり、話題の店もたくさんあるが、そ

れだけではなくて、昔ながらの商店街もある。

自由が丘「自由デパート」　

自由が丘で最初の地元総合商店デパート

　自由が丘の駅前北口に昭和 28年に開業。建物の中では、

ファッション、雑貨、アンティーク、飲食等、約 100店

レベル 集積地 年間販売額

レベル1

立川駅周辺計 202,063

吉祥寺駅周辺計 186,615

町田駅周辺計 202,488

レベル2

二子玉川駅周辺計 88,844

錦糸町駅周辺計 88,130

蒲田駅周辺計 82,816

中野駅周辺計 79,039

中野坂上駅周辺計 71,268

レベル3

自由ヶ丘駅周辺計 65,387

大井町駅周辺計 59,857

亀有駅周辺計 49,704

レベル 集積地 年間販売額

レベル4

赤羽駅周辺計 43,451

荻窪駅周辺計 41,719

北千住駅周辺計 40,413

三軒茶屋駅周辺計 40,142

レベル5

大泉学園駅周辺 35,872

亀戸駅周辺計 35,138

大森駅周辺計 34,968

小岩駅周辺計 31,109

東京（都心除く）商業集積地レベル（百万円）
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な商店街となっている。その店舗数は 56店舗。一段と昭

和っぽさが強い。ファッションのお店が多いが、「洋品

店」「婦人服」というイメージ。店の人も、お客さんも、

世代が上の方々が多い。

駅南口駅前

ラーメン激戦区。夜の街の顔も

　おしゃれな街ではあるが自由が丘駅の南口側の狭いエ

リアには、ラーメン店・やきとり・食堂などが数多く営

業し激戦区となっている。パチンコやゲームセンターも

あり、高級な街イメージと違った下町的なエリアとなっ

ている。

舗。駅北口正面口からすぐにある自由が丘デパートの入

り口に位置するのは、金物屋。自由が丘デパートに入っ

ている店舗は、小さいものばかりで、奥にお店が連なっ

ている。佃煮屋あり、宝石屋あり、ファッション雑貨の

店があり、着物屋、化粧品屋あり…。

　昭和っぽい雰囲気。地下にも手芸材料屋、生地屋、花

屋などが並んでいる。

自由が丘「ひかり街」

昭和っぽさが満載の小商店群

　自由が丘デパートを抜けて、道路を渡ると、「ひかり

街」という商業施設がある。自由が丘デパート同様小さ

魚菜学園 自由が丘産能短期大学 熊野神社

NHKの放送開始当初からTVの料理番組で活躍

した料理研究家田村魚菜氏が昭和24年に自由が
丘に『自由が丘お料理塾』を開設し、 昭和30年
9月に現在地に魚菜学園『自由が丘お料理学
校』を設立。 60年間での卒業生は、延べ16万
人以上を数える伝統と実績のある料理学校。 創

設者の理念である『美味しい料理は愛情から』

をモットーに、時代が変わっても色あせない家

庭料理の大切さを、指導し続けている。

1950年に産業能率短期大学として設置。自由が
丘産能短期大学は、全国でも唯一の能率科が設

置されているところに特色があり、学位を目的

としない科目別履修生や（15歳以上で高校卒業
していない者や旧大検・現在の高卒認定試験合

格していない者を対象とした）入学資格取得生

いうコースも設置されている。

鎌倉時代以前の創建と伝えられている。熊野詣

が盛んだった頃、地元の住民が講を作って熊野

参りをして本宮の御分霊を拝受して創建したと

伝えられる。寛政八年（1796年）に社殿改修棟
札の写しが残っていることから、少なくともそ

の時期までにはこの地に創建されていた。かつ

て一帯は「谷畑」と呼ばれ、当神社も通称「谷

畑の権現さま」と呼ばれた。

自由ヶ丘学園高等学校 1930年（昭和5年）に創立。同時に町名及び駅名が自由ヶ丘（現自由が丘）と改称

自由が丘の街のイベント・催事

1月 元旦祭 800年以上の歴史を誇る熊野神社で行われる。目黒区の無形文化財。

4月 自由が丘さくら祭り グリーンストリートで行われる。例年4月の第1金曜日に満開の桜の下で行われる花と音楽の祭典。

4・5月 スプリングフェスティバル 自由が丘駅正面口側を中心に行われる。ゲストを招いてのイベントが名物になっている。

5月 マリ・クレール祭り 自由が丘駅南口のマリ・クレール通りを中心に行われる。シャンソン歌手などのコンサートが名物になっている。

8月 自由が丘盆踊り 駅前ロータリーで行われる。大きな櫓が名物。

9月 熊野神社例大祭 毎年9月第1日曜日に五穀豊穣を願い開催される。自由が丘中を沢山の神輿や山車が練り歩く。

10月 自由が丘女神まつり

数あるイベントの中でも最大のイベントで数十万人もの人々が集まる。メインステージは駅前に設置され、有名
歌手によるコンサート、米軍音楽隊による演奏、キャラクターショー、一流スタイリストによるヘアーカット
ショーや有名レストランのウエイターによるギャルソンレース、バトンクラブによるパレードなどが行われ、街
中に青空市も出る。

12月 クリスマスイベント
駅前に飾られるクリスマスツリーの点灯式が区長出席の下で行われる。玉川小羊幼稚園の園児による聖歌をバッ
クに、ゴスペル聖歌隊も登場する。
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前から若干離れた路地空間に路面店やテラス型の店舗が

出店し、渋谷の公園通りや下北沢などの街と同様に 2000

年ごろからは雑誌に取り上げられた。

 � ポイント 3

高級スーパーマーケットのあるコンパクトな街イメー

ジは後退気味。若い女性が集まる

　ある程度の規模の街の駅前には、百貨店や総合スー

パーなどの大型店が一つや二つはあるが、自由が丘駅前

は、商業店舗よりも大手銀行や証券会社の支店のビルが

大半を占めている。大型店舗としては東急プラザ（昭和

36年：B1～ 9F）があるのみだ。大型店舗が無いという

ことが自由が丘の街の特徴でもある。百貨店や総合大型

店舗の代わりに、中型の食品スーパーとして、東急スト

ア（フレル・ウィズ自由が丘）、ピーコックストア自由が

丘店、あおば食品館自由が丘店、ザ・ガーデン自由が丘

店がある。最近では高級スーパー成城石井が出店してい

る。いずれも高級スーパー路線を軸に営業してきたが、

輸入食品など高級スーパーであるザ・ガーデン（昭和 41

年に開業）は、今はセブン &アイのグループの傘下に、

高級イメージのスーパーであった大丸ピーコックはイオ

ングループに飲み込まれた。地域地元住民の高齢化の影

響もあるが、高級スーパーマーケットがある「ハイソな

自由が丘」の街のイメージは後退しはじめている。

　かつて高級イメージ一本槍であった街にも変化が見え、

Ⅱ‐街の発展プロセスと自由が丘の魅力

 � ポイント 1

戦前から引き継がれる「高級志向・ハイソサエティ」な

街イメージ

　現在の自由が丘駅周辺は、鉄道が開通するまでは竹や

ぶだったが、1927年（昭和 2年）8月 28日に東京横浜電

鉄東横線（現：東急東横線）、1929年（昭和 4年）に目黒

蒲田電鉄二子玉川線（現在の東急大井町線）が開通し、

その後急速に発展し当時の文化人や芸能人が高級住宅を

構えた。1933年（昭和 8年）に創業されたモンブラン

（日本初のモンブランを提供する洋菓子店）に文化人が集

まったことで、「高級志向」の街のイメージが形成された

ようだ。

　戦後の 1961年（昭和 36年）に映画「自由ヶ丘夫人」

により、ハイソサエティな街のイメージが一層広まった。

自由が丘に隣接して日本の高級住宅地「田園調布」もあ

り、高級イメージは今でも揺るぎ無いものがある。

　住宅地の地価は、2014年（平成 26年）1月 1日の公示

地価によれば、自由が丘 2 -18 -26の地点で 89万円 /m2

で、東京都区部でも有数の高級住宅地となっている。

 � ポイント 2

自由が丘駅中心に路地空間（通り）が作られ、個性的な

店舗が増え「楽しく歩ける｣ 街として発展

 　自由が丘の街は、戦前は、駅前に 20軒ほどの商店街

があるのみであったが、第二次世界大戦後の復興にあ

たって駅前広場が設置され、1953年（昭和 28年）には自

由が丘北口駅前に『自由が丘デパート』『ひかり街』が地

元の買い物市場として開業している。

　1956年（昭和 31年）には 537軒もの店が構えられる

ようになり、1963年（昭和 38年）には自由が丘商店街振

興組合が設立されている。

　1970年（昭和 45年）ごろには街の形がほぼ整い、駅
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これまでの高級路線とは別に、親しみやすさや庶民派というフレー

ズも見られる街となり、神奈川や埼玉県の若者達が多く集まるよう

になった。

 � ポイント 4

広域からは東横線、狭域は大井町線で顧客誘引。駅周辺の界隈開発

で発展

　自由が丘は、大井町線の沿線の中でも中延や武蔵小山などの古い

商店街に対し、静かで高級な商店街として認識されてきたが、70年

代以降、渋谷公園通り、下北沢、中央線三寺（吉祥寺、高円寺、国

分寺）などの ｢街づくり｣ ブームが起こり、自由が丘はその波に乗

り、個性的なまちとして話題を呼ぶようになった。大井町線沿線各

駅ではトップの乗降客数を誇るようになり、今でもそれは変わらな

い。今では、東横線を利用する首都圏各地の若者が来街するように

なった。おしゃれで清潔な街に「スイーツ｣ のテーマが加わり、土

日は若者や若いファミリーで道が人であふれるようになった。

　中核都市として「楽しく歩ける｣ ｢散策できる｣ ｢コンパクトで個

性的な｣ 界隈づくりに特化され、大規模ではないが、個性的な街と

して高い評価を得ている。

　駅の乗降客数の内容を見ると、定期外の利用者は大井町線「自由

が丘駅」は 63%、東横線の「自由が丘駅」は 55%となっており、

狭域・広域エリアから多くの人を集めていることがわかる。

 � ポイント 5

街づくりに熱心な地元商業者。きれいな街・安全な街へ積極的に活

動し貢献　

　自由が丘では路地状の通りも限られた空間の中で個々の通りの表

情を活かした歩きやすい環境づくりを各商店街が継続的に取り組ん

でいる。

　様々な表情をもつ既存の狭い街路・路地などの小さな空間の特徴

を活かしながら、丁寧に誘導、整備し、デザインし直すことで、歩

いて楽しい回遊性のある都市空間と、変化に富んだ魅力的景観をつ

くり上げている。

　70 年代からの商店街振興組合による街づくりの取り組みをベース
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に、10 年前からは、加盟商店街に住民も加わって街づく

り会社をつくり、その下にできた街並み形成委員会の

面々が奮闘し、住民の力を結集してユニークな景観まち

づくりに取り組んでいる。行政もそれに歩調を揃え、企

業が応援を惜しまない。

　都心の商業空間でありながら心地よい生活感があり、

随所に緑とベンチを配して、ゆっくりした時の感覚を楽

しめる人々にとっての居場所を提供している。

・ 振興組合の美化事業として 

①店街独自のごみ収集―委託した業者により、夜間・早

朝にごみを収集する。カラス対策。

②スターズ ―土日などに揃いのユニフォームで来街

者へ情報を提供。

③美化デー ― 毎週木曜に清掃と花壇の手入れ。

・ 商店街振興組合や住民団体、地元大学の協力により、

独自の巡回やクリーン活動、緑化など、まちの安全確

保、美化にも努めている。

Ⅲ‐自由が丘の街の課題
最大の課題は、地域間境争の勃発。自由が丘の個性を

守れるか

S C街づくりの二子玉川・武蔵小杉。個性的な街では代

官山・中目黒と競合。

　大きな一戸建てや瀟洒な中小マンションがある田園調布

や目黒の住宅地をもつ自由が丘は、この 10数年間は個性

的でおしゃれな街として鉄道を利用した広域からの顧客が

集まり、東京でも屈指の商業地となった。

 

　確かに、この 10年間では、大井町線『自由が丘駅』の

乗降客は 41.7 %増、東横線『同駅』も同 15.6 %増とな

っており、その集客動員力は強まってはいるが、東横線沿

自由が丘商店街振興組合

平成 24年度都市空間部門　国土交通大臣賞

自由が丘には 12の商店街があり、その商店街が団結

して、単一組織の商店街振興組合としてスタートした

のが 1963年。現在では会員 1,300軒に迫る、国内

最大級の商店街組織として、自由が丘の魅力づくり、

会員店舗の繁栄のために活動している。

インフォメーションセンター、ウェブサイトの運営、

行政と共同での町並みの整備などの活動を行っている。

2009年より「自由が丘森林化計画」を開始し自由

が丘の緑化も推進している。これは自由が丘に新し

く「エコタウン」といったイメージをも付加しよう

という計画である。この活動では地域独自の「自由

が丘エコポイント」という名称のポイントサービス

や、上部にスナゴケを設置した変わった自動販売機

の設置などを行っている。色も赤（通常コカ・コー

ラの自動販売機は赤）ではなく緑である。

線では、「代官山駅」、「中目黒駅」、「武蔵小杉駅」間、大

井町線では「二子玉川駅」も『自由が丘駅』同様に大きく

伸ばしている。

　問題は、最近、自由が丘の街の動員力のメルクマールで

もある『自由が丘駅』の乗降客数が伸び悩んでいることだ。

この 5年間に前年割れも見られた。

　その大きな原因は、街間競争の勃発である。

急行で次の駅の東急大井町線・田園都線の「二子玉川駅」

前には、この数年の間に、大型のショッピングセンタ―

『ライズ』、『テラスマーケット（映画館、蔦屋家電）』が、

そして東横線の急行の次の駅である「武蔵小杉駅」の近く

に大型ショッピングモール『フォレストモール』、駅には

『ららテラス』『東急プラザ』が最近開業している。代官山
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や中目黒でも新規の店舗やレストランの出店が盛んだ。

しかし、『自由が丘駅』前は大型の施設ができる敷地もな

く、再開発の余地がない。商業集積密度も高く、量の拡大

というコトでは、道路も狭く手の施しようがない状況にあ

り、駐車場の敷地確保も困難である。

 

　現実の問題として『自由が丘駅』周辺は慢性的な交通渋

滞に悩まされている。自由通りや学園通り、女神通りなど

主要道路の狭さや路上駐車の問題、あるいは大井町線踏切

によるボトルネックなど抱える問題は多い。これらの交通

問題を解消すべく駅周辺道路の拡幅を含めた道路整備構想

などもあるが、いずれも地元商店街の反対が強く、実現の

目処は立っていない。

　大規模開発で突き進む二子玉川、武蔵小杉との規模競

争は避け、自由が丘ならではの個性的な街化を進めて行

く以外ほかには手はなさそうだ。水素社会ではないが、

クリーンで静かで楽しく歩ける憩いの街へと突き進んで

ほしい。

代官山、二子玉川と共に増え続ける「自由が丘駅」の乗降客

東横線 2014年度 10年前比 大井町線 2014年度 10年前比

渋谷 445,673 107.2 大井町 137,052 131.3

代官山 30,171 122.8 下神明 7,434 81.2

中目黒 187,998 113.3 戸越公園 14,102 106.1

自由が丘 96,158 115.6 中延 21,903 117.1

武蔵小杉 165,188 109.2 荏原町 16,570 105.6

日吉 146,201 115.6 旗の台 23,544 140.1

綱島 98,765 100.1 北千束 6,821 94.9

菊名 134,179 117.7 大岡山 27,075 116.7

横浜 348,681 111.3 緑が丘 9,212 102.0

東横線は主要駅のみ
東急電鉄調べ

自由が丘 53,617 141.7

二子玉川 47,938 148.4

自由が丘駅乗降客数前年度比推移
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どこまで守られるか街づくり。注目される地区整備ル

ール。一方で、地域社会の高齢化が進行する。

　駅前広場や南口緑道は来街者の憩いの場となっている。

自由が丘のまちは長年にわたり、官民一体になって道路、

緑道、駅前広場の改善整備をすすめてきた、地区ごとに

溜り場を作り、イベント時の会場にも使われている。そ

れでも 1日平均約 10万人を超える来街者の多さに対して

道路が狭く歩行環境の改善が求められている。自由が丘

は、街並みルールを定め、拡充、改訂に取り組んできた

が、さらに推進しはじめた。

u街づくり協定　平成 26年 4月 1日より施行

自由が丘南口地区（自由が丘一丁目・二丁目及び緑が丘

二丁目各地内）／地区面積：約 3.1ヘクタール／決定年月

日：平成 25年 12月 27日

駅前商業地区にふさわしい商業環境の形成や壁面の位置

の制限による歩行者空間の創出、街路舗装の高質化等を

推進

u自由が丘「南口地区」整備計画（ルール）の概要

用途の制限

（その1）地区のすべての場所でできないもの

（1）パチンコ・マージャン・ゲームセンター・ポルノシ

ョップ等　（2）カラオケボックス・カラオケルーム等の

カラオケ専門店　（3）病院（ベッド数 20以上のもの）

（その 2）地区内の地階から2階でできないもの

 キャバレー・ナイトクラブ・客室の照明が 10ルクス

以下の喫茶店・バー等。

（その3）地区内の 1階の壁面線を定めた道路に面する

部分でできないもの

店舗、飲食店その他これらに類する用途以外の用途は建

築できない。

　ただし、公益上必要な建物。玄関、廊下など建築物

の共有部。建築物に付随する車庫、倉庫等は建築可能。

 � 建築物の限度

容積率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度（建築

物の敷地面積の最低限度は 150平方メートル）、壁面の位

置の制限（壁面線を超えて建築できない）。

 � その他

・ 壁面後退区域における工作物の設置制限（壁面後退区

域に通行の妨げとなる工作物の設置はできない。

・ 建築物等の高さの最高限度（商業地区　30メートル・

近隣商業地区 A　20メートル・近隣商業地区 B　17

メートル）

出典：目黒区都市整備課
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・ その他「一定以上の敷地面積の建物は別に最高限度」

「建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限（建築物

と屋外広告物の形態、色彩、意匠について規制・誘導）

など、目黒区景観計画の屋外広告物に　関する方針に

基づき、地区全体の景観的調和に配慮すること。

　商店街としての地域振興策としては見るべきものがあ

るが、どちらかと言えば、近隣住民というより地域外か

らの来街者を中心に進められている。しかしながら、自

由が丘がエリアは古くからの在住する高齢者世帯も多く

抱えており、地域住民の定住化との関係を取り込めるの

か大きな課題は残る。

魅力項目 満点 チェック要素 備考

Ⅰ・商業パワー（規模） 10 小売販売額、大型店舗出店 活動的であり、多様性に富んだ商業・サービス

Ⅱ・商業クオリティー（専門性） 10 専門化、多種多様、個性化 創造的才能にあふれた店舗・事業所

Ⅲ・商圏カバー（広域） 10 鉄道乗降客・非定期比率 他県からの来街、若者動員

Ⅳ・街環境（管理） 10 清潔・保守・運営 店舗の街並み、道路整備状況、商店街組合

Ⅴ・マルチ交通（多様） 10 鉄道網、バス路線、駐車場 近隣の交通動線、回遊性

Ⅵ・娯楽・文化（活動性） 10 パチスロ・ゲーム・シネマ・アート施設 大人のレジャー・文化活動

Ⅶ・居住環境 10 一戸建て、マンション、買い物、医療 地域社会の充実、人々の帰属性が高い

Ⅳ‐自由が丘の魅力度　レーダーチャート
　街の魅力をチェックする場合、以下のことを調べてお

く必要がある。

・ 地域（街）の地形・風土…どのようなところで街が形

成されたのか

・ 地域の歴史…いつ頃から、どのように街が出来上がったのか

・ 地域の交通網…どのように動くのか。鉄道、バス各路線

・ 地域の集客拠点…どこに人が集まるのか。商業施設、

交通機関

・ 地域の産業事業基盤…どのような事業所（働き場）が

あるのか。事業所種類や従業員数、土地の価格、マン

ション価格、パートやアルバイトの時給など。

・ 地域の居住者…どのような人が住んでいるのか。年齢

別人口、世帯、職業、居住年数、居住建物、就業者、

学生、主婦、高齢者

　その上で、街のフィールドワークを重ねてゆくのが常

道だが、街の魅力とはそもそも、特に立地上相似する街

との相対的評価であるため、類似する街を定点的観測し

なければならない。

　以下、街の魅力のレーダーチャートを作成したが、街の

概念は基本的には、街の中心核である「駅」から徒歩約 10

分以内のエリアゾーン（駅勢圏）のことだ。その意味で行

政区が複雑にからむ駅勢圏の詳細なデータの把握は困難で

あり、したがって、本レーダーチャートは、詳細なデータ

に裏打ちされたものではないことはお断りしておきたい。

　表作成においては、駅前に立った時の印象、歩き回っ

て目に入る建物、道路と人々と店舗など街のランドスケ

ープ、ファッションや飲食店の品揃えなどを観察する中

で、駅の乗降客、商店事業所数、小売販売額などのデー

タを参考にしながらも、他の街との比較の中で直感的に

評価点を下している。
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魅力項目 得点 コメント

Ⅰ・商業パワー（規模） 6.0 大型店舗が少なく、小売販売額も700億円。競争がない。

Ⅱ・商業クオリティー（専門性） 7.5 創造的才能にあふれた多種多様店舗・事業所

Ⅲ・商圏カバー（広域） 9.0 東急電鉄2路線で都区部や神奈川・埼玉の若者を動員

Ⅳ・街環境（管理） 8.0 店舗の街並み、道路整備状況、商店街組合の管理が行き届く

Ⅴ・マルチ交通（多様） 4.5 道路事情が悪く、バス路線も少なく短い、駐車場確保に難あり

Ⅵ・娯楽・文化（活動性） 4.5 買い物を楽しむ町であるので大人のレジャー・文化活動は少ない

Ⅶ・居住環境 9.0 静かな住宅エリアがあり、日常的な買い物には便利

2

4

6

8

10

居住環境

娯楽・文化（活動性）

マルチ交通（多様） 街環境（管理）

商圏カバー（広域）

商業クオリティー（専門性）

商業パワー（規模）

自由が丘

自由が丘の魅力　生活環境（居住立地、憩いの散策路、買い物便利）が良く、騒々しくないおしゃれな街
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新陳代謝の高い街。

職住近接（通勤通学便利）な “ さんちゃ ”
　東京 10 km～ 20 km圏の街がなぜ活性しているのか？

　今回の都市（街）探訪シリーズ第 3回は、都心に近く

で便利な街として住みたい街の人気が高い「三軒茶屋」

を取り上げた。三軒茶屋は、若者に人気があり、レトロ

なゾーンが残っていると評判だが、実際の商業的、ある

いは実業的な街の実力度はそれほど高くはないが、人気

がある。その魅力は何なのかをレポートする。

江戸時代から現在、東京の都市変貌の多様な姿

を映し出す「三軒茶屋」
　はじめに、都市探訪レポート対象地として、「三軒茶

屋」を取り上げたわけをここで述べておこう。

　三軒茶屋という街の発展プロセスは、戦後の東京の都

市化とともに拡大発展してきた多くの近郊都市とは異な

り、江戸から明治時代を含めた東京の都市の変貌（人口

や業務集中と分散のプロセス）そのものの受け皿として

存在してきた。

　例えば、三軒茶屋は、江戸時代には、江戸町人の間で

『大山詣り』が大いに盛んになり、新旧大山道の分かれる

所に三軒のお茶屋が店を開いたという。三軒茶屋の名前

の由来だ。江戸期の町民の生活風俗をそこに見ることが

出来よう。

　明治時代には、明治 30年代に三宿から三軒茶屋一帯

（今の世田谷公園のあたり）に『軍事施設』がつくられ軍

関係者を相手にした商店が立ち並び、商店街が自然発生

的に形成され、明治 40年には、玉電（玉川電気鉄道）が

渋谷～玉川に開通、三軒茶屋に電車が走り出した。『富国

強兵の明治』の東京の一翼を担った。

　そして、大正時代に入ると、『関東大震災』後、都心で

家を失った人達が玉電の通る交通便利な三軒茶屋に多く

流入し、人口が急増し商店街も急速に発展した。三軒茶

屋が正式な地名として定められたのは 1932年（昭和 7

年）の世田谷区成立時であるが、三軒茶屋は、昭和初期

の東京郊外化の受け皿となって街が活性化している。

　そして、太平洋戦争の「東京大空襲」で、軍事施設の

あった三軒茶屋周辺も罹災。壊滅的な打撃を受けた。

 

　終戦後、「焼け跡になった商店街」にバラック建ての商

店が並びはじめ、復興がはじまったが、高度経済成長期

に交通や再開発に乗り遅れ、『玉電（路面電車）』は廃止

され、街の道路上に高速道路が走り、街が分断されてゆ

き街は衰退していった。『東京オリンピック』のマイナス

面が三軒茶屋の街に降りかかった。

　しかしながら、1970年代後半に『田園都市線が開通』。

郊外人口が増える横浜と業務が集積する東京都心の中間

に位置する三軒茶屋は、都心業務地への通勤・通学居住

2015年 7月 22日第 3回 

東京都市圏における『 10 km ～ 20 km 圏エリア』にある街を探訪する。その魅力は？

都市（街）探訪シリーズ

三軒茶屋
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地として大きく注目を浴びることになった。

　現在の三軒茶屋には、市電とともに発展拡大した旧き

東京の街のDNAが見え隠れしている。

　江戸から明治、大正、昭和、平成へと時代が変わる中、

常に時代の変化（特に東京という都市の変化）を直接的

に受け入れてきた高度成長と共に発展拡大し続けた東京

都市圏とは異なるDNAがありそうだ。なお､ “ 三軒のお

茶屋 ” は、明治時代に角屋が店をたたみ、田中屋は火災

で消失。石橋屋は石橋楼という名の料亭旅館に変わり、

震災後は舶来のおもちゃも売る喫茶店、次いで洋食喫茶・

宴会場を営業し、戦災で店を畳んだそうだ。

uチャプターⅠ

さんちゃの元気な源は新陳代謝。三軒茶屋の魅力は

準都心化

 � 魅力 その 1

都心に近い、域内交通網が充実、マンション立地。単

身生活者のメッカ（？）

　三軒茶屋駅は、東急田園都市線と東急世田谷線 2路線

を利用することができ、また駅からのバス路線が充実し

ている。駅の乗降客（1日当り）は、田園都市線の中で

は第 4位の 128,407人。10年前対比でも 4.6%増である。

周辺には大学も多いが、中型のマンションが駅前から林

立している。

　田園都市線の開通（1977年）以降、三軒茶屋駅から渋

谷駅までは 2駅（急行なら 1駅）で行くことができるの

で、アクセス性の高さが評価され、20、30代の単身世帯

が多く居住するようになった。路線バスは、東急バス…

玉川通り、世田谷通り、成城学園前、祐天寺、目黒駅、

田園調布方面。小田急バス…玉川通り、世田谷通り、調

布、成城学園前、下北沢、野沢方面と世田谷区・目黒区

広域に路線網が出来上がっている。

　世田谷区の中でも繁華性が最も高い商業地の一つであ

り、吉祥寺や自由が丘と並び「住みたい町」ランキング

に名を連ねる人気のエリア。立地や環境の良さからオ

フィスとしての人気もあるが、建設敷地面積確保が難し

くマンション建設に重きが置かれている。三軒茶屋とそ

の周辺は、地理的に起伏の多い土地で、古くは田畑が多

く、都市化の際に既存の農道をベースとして道路を整備

してきた為、道幅が狭く非常に入り組んでおり、大規模

な開発が困難なエリアである。しかし、その代わり下北

沢、自由が丘と同等に、若者の人気のスポットを抱えて

いる。

　今は、渋谷に近いことや、「芸能人が数多く住んでいる

町」であること、カフェブームの隆盛に多大な影響を与

えたことなどから「オシャレな町」として語られること

が多い。

　家賃はワンルームでもだいたい 7万円台からと、
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ちょっと高めだが、空室もすぐに埋まってしまうほどの

人気エリアとなっている。田園都市線地下区間の途中駅

で唯一、急行も停車する交通の拠点である。急行停車駅

ながらホームの幅などは他の地下駅とあまり変わらない

ため、ラッシュ時を中心に混雑する。なお、世田谷線全

線の 1日平均乗降人員（14年度）は 11,340人である。

 � 魅力 その 2

多様性のある気楽な商店街。買いやすい、入りやすい、な

じみやすい

　三軒茶屋駅前には、キャロットタワーがシンボルタワ

ーとしてそびえ立ち、駅周辺はカフェや飲食店・生活雑

貨店など、雑誌で特集が組まれるほど充実し、おしゃれ

なまちというイメージが定着している一方で、一本道を

入ると静かな住宅街が広がっている。

　駅を中心に三軒茶屋は大いに賑わいを見せているが、

特に優れた特徴のある街ではないものの、日常生活に必

要なものは全て揃っていて、気張らずに住める街となっ

ている。世田谷区の中でも繁華性が高い商業地であるが、

三軒茶屋は、関東大震災や第二次世界大戦のときに被害

のひどかった下町から移り住んできた人が多い街。道路

の整備などが行われる前に急に人口が増えたから、今の

ようなちょっとレトロな街並みができた。駅前のエコー

仲見世商店街や、すずらん通りなど、今でもレトロな景

色も多く残っている。

　三軒茶屋の街は、玉電の廃止によって街の発展が止

まっていたが、1977年の田園都市線開通と三軒茶屋駅お

よび周辺の再開発事業が進み、その一環として複合ビ

ル・キャロットタワーが誕生している。

　キャロットタワー完成後、駅周辺にはビジネスマンや

劇場へ足を運ぶ文化人も多く見られるようになった。

　現在の三軒茶屋は下町っぽい素朴さと洗練された都会

らしさを合わせ持った独特の雰囲気で、おしゃれなもの

田園都市線1日当り乗降客数：東急電鉄調べ

駅名 2014年度 10年前比 (%)

1位 渋谷 662,870 1.5

2位 溝の口 149,600 －3.0

3位 あざみ野 133,283 2.8

4位 三軒茶屋 128,407 4.6

5位 長津田 124,873 3.8

6位 青葉台 110,427 0.4

7位 中央林間 103,679 6.5

8位 二子玉川 81,208 22.4

9位 たまプラーザ 78,772 13.9

10位 駒沢大学 73,760 4.5

u三軒茶屋　街・ワンポイント

　東京都世田谷区の町名。現行政地名は、三軒茶屋

一丁目及び三軒茶屋二丁目。「三茶（さんぢゃ・さん

ちゃ）」と略されることもある。東京都世田谷区の中

央部に位置し、東に下馬、南に野沢、上馬、北に若

林、太子堂に接するエリア。三軒茶屋は、東急田園

都市線と東急世田谷線の 2路線を利用することがで

きる。田園都市線三軒茶屋駅から渋谷駅までは 2駅

（急行なら 1駅）で行くことができるので、アクセ

ス性の高さが魅力といわれている。都心から近く、

流出入率の高い 20代から 30代の単身世帯が多い

という特徴がある。駅を中心に三軒茶屋は大いにに

ぎわいを見せているが、特に優れた特徴のある街で

はなく、日常生活に必要なものは全て揃っていて、

気張らずに住める街となっている。戦前から昭和末

期までは映画館もあり、世田谷区の中心的繫華街で

あったが、平成期に大きく様変わりした。
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から個性派まで多様なカフェがある。現代の三軒茶屋に

は 50～ 60軒のカフェがあり、チェーン系のカフェも多

いが、中には三軒茶屋内で複数の店舗を持つものもある。

再開発によりキャロットタワーが建てられ、周辺の風景

はだいぶ変わった。周りに大きなビルが無いため、キャ

ロットタワーは南側の離れたところを走る東横線の車窓

からもかなり目立つ。最上階には展望ロビーがあり、西

向きは無料のスペース、東向きにはレストランが営業し

ている。夜遅くまで開いており、夜景も楽しめる穴場ス

ポットである。また、エコー仲見世、ゆうらく通りなど

昔からの商店街も健在である。狭い路地が多いため、迷

いやすいが、古くからの風情が強く残る街である。キャ

ロットタワーとは相容れない雰囲気のように感じるが、

それが共存しているのが、三軒茶屋の魅力でもある。

 

　商店街のまとまりや活動は活発である。企画例を挙げ

ると、さんちゃカード発行（地元商店　12店舗ポイント

カード）、プレミアム 20%付区内共通商品券発売、駅と

商店街のコラボレート・クリーン大作戦（3月）、11の商

店街で共通の割引券「せたがやせん沿線ポイント券」を

プレゼント。世田谷線沿線の駅と 11 の商店街、せたがや

音楽プロジェクト 2015 せたがやMUSICマルシェ（6月）、

世田谷アートタウン 三茶 de大道芸（10月）、世田谷ボ

ロ市（ 12月、1月）の活動など積極的だ。

レベル 集積地 年間販売額

レベル1

立川駅周辺計 202,063

吉祥寺駅周辺計 186,615

町田駅周辺計 202,488

レベル2

二子玉川駅周辺計 88,844

錦糸町駅周辺計 88,130

蒲田駅周辺計 82,816

中野駅周辺計 79,039

中野坂上駅周辺計 71,268

レベル3

自由が丘駅周辺計 65,387

大井町駅周辺計 59,857

亀有駅周辺計 49,704

レベル4

赤羽駅周辺計 43,451

荻窪駅周辺計 41,719

北千住駅周辺計 40,413

三軒茶屋駅周辺計 40,142

資料：三軒茶屋商店会連合会
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主要な商店街 主要な商業施設

・エコー仲見世 

・ゆうらく街

・三茶しゃれなあど

・三軒茶屋栄通り商店街

・三軒茶屋すずらん通り商店会

・三軒茶屋とうきゅう　キャロットタワー内

・グルメシティ…イオン系食品スーパー 

・西友三軒茶屋店…ウォルマート 

・サミットストア三軒茶屋店

・マルフジ…スーパー ､ホテルザ・ビー世田谷 

・TSUTAYA…キャロットタワー内 

・文教堂書店三軒茶屋店 

・テコプラザ 

・レストラン スカイキャロット…キャロットタ

ワー26階にある。展望、夜景が楽しめるレスト
ラン

 � 魅力 その 3

大学など教育・学術施設もあるがオフィス大型ビルが

少ない。コンパクトな街

　世田谷区の中ではオフィス需要も多く、渋谷、恵比寿

方面に比べると賃料相場は低めに推移しており、穴場エ

リアと言えるが、駅前でも道幅が狭く、オフィスビルの

開発が難しい。需要は多く、意外に空室の少ないエリア

である。大きな建築物としては、教育・文化施設では昭

和女子大学・付属高校・光葉博物館・人見記念講堂が代

表だ。博物館には民芸品や彫刻を展示、講堂ではコンサ

ートがしばしば行われる。柔道の強豪として知られる世

田谷学園中学校・高校や東京学芸大学付属高校がある。

病院は三軒茶屋病院、劇場は世田谷パブリックシアター

（中規模のホール施設。舞台は、プロセニアム形式とオー

プン形式の 2つの形状に作り変えることができる。客席

は 3階層 600席で、舞台・舞踊・音楽など様々な上演が

可能）がある。商業施設は、西友以外は見当らない。街

の外観としてはマンションビルが立ち並びマンションの

低層部の一部に店舗があるというのが印象に残る、また、

三軒茶屋及び周辺には、昭和女子大をはじめとして駒澤

大学、国士舘大学、日体大、東京農大などの大学があり、

学生が多く行き交う。

 

　三軒茶屋は大規模ビル開発も少なく、大型の商業施設

もないため、大学と病院が遠方から人を集客する街の装

置となっている。三軒茶屋の田園都市線の駅の乗降客数

（1日当り）の推移を見ると毎年 12万人前後で推移し

ており、安定的である。学生が毎年入れ替わるように、

街の新陳代謝が激しい。飲食店等の開店閉店サイクルも

はやい。

　ある意味で、三軒茶屋にいる人は、必ずしもそこに定

住する必要もなく、気軽に生活できるといった、自由さ

や解放感がある。
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uチャプターⅡ

三軒茶屋の街の DNAは、大東京の都市化の負の

遺産？

〈  レポート作成において参考にした文献・資料 〉

　世田谷区 HP、三軒茶屋商店街連合会 HP、東京急行電

鉄『新玉川線建設史』東京急行電鉄、1980年、『鉄道ジャ

ーナル』2008年 3月号（鉄道ジャーナル社）、『鉄道ファ

ン』2004年 9月号 特集：東京メトロ（交友社）、山本泰

史『新玉川線建設史』多摩川新聞社、他

Ⅰ‐明治・大正時代の三軒茶屋

軍都東京の一翼を担いつつ関東大震災後に下町化。寄

席や市場や映画館で盛況

　明治 30年代から 40年代にかけて国が丸の内の陸軍施

設の土地を三菱に売却し、施設を世田谷に移転してきた

のが街化の起こりである。今でも自衛隊中央病院などが

ある。明治の中ごろから大正時代にかけては、軍の施設

が次々に世田谷に移転し、商店や住宅の数がどんどん増

えて、シャボン屋、立飲みのできる居酒屋、駄菓子屋、

魚屋なども軒を構えた。明治 40年（1907年）には玉川

電車が渋谷－二子玉川間に開通。そして大正 12年

（1923年）の関東大震災の後は、さらに都心から多くの

人が移り住み、2年後に玉川電車が三軒茶屋から下高井戸

まで延長。三軒茶屋駅界隈は寄席や市場、映画館もある

華やかな街となった。戦前までに、三軒茶屋は世田谷の

繁華街として成長した。しかし、昭和 20年の東京大空

襲で戦前からの三軒茶屋の繁華街は壊滅した。

◇ 3館もあった映画館

　三軒茶屋映画劇場 1925年（大正 14年）に駒澤電氣館

が開業した。三軒茶屋映劇とも呼ばれた。1943年（昭和

18年）に三軒茶屋映画劇場に改称。昭和 20年（1945

年）の山の手爆撃で世田谷は焼け野原となり、同館全焼。

昭和 27年（1952年）7月 16日、姉妹館として三軒茶屋

中央劇場（中劇）を開業した。昭和 32年（1957年）の

時点では、三軒茶屋の映画館はこの 2館の他、三軒茶屋

東映（現：三軒茶屋シネマ）があった。

東急電鉄調べ
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Ⅱ‐戦後から昭和 45年の玉電廃止までの三軒
茶屋

商店街の復活は闇市から。路面電車（玉電）の利用で

地域の中心的繫華街に

 　戦後間もなく、大山道の分岐点の三角形の土地に大き

な闇市が立ち、三軒茶屋商店街の復活が始まる。三軒茶

屋近くの砲兵連隊の跡地に、仮設のようなバラック住宅

が沢山建てられ、満州大陸から引き揚げた人々が住み着

いたようだ。彼らの消費需要を一手に引き受けたのは、

この三角地の闇市商店街。商店街は三角地から三軒茶屋

銀座通の方に伸び、続いて世田谷通の方へも伸びた。そ

の背後地は住宅地が広がり、アパート、マンションが

次々と建ち、三軒茶屋は戦前を遙かに凌ぐ大きな街へと

成長した。

　三軒茶屋の交通は、右の図でもわかるように、渋谷か

ら世田谷区全域を玉川電鉄が網羅しており、世田谷区の

交通拠点でもあった。三軒茶屋の商圏は渋谷から二子玉

川まで世田谷全域に及んでおり、そのエリアの人口増を

背景に街の繁華性を高めた。

　しかし、1969年（昭和 44年）5月 10日に渋谷－三軒

茶屋の玉川線が廃止され、玉電時代のにぎやかな下町・

三軒茶屋の幕が下ろされた。三軒茶屋は路面電車の玉電

だけに依存していたため、それがこの地域の成長に足枷

となった。

 

◇月賦百貨店緑屋（創業 1946年）

　1946年に緑屋が創業。当時日本人の生活水準は低か

ったが割賦によって消費が盛り上がった。月賦百貨店は

都心の百貨店以上に人気を呼んだ。月賦百貨店ナンバー

ワンの緑屋が創業したことは、三軒茶屋がいかに人を集

めていたのかがうかがえる。緑屋の初代店舗は 1984年

に閉店したが、1985年 10月 25日、東京都の市街地再開

発事業により建設された開発ビルに「ams西武三軒茶屋

店」として出店。1998年 9月、西友三軒茶屋店（GMS）

となった。

東急電鉄資料
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 　オリンピック以降、70年代から 80年代にかけての東京

は、より開発余力（大規模敷地がある）がある東京郊外各

地で、マイカーを意識した商業施設やショッピングセンタ

ーが建設されていった。一方、既に密集化して出来上がっ

た商店街がある三軒茶屋は、小規模の飲食店などが中心に

開発されていった。

Ⅳ‐ 2000年代の三軒茶屋

田園都市線・半蔵門線で都心直結。三（さん）茶（ち

ゃ）の復活・再生。東京のアーバン・ヴィレッジ・準

都心に

　1977年（昭和 52年）4月 7日に、新玉川線（現・田園

都市線）が開業。新玉川線開通当初は新玉川線と田園都市

線の直通運転を行っておらず、二子玉川園を境に運転系統

は分断されていた。しかし、1979年（昭和 54年）8月 12

日に二子玉川園駅以西の田園都市線から新玉川線への全面

直通運転を開始した。都心と直結することにより沿線各地

でマンション建設が活発化した。玉電時代の元気な三軒茶

屋の町が蘇った。

 

三軒茶屋の初の都市再開発事業がスタート

　バブル経済崩壊後の 1992年（平成 4年）11月 11日－

三軒茶屋駅周辺の再開発事業に伴い、世田谷線の駅を仮設

駅（現在地より西太子堂寄り）に移転。1992年には国道

246号線に面した三軒茶屋映画劇場が 1992年 3月 13日

に閉館し、その地はサンタワーズとして再開発された。

1996年（平成 8年）11月 15日 に世田谷線の駅を現在地

に移転。キャロッタワーも完成した三軒茶屋の三角地の隣

に建った高層のキャロットビルは、世田谷区のどこからで

も見えるランドマークとなった。

　東急田園都市線の開通を機に三軒茶屋が変わりつつあ

ることを象徴するのが、このキャロットビル。三軒茶屋

誕生の地、三角地にも、近く商店街が取り壊されて、も

Ⅲ‐玉電の廃止から平成初期の時代
東京オリンピック（高速道路、駒沢競技場、玉電廃止

など）インフラ建設により街の発展が阻害

　東京都心部が、東京オリンピックで新幹線や高速道路建

設など都市改造が進む中、三軒茶屋は高速道路建設とセッ

トで玉電廃止が実施された。玉電路線が三軒茶屋の商圏に

あっただけに、代替バスを東急が積極的に取り込んだが、

広域であった商圏は三軒茶屋周辺と世田谷線沿線に狭まっ

た。戦後繁華街として成長してきた三軒茶屋は、ふるきが

故に新しい都市開発（ビル・駐車場）の波を受け止めるこ

とができなかった。

◇玉電廃止

　玉電は、現在玉川線の支線（下高井戸線）であった三

軒茶屋‐下高井戸間が、東急世田谷線と名を改めて存続

しているが、玉電は 1969年（昭和 44年）5月 10日に渋

谷‐三軒茶屋の玉川線が廃止された。1969年（昭和 44

年）5月 11日、玉川通り（国道 246号）上への首都高速

3号渋谷線の建設、営団地下鉄銀座線と接続する地下鉄

（のちの新玉川線、現在は田園都市線の一部区間）建設の

計画等により、下高井戸線である三軒茶屋 ‐ 下高井戸間

を除いて、玉川線、砧線は全線廃止された。玉川線・砧

線の廃止後、同区間の代替交通として、代行バスが運行

された。
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う一つの高層ビルが建つそうだ。三軒茶屋にもやっと立

体化の波が押し寄せてきた。また三軒茶屋銀座通は、茶

沢通として下北沢へ向けて益々伸びている。

　街において、道幅が狭いことは、逆に人々の日常生活

を便利にする。道路が街そのものという茶沢通は、西欧

で言う一種のアーバン・ヴィレッジを形成しているよう

に見える。

　人間的な暖かさのある街路は、シャッター街にはならな

い。三軒の茶屋から始まった街は、その名の通り気楽で和

める街。若者だけでなく老人たちにも優しい街である。こ

れからも東京のアーバン・ヴィレッジの一つとして、その

人間味を保持していくことになる。

　しかし、かつて下町繁華街の象徴であった国道 246号

線に面した三軒茶屋映画劇場が 1992年 3月 13日に閉館

（現在はサンタワーズとして再開発）、次いで少し路地を入

って奥まったところに、割とマニアックな映画が多かった

三軒茶屋中央劇場が昨年 2013年 2月 14日に閉館。2014

年 7月 20日に、中央劇場のすぐ近くにあって、最後まで

頑張っていた三軒茶屋シネマがとうとう閉館。三軒茶屋方

面に映画館は皆無となった。街の新陳代謝とは何なのか、

その良し悪しも確認する必要がある。

三軒茶屋 コメント 自由が丘

ⅰ 商業パワー（規模） 4.5 大型店舗、集客施設が少ない 6.5

ⅱ 商業クオリティー（専門性） 6.0 若者中心飲食専門化、多種多様、個性化 7.5

ⅲ 商圏カバー（広域） 7.5 鉄道乗降客が多い。学生若者がメイン 9.0

ⅳ 街環境（美管理） 6.5 駅周辺整備が未完、商店街は活発 8.0

ⅴ マルチ交通（多様） 8.0 鉄道、バス網が発達、駐車場に難 5.0

ⅵ 娯楽・文化（活動性）） 6.5 パチスロ・ゲーム、喫茶文化 5.0

ⅶ 居住環境 7.5 マンション化が進む。単身若者が多く居住 9.0

uチャプターⅢ

三軒茶屋の魅力度　レーダーチャート

〈  ビッグ・コンビニ・タウン　三軒茶屋 〉

都心に近くて便利。若者・学生が多く集まる気楽な街。店舗も居住者も新陳代謝が激しい
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街の魅力度レーダーチャートチェック項目評価点（各項目10点満点）

魅力項目 チェック要素 備考

Ⅰ・商業パワー（規模） 小売販売額、大型店舗出店 活動的であり、多様性に富んだ商業・サービス

Ⅱ・商業クオリティー（専門性） 専門化、多種多様、個性化 創造的才能にあふれた店舗・事業所

Ⅲ・商圏カバー（広域） 鉄道乗降客・非定期比率 他県からの来街、若者動員

Ⅳ・街環境（管理） 清潔・保守・運営 店舗の街並み、道路整備状況、商店街組合

Ⅴ・マルチ交通（多様） 鉄道網、バス路線、駐車場 近隣の交通動線、回遊性

Ⅵ・娯楽・文化（活動性） パチスロ・ゲーム・シネマ・アート施設 大人のレジャー・文化活動

Ⅶ・居住環境 一戸建て、マンション、買い物、医療 地域社会の充実、人々の帰属性が高い

2

4

6

8

10

居住環境

娯楽・文化（活動性）

マルチ交通（多様） 街環境（管理）

商圏カバー（広域）

商業クオリティー（専門性）

商業パワー（規模）

三軒茶屋自由が丘
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宿場町、戦災復興、工場・下町…。歴史をつむぐ

北千住。新たな地域イメージへの転換を模索
　東京は日本の政治・経済の中心地だが、その中核を成す

23区は千代田区・港区といったビジネス街、新宿区・渋谷

区といった繁華街、文京区・世田谷区といった高級住宅街、

台東区・墨田区、足立区といった下町など、地域によって顔

が異なる。その中でも、足立区は長らく「治安が悪い、街が

汚い」といったネガティブイメージで語られてきたが、最近

は、少子化対策などで注目が集まっている。その足立区で最

も注目されているのが東京城東でナンバーワン繁華街である

北千住だ。鉄道は 4社 5路線が乗り入れ、交通の便は都内

でも指折りの場所だ。北千住の地域の商業力あるいは動員力

の実力は、中野や下北沢、自由が丘、三軒茶屋など東京 10

キロ圏エリア上にある街と較べても東京都心部・副都心部を

除くとトップレベルにあるが、私鉄や地下鉄路線が乗り入れ、

交通輸送機能は強化されたものの街のイメージは昔のままだ。

しかし、最近はその交通の利便性と地域再開発が結びつき大

学誘致が進み、町並みが大きく変わりつつある。

　東京都心との交通アクセスという視点から見れば選択

肢が豊富で、居住者にとっても通学者にとっても極めて

便利な立地だ。外国人観光客の好奇心をくすぐる下町も

あり、千住に新たな経済効果をもたらし始めている。

　若年人口の減少、老人の増加など東京大都市圏は揺れ

動いているが、都心・副都心部と郊外都市に挟まれた

『東京 10 km～ 20 km圏』のエリアではその様子は、エ

リアによって大きく異なる。今回の都市（街）探訪シ

リーズ第 4回は、都心に近くて便利な街として住みたい

街の人気がにわかに上昇しはじめた「北千住」を取り上

げた。今、北千住は、ふるいが故に新しい地域イメージ

への転換が大きな課題となっている。

　なお、都市探訪シリーズは前回『三軒茶屋』、前々回に

『自由が丘』を取り上げている。

生活利便性が抜群の北千住は東京の準都心に変身

ワンポイント北千住
　北千住は、東京 23区の北東部に位置する。足立区の中

でも範囲の狭い地区で隅田川と荒川に挟まれている。

千住地区は江戸時代から日光街道の宿場町として発展し

たが、今も地区の中心にある北千住駅に 2015年現在で

は 4社 5路線が乗り入れ、東京北東部の主要な拠点駅と

なっている。

　ターミナル駅として多くの人が集い交わる中、現在の

北千住駅周辺には、東京芸術センター、東京芸術大学千

住キャンパスや東京電機大学東京千住キャンパスが立地

し、文化発信、若者の街へと大きな変化をみせている。

なお、駅名である「北千住」という地名は存在しない。

2015年 8月 26日第 4回 

u地名の由来

　東荒川で千手観音を見つけたというもの。足利将

軍の愛妾（あいしょう）「千寿の前」の出生地という

もの。由来にはいくつかの説がある。江戸時代に日

光道中の初宿、陸前浜街道の分岐点として千住宿が

誕生。明治になり「千住宿北組」、「北千住」と変遷

し駅名にも命名された

東京都市圏における『 10 km ～ 20 km 圏エリア』にある街を探訪する。その魅力は？

都市（街）探訪シリーズ

北千住
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千万人。これは新宿駅、渋谷駅、池袋駅、大阪・梅田駅、

横浜駅に次いで第 6位の規模である。そのことと大きく

連動するのが足立区の流入・流出人口だ。昼間人口は夜

の 0.866倍で区内から区外へ出る通勤者のほうが多いエ

リアである。東京都心の最も近い住宅居住地である。

Ⅰ－北千住地域のマーケット特性
　北千住は足立区にあるが、足立区の基礎データを見て

おこう。

 　面積は 53.20 k㎡（東京区部では 3位）、世帯数は 28万

5,047世帯（同 6位）、夜間人口は 64万 4,136人（同 5

位）、昼間人口は 53万 9,309人（同 8位）と東京都を代

表する行政区の一つである。そして、足立区の交通網の

中心となっているのが北千住駅だ。その北千住駅には、JR

常磐線、東武伊勢崎線、東京メトロ日比谷線、東京メト

ロ千代田線、つくばエクスプレスと 4社 5路線が乗り入

れており、その利用状況は、各社合計の乗降人員が約

151万人（2013年度）であり、年間乗降人員は約 5億 5

エリア 東京距離圏
鉄道・道路を軸としてみた沿線上の主な都市（行政区） JR・私鉄主要駅（乗降客1日平均約10万人以上）

準都心 5 km～10 km圏
中央区・港区・千代田区・豊島区・渋谷区・新宿区・目
黒区・品川区・文京区・杉並区・中野区・台東区・北
区・墨田区・江戸川区・足立区・葛飾区・江東区

中野、中目黒、自由が丘、三軒茶屋、下北沢、北千住、
蒲田

近郊外 10 km～20 km圏内

世田谷区・大田区・武蔵野市・三鷹市・調布市・市川
市・浦安市・　松戸市・船橋市・さいたま市（桜区・浦
和区・南区・緑区）・草加市・　所沢市・川崎市（川崎
区・幸区・中原区・高津区・宮前区）

武蔵小杉、二子玉川、溝の口、川崎、登戸、荻窪、浦安、
市川、練馬

都心外最大の乗降客数を誇るターミナル駅

 東京の私鉄駅別乗降客数ランク（除く都心部）

ランク 駅名 乗降客数 社名

1位 北千住 ＊440,711 東武

2位 代々木上原 ＊240,639 小田急

3位 武蔵小杉 201,859 東急

4位 溝の口 198,831 東急

5位 押 上 ＊192,877 京成

6位 和光市 ＊164,415 東武

7位 登　戸 160,413 小田急

8位 蒲　田 157,566 東急

9位 朝霞台 154,281 東武

10位 自由が丘 149,110 東急

＊印は他社と相互乗り入れによる通過客数も含む　私鉄各社HPから

商業繁華街としてはもう一つの北千住

 東京10 km～20 km圏内の商業集積地

商業集積地 行政区 年間販売額

500億円
以上

二子玉川駅周辺 世田谷区 88,844

錦糸町駅周辺計 江東区 88,130

蒲田駅周辺計 大田区 82,816

中野駅周辺計 中野区 79,039

中野坂上駅周辺 中野区 71,268

自由が丘駅周辺 世田谷区 65,387

大井町駅周辺計 品川区 59,857

400億円台

亀有駅周辺計 荒川区 49,704

赤羽駅周辺計 北区 43,451

荻窪駅周辺計 杉並区 41,719

北千住計 足立区 40,413

三軒茶屋 世田谷区 40,142

商業集積地
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昭和 30年代にはさらに多くの映画館が建設されている。戦

後の娯楽施設の不足もあいまって東武沿線は春日部、幸手

方面からも常磐沿線は柏、取手方面からも多くのお客さん

を呼んだようだ。この時期千住は東京東北の要だったが、

昭和 40年代の地下鉄網の整備等によって日比谷、渋谷、新

宿などの映画街へ出やすくなると、特徴の無い小規模館の

多かった千住の映画館は、急速に衰退し最後の館が平成に

入ってまもなく営業を終わり千住の映画の時代は終わった。

３.戦災復興の街北千住②

若者たちと工場地帯

　四本煙突の異名を持つ千住火力発電所（映画『煙突の見

える場所』／昭和 28年）も千住の地域復興のシンボルだ。

戦後、千住大川町、元町、日ノ出町、柳原周辺は中小工場

が軒を連ね、林立する煙突が見られ、隅田川べりには東京

製鐵、吾妻製鋼所、日本皮革、日本製靴、千住金属を始め

として造船所もあり、多くの重工業が軒を連ねた。足立区

の人口は飛躍的に増え、働く若者たち（映画「若者たち」

／昭和 42年）であふれかえった。しかし、工業全盛の時

代は短かったようで、その多くは現在、工業の都心脱出に

よって姿を変えていった。

4.下町の繁華街イメージが強く残る。イトーヨーカドー

発祥の地

　東京に集まる労働者に対して商品供給力が問われた時代

でもあり、復興のシンボルとしては商業の動きも早かった。

uマーケットの特徴　そのⅠ

今も昔も強烈な地域イメージを発信する北千住の街

　千住といえば歴史や文化、下町らしさ、川に囲まれたと

いった千住ならではの “粋 ” があるが、地理的にも歴史的

にも東京【江戸】と地方の接点で、田舎から来た人々がひ

たむきに生きている “生活の場所 ”という印象が強い。以

下、「写真で見る足立区の 40年のあゆみ」の資料を参考

にその特徴を見る。

１.宿場町（ターミナル）千住

江戸から引き継がれる地域イメージ

　千住宿は、日光街道中最大の宿場となり、明治 5年宿

駅制が廃止されるまで、品川、板橋、内藤新宿とともに江

戸四宿として栄えた。明治以後も幾変遷を経ながら交通の

要衝ということに地の利を得て、奥州街道水戸街道の沿線

から広く集客を続けてきた。

　娯楽も文化も扇の要に位置する千住が中心で発展した。

高度経済成長が終わりを告げるころから大きく変わる。昭

和 20年東京大空襲で足立区・千住は広範囲を焼失。千住

宿の名残りをほとんど手つかずのまま保っていた古い千住

の町並みは消えてしまう。しかし、今でも旧道は当時の道

幅が残っている。少し前までは馬車や牛車、大八車、ちん

ちん電車が行き交っていた日光街道は、現在ではトラック

やタクシーの渋滞の名所となっている。千住宿本陣近くは

JR、地下鉄と都心への入口の北千住駅となっており、今

も東京の東部ブロックのターミナルとなっている。

２.戦災復興の街北千住①

東京東北ブロックの娯楽繁華街としてスタート

　北千住は東京大空襲で街の大部分が消失したが、千住の

復興は映画館と工業と商業の三局面で見られた。復興のシ

ンボルのひとつである映画館は、千住には戦前から千住演

芸館を始めとして金美館、新橋館、中央館、演芸場も大川

亭、小松亭があったが、戦争が終わり、復興が本格化した
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紡績業、皮革工業などの大工場が軒を連ね多くの産業が

立地していた。工場は東京都から郊外へさらに外国へと

次々に出て行き、昭和ゴムが日ノ出町団地になったのを

皮切りに千住製氷は中居町公園となり、東京製鐵はア

メージングスクエアとなり、専売公社はルネサンスス

ポーツプラザとなり、千住製紙はアクロシティとなり、

吾嬬製鋼所は足立郵便局となっている。しかし、まだ皮

革（靴・かばんなど）や刺繍などは全国的にも高度なも

のを持っており、大工場ではまねの出来ない技術の世界

に、千住の工業の将来があるかもしれない。

uマーケットの特徴　そのⅢ

北千住駅は 4社 5路線が乗り入れ東京東部の交通大拠点

ターミナル

　北千住駅には、JR常磐線、東武伊勢崎線、東京メトロ

日比谷線、東京メトロ千代田線、つくばエクスプレスと

4社 5路線が乗り入れており、その利用状況は、各社合

計の乗降人員は約 151万人（2013年度）であり、年間

乗降人員は約 5億 5千万人。これは新宿駅、渋谷駅、池

袋駅、大阪・梅田駅、横浜駅に次いで第 6位の規模であ

る。北千住地区は、1960年代に入って大きな転換期を迎

えたがその後、確実に拠点化が強化されている。

　交通網が拡大していったプロセスを確認しておこう。

 

 ⇒ 1962年（昭和 37年）に営団地下鉄『日比谷線』の駅

が開業し、北千住駅を介して東武伊勢崎線との直通運

転を開始。直通運転開始後は東武伊勢崎線の乗車人員

が大幅に増加し、伊勢崎線のターミナル駅としての座

を不動のものにした。

 ⇒ 1969年（昭和 44年）に営団地下鉄『千代田線』の駅

が開業し、北千住駅は 4路線が乗り入れ。ラッシュ時

は乗換客で溢れかえるようになり、乗車人員だけ見る

と JR山手線の主要駅と肩を並べる規模にまでなった。

 ⇒ 1985年（昭和 60年）に駅ビル「北千住ウイズ」（現

北千住の商店としては、大型の衣料品スーパーヨーカドー

（今のイトーヨーカドー。千住店がその 1号店）を始めと

して主婦の店スミレ、ヤヨイ（のちに緑屋に店舗を貸し、

その撤退後ツタヤ）、丸愛、サンアイ（後に白亜と社名を

変更、現在は飲食ビル等を経営）、下関にあるスーパー「マ

ルシン」が東京進出の第一歩として開店（今のトポス／ダ

イエーに経営を譲渡）等々、これらの店舗が林立し下町の

活気を作った。今でも殆んどたたずまいは変わらない。

uマーケットの特徴　そのⅡ

古いものが残る保守的な街。高度経済成長期以降の変化

対応に遅れた

　北千住駅は 1896年（明治 29年）に、日本鉄道土浦線

の駅として開業。3年後の 1899年（明治 32年）に、東武

鉄道初の路線となる伊勢崎線が北千住駅 － 久喜駅間で開

業し乗換駅となった。60年以上に渡ってこの 2路線で

あった北千住駅の乗車人員は、常磐線の上野駅、東武伊

勢崎線の浅草駅よりも少ない状態が続いていた。

 � 繁盛していたが故、時代の変化に乗り遅れた北千住の

商店街

　戦後の流通革命が日本の消費社会を大きく変えたが、

北千住での流通革命の流れは速く、社会の変革の先頭に

立てなくなっていた。昭和 50年代以降の千住は、松戸・

柏に百貨店が進出し、駅ごとに中型のスーパーマーケッ

トが出来るようになり、亀有・草加・町屋の再開発が本

格化すると千住の立ち遅れが顕在化した。環状 7号線沿

いに出来た多くの量販専門店群は、駐車場の整備さえま

まならない駅周辺の専門店にとっては存在意義を問うも

であった。遅ればせに出来た駅西口再開発は、いまだ十

全に稼動しているとは言いがたい。

 � 地場産業大工場地帯が消え、住宅団地に変身

　かつて千住は、川岸には重工業、造船業、製紙工業、
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校した。これに合わせ、北千住駅の東口副名称として

電大口を導入した。2013年（平成 25年）には東口駅

前交通広場が完成、バス路線も開通している。

ルミネ北千住）が開業したが、北千住駅周辺は密集市

街地が形成されており、土地の高度利用が課題となる。

 ⇒ 1987年（昭和 62年）には西口に市街地再開発事業が

都市計画決定され、2004年（平成 16年）2月に千住

ミルディス（丸井入居）が開業した。西口駅前交通広

場にはペデストリアンデッキが設置され、駅前広場が

拡張されたことにより、交通結節点としての機能性が

高まった。

 ⇒ 2005年（平成 17年）8月 24日に首都圏新都市鉄道つ

くばエクスプレス線の駅が開業したことにより、北千

住駅は 5路線が乗り入れる駅となった。

 ⇒ 2008年（平成 20年）には、それまで開発が取り残さ

れていた東口に地区計画が都市計画決定され、2012年

Ⅱ－新しい街に変身しはじめた北千住

u学生数、6年で 1万人増。下町プラス学園都市へ

　JRや地下鉄、私鉄など 5路線が乗り入れる都内有数の

ターミナル駅となっている北千住駅に、2005年にはつく

ばエクスプレスが開通し、千葉県北部や茨城県などからの

アクセスも便利になった。交通の利便性の良さを背景に、

キャンパスを設ける大学が増加。2006年以降に東京藝術

大や東京未来大、帝京科学大が相次ぎ進出した。2012年

には東口に東京電機大が約 6,000人の学生が通うキャン

パスを開設し、北千住にはわずか 6年で 1万人近くの学

生が増えた。大学を誘致した土地の大半は、少子化で廃

校になった小中学校の跡地。地域の活性化につながれば

と期待されており、一部の店は若者たちでにぎわうように

なっている。

　学生の増加を受けて街の様子も変わってきた。元々、

駅周辺には飲み屋、風俗店などが集積するエリアがあった

が、そのうちの一部に若い人向けの店が登場。行列のでき

るラーメン店ができるなど、明らかに若返ってきている。

u東京のイーストサイドにある「住みたい街」へ 

　昭和の初めごろから千住の町にはそこら中に住宅が立ち

始め農地は次々と住宅になっていくという事態が発生。今

で言うスプロール化である。この時区画整理は行われず、

申請に応じて建築線が設定されたということもあり、利便

性の向上に合わせて、コンスタントに新築マンションは建

設されてはいますが、100戸以下、50戸前後の規模が大半。

駅周辺に商店、住宅が密集していることから、土地の制約

などもあってか、80㎡超など広い物件は多くない。ただ、

東口エリアには築年数の経った公団住宅や企業の社宅な
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いる。今ある商店街は、下町情緒を感じさせる商店街。

宿場町の面影を残す北千住の街は、迷路のように細かく

入り組んだ路地が特徴だ。一歩足を踏み入れると下町情

緒を感じさせる寺社や蔵などが顔を見せ、タイムスリップ

したような感覚にとらわれる。現在進めている宿場町通の

懐古的歴史的政策はそのまま継続して本格的に観光政策

的なものに生まれ変わる可能性もある。千住歴史資料館

の創設・千住物産館の新設・インフォメーションセンター

の配置などを街づくりの目玉として考えているようだ。千

住の商業の復活はそこにありそうだ。

Ⅲ‐北千住の街のセールスポイントは？

uセールスポイント１

一日 151万人の利用客。東京イーストエリア最大の

ターミナル（北千住駅）

　前述したように、北千住駅には、JR常磐線、東武伊勢

崎線、東京メトロ日比谷線，東京メトロ千代田線、つく

どもあり、いずれ建替えなどで変わっていくであろう。ま

た、街が古いだけに、古い木造住宅が密集している地域

もあり、そうした地域では地震が起きた場合、家が倒壊、

火災を起こす可能性が高い。ちなみに、賃料は単身向き

のワンルーム、1Kなどで 7万円～ 8万円、2D Kで 10万

円前後、3D Kで 13万円～といったところである。足回り

の便利さだけではなく、歴史や文化を感じられる街、北

千住。一度住んだら、住み続ける人が多いのは、都心と

は一味違う、独自の雰囲気のせいかもしれない。

　利便性の良さと親しみやすさを背景に、「住みたい街ラン

キング」の順位も急上昇中で、リクルート住まいカンパ

ニーの「2014年みんなが選んだ住みたい街ランキング関

東版」によると北千住は 21位。前年の 48位から大きく順

位を上げた。若者の住みたい街の基準が代官山のようなお

しゃれで洗練された街から、等身大で親しみがわき、利便

性の高い街へとシフトしているようで、北千住は鉄道網が

充実し駅前の再開発が進む一方、昔ながらの商店街もあり

家賃の安いイメージなどで人気を呼んでいるのではないか。

u「温故知新」でタイムスリップ　　

　街並みには昔ながらの商店街のほか、路地に一歩入れ

ばレトロな香りが漂う銭湯や寺院、土蔵が点在する。江戸

時代には日光街道の宿場町として栄え、隅田川と荒川に

挟まれた旧日光街道沿道にはまだいくつもの名店が残って

北千住駅／各社年度別1日平均乗車人員　資料：各社HP

年度 JR東日本 東武鉄道 営団 / 東京メトロ 首都圏

　 常磐線 伊勢崎線　 日比谷線 千代田線 新都市鉄道

2001年（平成13年） 183,963 224,847 171,791 170,446 未開業

2006年（平成18年） 175,656 213,982 155,195 163,747 25,157

2011年（平成23年） 194,136 211,602 143,719 142,718 37,306

2012年（平成24年） 198,624 216,215 144,726 145,410 39,741

2013年（平成25年） 203,428 219,110 145,876 143,796 41,760

2014年（平成26年） 202,415 - - - 41,866

備考

JR東日本の駅全体では
川崎駅に次ぐ第11位

東武鉄道の駅全体では池
袋駅に次ぐ第2位であり、
伊勢崎線内では第1位

東京メトロの他社直通
連絡駅では渋谷駅、綾
瀬駅に次ぐ第3位

東京メトロの駅全体で
は池袋駅、大手町駅に
次ぐ第3位

つくばエクスプレス線の
駅では秋葉原駅に次ぐ第
2位。開業以降、乗車人
員は増加傾向が続く

各社の『北千住駅』の乗車人員動向
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ばエクスプレスと 4社 5路線が乗り入れており、その利

用状況は、各社合計の乗降人員は約 151万人（2013年

度）であり、年間乗降人員は約 5億 5千万人。これは新

宿駅、渋谷駅、池袋駅、大阪・梅田駅、横浜駅に次いで

第 6位の規模である。駅のコンコースは、駅ビル「ルミ

ネ」と駅前の「丸井」との回遊性もあり、電車が入線す

るたびに多くの人であふれかえる。

uセールスポイント２

北千住駅及び駅界隈・周辺の魅力

　駅前から連なる商店街【東口・西口】には、服飾・雑

貨を売る店やレストラン、洋菓子店、美容室などが北千

住駅から放射状に軒を連ね、その数は千店舗とも言われ

ている。近年、北千住駅西口で再開発が進み、マルイ、

東京芸術センター、東京藝術大学千住キャンパスなどが

建設された。2000年以降も足立区による誘致活動によっ

て複数の大学（東京未来大学、帝京科学大学、東京電機

大学）がキャンパスを開設しており、学都としての色彩

も強めつつある。バスターミナルも整備された。東口側

東京 23区北部でも、非常に人気が高い街といえば「北千

住」となっている。交通の便も良く駅の近くに飲食店や

スーパーが多数あることから、引っ越し先の第一候補に

あがることも多い。

コンパクトな消費ゾーン、北千住「マルイ」の年間売上

高は、マルイの中ではナンバーワンの 345億円

　北千住にある大型店は、北千住の駅ビルでもある「ル

ミネ（年商約 280億円）」と駅に隣接する「マルイ」（年

商約 345億円」）の 2店であるが、マルイはデパ地下並

みの食品館（2フロアー）とレストラン街が充実してお

り、地域住民ばかりでなく、北千住駅利用者の支持を受

けている。北千住のマルイの売上高は新宿マルイ（285

億円）、有楽町マルイ（ 230億円）を大きく上回る。平

日も人があふれている状況だ。一方、北千住にはプライ

ス（イトーヨーカドー）、トポス、ダイソーなど安売り店

舗も多く、地域住民で賑わっている。駅からも近くコン

パクトにショッピングの回遊性が可能なゾーンが出来上

がっている。今のところ、競争が激しいが商店街の

シャッター通り化は免れている。

▼バス網もエリアだけでなく、羽田などへのアク
セスも充実している

路線バス　東武バスセントラル、都営バス、高速バ

ス【羽田空港】（東武バスセントラル）、高速バス

【羽田空港】（京急バス）、深夜急行バス【ミッドナイ

トアロー久喜】（東武バスセントラル）、高速バス

【山形】（東北バス）、足立区コミュニティバス「はる

かぜ」（新日本観光自動車）

主な商業施設／学校等

西出口

・千住ミルディス
　北千住マルイ／ノジマ／東急ハンズ／紀伊国屋書店）
・ルミネ北千住店
・ザ・プライス千住店 - イトーヨーカドー第一号店
・TSUTAYA（レンタル店） ・BOOK OFF

・シアター1010
・足立区役所 千住区民事務所
・帝京科学大学・潤徳女子高等学校
・学びピア21 （足立区立中央図書館／放送大学東京足立学習センター）
・ホテル ココグラン北千住

東出口 ・足立学園中学校・高等学校・足立税務署・足立旭町郵便局・東京電機大学 東京千住キャンパス

仲町出口
・トポス北千住店・千住警察署・足立仲町郵便局・千住消防署・東京藝術大学千住キャンパス（アートリエゾンセンター）・あだち産業芸術プラ
ザ ／あだち産業センター／東京芸術センター／足立公共職業安定所（ハローワーク）／天空劇場
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数あり、首都圏のよく見慣れた商店街風景が広がる。一

方、横道の商店街に入ると、懐かしい下町の風景に出く

わす。八百屋、豆腐屋、肉屋、団子屋、毛糸屋、…そして

細い路地に佇む定食屋、銭湯、色あせた看板や古びた塀

越しに蔵も見える。今でも残る旧日光街道　幅五間（≒

9m）。ショッピングストリートである。

江戸情緒に触れる 「サンロード」散策

　宿場町として栄えた千住の江戸情緒に触れられ、駅西

口から程なく右手、「宿場町通り」のアーチをくぐると

「サンロード」商店街。荒川河川敷まで T字形に約 600

メートル、旧日光街道と旧水戸街道へと続く。

　ここの千住本氷川神社は江戸初期の創建。千寿大黒天

が祀られている旧本殿は日光東照宮を手がけた職人の手

によるもので、古色の神殿に春を告げる白梅が見られ、

ラジオ体操の発祥の地でもある。江戸商家の様式を伝え

る地漉紙問屋・横山家住宅、江戸中期からの老舗・絵馬

の吉田家も見どころ。

荒川も街のセールスポイントに

　荒川の堤防は、テレビドラマ『3年 B組金八先生』や

『親子ゲーム』で登場するが、JR線ではこの北千住駅東口

が最寄り駅である。当駅周辺も撮影現場として登場して

いる。荒川堤防にはサッカー場や野球場が複数面造られ

ており、堤防沿いにサイクリングコースが設定されてい

る。夏には花火大会が開催される。

uセールスポイント 3

北千住の商店街と路地裏。ぬくもりのある地

　北千住駅界隈は、日光道中の初宿として栄えた宿場町。

駅周辺には東西南北に商店街が密集し、江戸情緒と下町の

活気を今に伝えている。西口、東口の駅近くの商店街以外

にも小さな商店街が点在。大規模店は数少ないものの、八

百屋さんや蕎麦屋さんなど、日常に必要な店はあちこちに

揃っており、ちなみに、足立区はうどん・そば店、ラーメ

ン店の多さは 23区でもトップクラス。路地裏には不思議

な魅了がある。狭い中に凝縮された生活感。北千住駅周辺

には、魅力的でレトロ感いっぱいの路地裏がいくつもある。

大型店と共栄する 「きたろーど 1010」

 　北千住駅西口の繁華街に位置し、千住を数字で表した

愛称「きたろーど 1010」商店街。駅前から日光街道

（国道 4号）を結ぶ左右両アーケード 800メートルに

102店舗が並ぶ。北千住駅西口は、再開発事業により一

昨年 2月に、駅に直結する大型ショッピングセンター

「北千住マルイ」と、オフィスやマンションの館からなる

千住ミルディスが開業。人の流れが大きく変わる中、同

商店街はイベントや各店舗の集客努力で大型店と共栄、

賑わっている。銀行やマクドナルドなどチェーン店が多

▼江戸情緒と下町の風情残る北千住の商店街

千住旭町商店街振興組合、日ノ出町商店街、千住東町

商店会、かもん宿商店街、ミリオン通り商店街、千住

本町商店街振興組合、北千住サンロード商店街振興組

合、北千住サンロード商店街、サンロード宿場通り商

店街、北千住駅西口美観商店街振興組合、千住緑町商

店会、北千住昭和会、千住大門商店街振興組合、千住

いろは通り商店会、千住ニコニコ商店会、千住中央会、

千住えびす会、柳原商栄会、ハッピーロード商店会、

千住大正通り商店会、大門商店睦会、千住元町明光会
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Ⅳ‐北千住の魅力度　レーダーチャート
通勤・通学・買物など日常生活に超便利な北千 –住の街。地域イメージが課題か？

北千住 自由が丘 三軒茶屋 北千住コメント

ⅰ 商業パワー（規模） 8.0 6.5 4.5 マルイ、ルミネ、ディスカウント豊富

ⅱ 商業クオリティー（専門性） 6.5 7.5 6.0 老舗があるが、ブランドはよわい

ⅲ 商圏カバー（広域） 8.0 9.0 7.5 広域であるが都心流出も大

ⅳ 街環境（美管理） 5.5 8.0 6.5 汚れや未整備な面が目立つ

ⅴ マルチ交通（多様） 9.0 5.0 8.0 鉄道4社5路線、バス網も発展

ⅵ 娯楽・文化（活動性） 5.0 5.0 6.5 小規模でパワー不足

ⅶ 居住環境 7.0 9.0 7.5 アパートも多く、安全性が課題

 街の魅力度レーダーチャートチェック項目評価点（各項目10点満点）

魅力項目 チェック要素 備考

Ⅰ・商業パワー（規模） 小売販売額、大型店舗出店 活動的であり、多様性に富んだ商業・サービス

Ⅱ・商業クオリティー（専門性） 専門化、多種多様、個性化 創造的才能にあふれた店舗・事業所

Ⅲ・商圏カバー（広域） 鉄道乗降客・非定期比率 他県からの来街、若者動員

Ⅳ・街環境（管理） 清潔・保守・運営 店舗の街並み、道路整備状況、商店街組合

Ⅴ・マルチ交通（多様） 鉄道網、バス路線、駐車場 近隣の交通動線、回遊性

Ⅵ・娯楽・文化（活動性） パチスロ・ゲーム・シネマ・アート施設 大人のレジャー・文化活動

Ⅶ・居住環境 一戸建て、マンション、買い物、医療 地域社会の充実、人々の帰属性が高い

2

4

6

8

10

居住環境

娯楽・文化（活動性）

マルチ交通（多様） 街環境（管理）

商圏カバー（広域）

商業クオリティー（専門性）

商業パワー（規模）

三軒茶屋北千住自由が丘
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あの「中野の街」にオフィスと大学がやってきた
　東京 10km～ 20km圏の街がなぜ活性しているのか？

探訪シリーズは「自由が丘」「三軒茶屋」「北千住」エリ

アをレポートしてきたが、第五回は、アニメなどサブカル

チャーの発信地として名を広めた中野の街を取り上げた。

　今、中野は、再開発によって大型ビルや公園が整備さ

れ、大手企業や大学が続々と進出し、昼間の人口が約 2

万人以上増え、ビジネスマンや学生が集まる活気に満ち

た街になっている。2020年東京オリンピック・パラリン

ピックに向け、若者に人気がある中野エリア及び中野駅

前の環境はどう変わるのか。都心に業務が集中する中、

隣接する東京住宅エリアはどのように変わるのか、中野

区の様変わりは東京の都市の在り方において注目してお

くべきケースである。

Ⅰ－中野エリアマーケット立地の特徴
歴史、交通立地、居住立地、商業立地から見る中野エリア

　中野区の人口は昭和 40年代に人口が約 36万人に達し、

その後は約 30万人に減少してきているが、人口密度で

は 23区でトップクラス。中野駅前を中野通りが縦貫し、

沿道に中高層建築が立ち並ぶ一方、駅周辺以外は住宅街

となっている。中野区は新宿や渋谷など都心に近く、物

価が安く買い物や飲食に便利な「住宅都市」として街が

形成されてきた。この東京近郊の典型的な住宅地である

中野区の歴史や中野のマーケットデータを見て、中野の

立地の特徴を確認する。

2015年 9月 30日第 5回 

東京都市圏における『 10 km ～ 20 km 圏エリア』にある街を探訪する。その魅力は？

都市（街）探訪シリーズ

中野

１. 中野の歴史
住宅都市として街が形成。商業地区化には至らず。

　192 3年の関東大震災以降、浅草から寺院の新井薬師

周辺への引越しが始まるのと同時に住宅地化が急速に進

み、戦前は東中野 1丁目・2丁目界隈は旧帝国軍人の街

として知られていた。明治以降、工業化もある程度進ん

だが、企業城下町のような工業的発展はなく、密集した

住宅地としての性格が強い。昭和 40年代までに農地は

ほとんど姿を消した。その他商業、企業のオフィス街と

しての発展は、第二次世界大戦以降それなりにあったが、

中野区は東京都でも指折りの住宅密集地区であり、道路

アニメ・サブカルチャーの街「中野」にオフィスと

大学がやってきた



59

C
H

A
P

T
E

R 1
C

H
A

P
T

E
R 2

u中野エリア・ワンポイント

　ここで取り上げる中野は、東部は中野区東中野、

南部は大久保通りを境に、北部は早稲田通りを境に

新井・野方・上高田と接し、西部は杉並区高円寺

南・高円寺北に接する。中野駅は JR中央線快速・中

央・総武緩行線・東京メトロ東西線が乗り入れる

ターミナル駅である。中野駅北口および警察大学跡

地を中心に大規模な再開発事業が行われ、2012年に

中野四季の都市としてオープンした。駅南口でも

2011年には丸井中野本店がリニューアルするなど、

街並みが変貌しつつある。

　中野駅周辺の昼間人口は再開発前より約 2万人増

加した。これにより 2013年度の駅利用者数は前年

より 10.8 %増加している。2013年度の一日乗車人

員は 138,467人。JR東日本の管轄内での 5年前対

比は大崎駅に次ぐ第 2位。

人口密度23区ランキング

1k㎡につき（平成27年）

1位 豊島区 21,177

2位 荒川区 20,499

3位 中野区 20,309

4位 台東区 18,829

5位 墨田区 18,794

行政区　 人口 世帯数

1位 世田谷区 874,332 455,473

～

12位 新宿区 327,712 204,483

13位 中野区 316,625 190,666

14位 豊島区 275,507 166,782

15位 目黒区 269,689 150,097

都市基盤が全般的に脆弱であるため、都心・副都心地域

や都心隣接の下町地域のような商業地区化には至らな

かった。現在の人口密度は 20,309人／ km²（平成 27年

3月 1日推計）で 23区では第 3位。なお、1位は東京都

豊島区の 21,177人／ km²。また、2012年 4月 1日現在、

道路率は 12.8 %で 23区中 21位。狭幅員道路率は

84.0 %で 23区中最下位と、道路都市基盤が脆弱なのが

中野区の特徴である。また、一人当たりの公園面積率は

2012年 4月 1日現在 1.33 %で、23区中 22位である。

大きな川はなく、公園や緑地も少なく、結果、人口密度

が高くなっている。

２. 交通立地としての中野
都心に最も近い、通勤ラクラク駅の中野駅。新宿から

一駅。

　中央線、東京メトロ東西線の 2線が利用できる中野駅。

中央線では快速はもちろん、特別快速も利用でき、8～ 9時

の通勤時間帯であれば 2分～ 4分おきに電車が来るという

便利さ。東京メトロ東西線は中野が始発駅のため、通勤時

も座れる可能性が大きい。終着駅でもあり、特に大手町 21

時 41分発以降の電車はすべて中野止まりで乗り過ごす心

配もなく帰れる。

 � 乗り入れ路線

・ JR東日本の路線は中央本線（中央線快速電車、および

緩行線を走る中央線各駅停車の 2系統が停車）、各駅停

車の一部は東京メトロ東西線と相互直通運転を行ってい

る。なお、中野駅は、1889年（明治 22年）4月 11日 

に新宿駅 – 立川駅間開通と同時に甲武鉄道の駅として

開業（当初は現在の中野坂上駅の位置に開業する予定で

あった）。1966年（昭和 41年）3月 16日に営団地下鉄

東西線が乗り入れしている。
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 � 利用状況

・ JR東日本 – 2014年度の 1日平均乗車人員は 140,587

人。同社の駅の中では田町駅に次いで第 19位だが、直

近 5年間の乗車人員伸び率は 112.9%と第 2位。

・ 東京メトロ – 2014年度の 1日平均「乗車人員」は

73,887人（この値には直通連絡人員を含む）。

＊北口の再開発で、キリン本社などオフィスと明治大学

の 2つの学部と帝京平成大学の 3つの学部と、早稲田大

学・中野国際コミュニティプラザが進出したことにより、

利用客数が増加。

　道路状況は、南北に早稲田通り、大久保通りと青梅街

道、東西に山手通り、環七通りと幹線道路に囲まれた場

所にあり、中野は車での移動にも分かりやすい立地だ。

中野駅「乗車人員数」推移
一日当り平均（人）

JR東日本 東京メトロ

2009年 124,494 69,003

2010年 123,968 69,123

2011年 122,846 68,066

2012年 125,025 69,507

2013年 138,467 72,858

2014年 140,587 73,887

伸び率が高いJR中野駅
JR東日本乗車人員／一日当り平均（人）

駅名 2014年度 5年前比

1位 大崎 145,672 116.9

2位 中野 140,587 112.9

3位 川崎 204,153 109.1

4位 東京 418,184 108.9

5位 秋葉原 241,063 107.3

6位 品川 342,475 106.4

7位 西船橋 131,895 105.4

8位 蒲田 140,290 104.9

9位 北千住 202,415 104.4

10位 大宮 244,556 103.4

JR中野駅北口＆広場

 � バス路線

　北口（ガード下・サンプラザ前）・南口双方に乗り場が

ある。北口に関東バス案内所、南口に京王バス案内所。

関東バス・京王バス東・国際興業バス・両備バス・豊鉄

バス・東京空港交通の路線が乗り入れている。
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３．居住地としての立地
人口は増加傾向。賃貸住宅が多く、若年層の居住が多い。

・ 中野区は、区内全域にわたり戸建住宅や集合住宅が密集

して広がっている。低層建築物がほとんど占めているが、

主要道路に面した地域には中層～高層マンションが多い。

いわゆる木賃ベルト地帯の一角であり、賃貸住宅の比率

が高く、人口の流動性が高い。建蔽率が高く、隣家との

間隔が 1m未満の場合であることも珍しくない。家賃が

安く、交通が便利なことから、20～ 30歳代の若年層の

居住がきわめて多く、18歳未満の子供の居住が少ない。

・ 一方、地域内は、緊急車両の進入が困難なように建物が

密集して存在する。近年では道路拡張などが行われ、耐

震構造の住宅も増加しつつあるが、ほとんどが木造住宅

であることから、大地震の際には火災危険度が非常に高

い。災害時には危険があるかもしれないものの、住宅地

としては交通量が少なく静かで、古い商店街などもあり、

住みやすそうだという点はその危険性を顧みないものと

なっている。

・ 2014年 1月 1日の公示地価によれば、住宅地の地価は

中野区中野 3–23–46の地点（中野駅から約 500m離

れた中規模以上の住宅の多い閑静な高級住宅地域）で

単身世帯比率23区ランキング
国勢調査2010年

単身世帯比率 夫婦と子ども比率 夫婦のみ比率

1位 新宿区 62.6 13.9 12.4

2位 渋谷区 62.5 13.5 13.4

3位 豊島区 60.9 15.0 12.8

4位 中野区 60.2 15.1 14.0

5位 杉並区 56.5 16.4 12.8

区   部 49.1 21.5 16.1

645,000（円／m²）である。また、2014年 7月 1日の

都道府県地価調査によれば、商業地の地価は、中野

5–64–9の地点（中野駅から約70 m）で 3,000,000（円

／m²）である。

４．商業地としての中野
駅前に高密度に商店飲食店が集積。大型店舗は少ない。

　1966年に営団地下鉄東西線が開業、中野駅は名実と

もにターミナル駅となったが、中野駅徒歩数分程度の狭

い範囲に多数の商店街が集中している。

　1966年に「中野ブロードウェイ」が開業、東洋一の

ショッピングセンターとして高級店約 400店が軒を連ね

ここ 2年で急増した中野駅乗車人 増加に転じた中野区の人口（人）
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た。1970年には日本初の会員制総合スポーツクラブとし

て「東京アスレチッククラブ」がこの地に開業、1973年

には最高級のコンサートホールや結婚式場、ホテルを擁

する「中野サンプラザ」が竣工、さらには、1975年に中

野北口美観商店街が「中野サンモール」になるなど、現

在の街並みやランドマークがほぼ完成した。

　駅北口東側は、城西地域・中央線沿線屈指の繁華街で

あり、駅周辺の半径 500mに小売事業所数 304件、飲食

店事業所数 220件が集積する。中野ブロードウェイをは

じめサブカル関連産業の集積が顕著であり、「西の秋葉

原」の異名を持つ。

　2007年の中野駅から半径 1 km圏内の小売業年間商品

販売額は 1,188億円である。このうち「中野駅前南口」

は、ファッション関係の店舗の年間商品販売額の割合が

高い。南北改札駅前の商店街併せて約 780億円の年間商

北口（中野通り西側） 北口（中野通り東側）

NTTドコモ中野ビル（旧・電電公社中野ビル）
中野サンプラザ
中野区役所 

■ 中野四季の都市 
• 中野区立中野四季の森公園
• 中野セントラルパーク東棟 ／栗田工業本社
• 中野セントラルパーク南棟／キリンホールディングス本社／チューリッヒ保険
• 明治大学／帝京平成大学／早稲田大学
• 東京警察病院

■なかのサンクォーレ 
丸井グループ本社ビル／サンクォーレタワー（マンション）／食品館イトー
ヨーカドー中野店／ゴールドジム ウエスト東京フィットネスクラブ
中野区立体育館／新井薬師

■ 中野サンモール商店街
ヤマダ電機ヤマダモバイル中野駅前店／サンドラッグ中野北口店
／サワノメガネ店中野北口店
ライフ中野駅前店
 A-01ビル

■ 中野ブロードウェイ 
まんだらけ本社／西友中野店
スマイルなかの（空中店舗）／なかの芸能小劇場
ドン・キホーテ中野駅前店／シチズン中野ビル／洋服の青山中野
本店

中野駅南口

• 中野マルイ（旧本店／ピーコック）／中野ツインマークタワー
／ノイビル（ティップネス中野店）／島忠中野店

＊赤字は大型商業店舗

商業繁華街としては高密度な中野駅周辺

東京10 km～20km圏内の商業集積地

500億円 行政区 年間販売額

500億円
以上

以上 世田谷区 88,844

錦糸町駅周辺計 江東区 88,130

蒲田駅周辺計 大田区 82,816

中野駅周辺計 中野区 79,039

中野坂上駅周辺 中野区 71,268

自由ヶ丘駅周辺 世田谷区 65,387

大井町駅周辺計 品川区 59,857

400億円台

亀有駅周辺計 荒川区 49,704

赤羽駅周辺計 北区 43,451

荻窪駅周辺計 杉並区 41,719

北千住周辺計 足立区 40,413

三軒茶屋駅周辺 世田谷区 40,142

中野サンモール商店街



63

C
H

A
P

T
E

R 1
C

H
A

P
T

E
R 2

品販売額である。丸井が一番大きな商業施設だが、都心

百貨店より小さく、また、総合スーパーに変わって食品

に特化したスーパーが駅周辺にあるくらいで、地域顧客

を対象とする商業地となっている。

　一方で、風俗産業などの集積は同規模の商業地である

錦糸町、五反田などと比較してほとんど進んでおらず、

ほぼ純粋な飲食店街を形成している。現在では、2012

年に「中野四季の都市」が街開きするなど中野駅周辺

で大規模な再開発が行われ、街並みが大きく変貌しつ

つある。

Ⅱ－ na kano中野ナウ
大規模開発事情と駅前商店街事情

　中野は、新宿から中央線快速で一駅という便利さなが

ら、昔からの商店街が元気な都心の住宅街。加えて、中

野区の公式ウェブサイトに「中野はサブカルチャー発信

地」という文言が掲載されるほど、マンガやアニメ、

フィギュアファンが集う街ともなっている。商店街、サ

ブカルチャー、有名商業施設の発祥の地など、さまざま

な表情をもつ中野の “ 今 ” を確認しておこう。

１．駅周辺を作りかえた壮大な開発がスタート
　東京スカイツリーやダイバーシティ東京プラザ、渋谷

ヒカリエなど、2012年春はさまざまなスポットが開業し

た。そんな華やかな話題の中、さほど目立たないが実は

一大プロジェクトが進行した。それが、JR中野駅周辺の

再開発事業だ。中野区は、区内の事業所数が約 1万

4,000と 23区では 3番目に少なく、雇用拡大の難しさな

ど産業振興の課題に直面していた。

　中野駅北口には、かつて陸軍の施設があり、戦後警察

大学校、警視庁警察学校などの警察施設地に転用されて

いたが、2001年に府中市へ転出し、その他、移転した警

察関係用地と合わせると、約 13.7haもの敷地が空いた。

当初は東京都、中野区、杉並区の協議で清掃工場等の建

設を中心とした計画が立てられていたが、2003年に特別

区区長会が東京 23区内における新たな清掃工場の建設

中止を決定。それ以降、社会情勢に合わせた土地利用計

画が検討され、警察大学校の跡地を再開発し、大型ビル
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u中野サンモール

　中野駅北口改札を出てまっすぐのびる横断歩道を渡る

と、中野駅の名所の一つ『中野サンモール商店街』。中野

に住む人たちの生活に密着した飲食店、ドラッグストア、

ファッションの店など約 50店舗がひしめいている。サ

ンモール商店街は他の商店街へも続いているので、実際

の店舗数はさらに多い。関東大震災後、人口が急増した

中野区の中心的な商店街として発展し続け、今でも、駅

前から住宅街への通り道にもなっていて、昼夜人の通り

が絶えることのない、屋根付きアーケード街。

 

u中野ブロードウェイ

　中野サンモール商店街の突き当たりにあるのが『中野

ブロードウェイ』。1966年に竣工した住宅と商業施設の複

合施設。上層階のマンションの玄関は当時としては珍し

いオートロック式で、屋上には庭園とプールを備えてい

た。地下 1階から地上 4階のフロアには 200店以上の

ショップがひしめいていて、中には一見何のお店なのか

判らないものも。複雑なフロア構成や、1フロア抜かすエ

スカレーターもあったりする。迷路状態となっており、

それがまた魅力だ。ひとつひとつのお店が整然としてい

て入りやすいので、秋葉原よりもハードルが低く、初心

者でも気軽にサブカルチャーに触れられるスポットとも

なっている。80年に古漫画専門店「まんだらけ」が開店。

90年代にまんだらけのアニメやフィギュア専門店が次々

に増え、「サブカル発信地」として街は若者でにぎわうよ

うになった。

が建設された。

　目を引くのが 2012年に開業したオフィスビルの「中

野セントラルパーク」（22階建ての南棟と10階建ての東

棟の 2棟）だ。キリンホールディングスが中央区からグ

ループ企業とともに本社機能を、また水処理大手の栗田

工業の本社も移転。両社を含めオフィスビル全体で計約

1万人の会社員が通勤している。

　大学の進出も相次ぎ、2012年に明治大は中野セントラ

ルパークの横に 14階建ての新キャンパスを開設。数理科

学や ITを学ぶ「総合数理学部」を新設したほか、和泉

キャンパス（東京・杉並）から国際日本学部を移転。計

2,500人の学生が通う。帝京平成大学も新キャンパスを

開いている。早稲田大学も周辺に日本人と外国人学生向

けの学生寮の整備をおこなった。また、2012年春に誕生

した中野四季森公園は、1.5haの敷地の中に 27基の災害

用トイレや防災用井戸などを備えており、緊急時には周

辺の人の避難場所となった。これによって、これまで大

きな公園の少なかった中野駅周辺の防災性は大きくアッ

プしている。

２．相変わらず中野駅前に集積する個性的な商店・

飲食店
　JR中央線快速で新宿から 5分弱、東京駅から約 20分。

個性ある街が沿線に連なり、独特の魅力があるといわれ

る中央線。その中央線の快速電車が、新宿を出て最初に

止まる駅が中野だ。東京メトロ東西線も乗り入れている

中野駅前に広がるのが北口と南口にある商店街だ。
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で展開するマルイは中野が創業の地。ファッションのイ

メージが強いマルイだが、中野マルイには地下 1階に食

料品スーパー（ピーコックストア）も入っており、『北千

住マルイ』同様に地元密着度が高い店舗となっている。

南口エリアは基本的に住宅が中心。中野通り通り沿いは

中野五差路（中野通りと大久保通りが交差する）までは

商店街が続くが、少し入ると規模の小さな一戸建て、集

合住宅が混在する住宅街。街として開発されたのが古く、

古い木造住宅が密集して建てられているため、災害時に

火災が起きる可能性が高い地域である。

Ⅲ－中野の方向性・将来
次世代東京をリードする生活都市となることが期待され

る中野

　中野区は昭和 40年代に人口が約 36万人に達し、その

後は約 30万人に減少したが、人口密度では 23区でトッ

プクラス。都心に近い便利な住宅地として住宅中心に開

発されてきた。警察大学校の移転跡地の再開発で 2013

～14年に早稲田大学、明治大学、帝京平成大学やキリン

ホールディングスなどを誘致したのに続き、コンサート

会場として長年、親しまれてきた「中野サンプラザ」を

解体・再整備し、JR東日本と組んで初の駅ビルを建設す

る構想を区行政は掲げている。

 ⇒ 今後の大きな目玉となるのが「中野サンプラザの解

体・再整備」と「駅ビルの誕生」だ。ユニークな形状

の「中野サンプラザ」は、1973年開業。もともとは旧

労働省所管の特殊法人、雇用促進事業団により整備さ

u迷宮ラビリンスの飲食街

　中野の商店街の特徴は、飲食店が多いことだ。駅周辺に

100軒はあるという。駅前に伸びる中野サンモール商店街

の東側一帯は細い路地が迷宮のように広がり、酒蔵から

ラーメンの名店、エスニック系に至るまであらゆるジャン

ルの飲食店が軒を連ねる。ここは戦後の再開発、区画整理

が及ばなかった地域で、入り組んだ路地がディープな雰囲

気。中央線沿線の大学生が多く住む土地柄で、飲食店も新

しい客を迎えるのに慣れていてホスピタリティーがあるそ

うだ。最近は飲食街にもサブカルのイメージが広がってい

る。ブロードウェイに隣接するワールド会館は、廃虚のよ

うな佇まいで香港の九龍城にたとえられる名物ビルだ。中

野通りをはさんだ西側は、対照的に整然とした街並みが広

がる。中野セントラルパークに、キリングループが本社を

移すなどして中野の在勤者は約 1万人増え、中野の飲食

店はこれらの新しい住民にも愛されている。

u聖地、サンプラザ

　中野駅北口の出口左手にそびえ立つ白い建物が『中野

サンプラザ』。コンサート会場として有名で宿泊施設でも

ある。　中野サンプラザは 1973年に開業し、現在は中野

区が間接的に所有・運営している。コンサート会場とし

ても有名だ。中野と言えば、白い三角形のビルがランド

マークになっている。ホールは歌手のコンサートによく

使われ、「アイドルの聖地」の異名もある。「モーニング

娘」（モー娘）が 1999年にコンサートを開催したのが

きっかけで、関連のアイドルグループを含めて正月や

ゴールデンウイーク、夏休みなどに公演を開くのが恒例

になった。このほか声優や往年のアイドルの公演も人気

だそうだ。長年親しまれているサンプラザだが、中野駅

周辺の再開発の一環で解体が決まっている。

u中野南口は、なんと言っても「マルイ」の創業の地

　ランドマークは『中野マルイ』。商業施設を関東、関西
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れた公共施設だったが、2004年に中野区や金融機関、

民間企業などが出資する「まちづくり中野 21」に売却。

ホール、ホテル、レストラン、宴会場、会議場、ボウ

リング場などを備えた複合施設として営業を続けてい

た。隣接する区役所とともに取り壊し、再整備する方

向で計画が進んでいる（区役所は別の敷地に移転する

方向）。複合施設にはホールや会議場のほか、ビジネ

ス拠点としてオフィス機能も持たせる計画。建物の高

さや規模などは都市計画の変更も含めて検討していく。

解体時期や完成時期は未定だ。また、新設された北口

広場。東西南北の行き来がしやすいようになど、交通

関係の整備も行われる予定だ。

 

 ⇒ 駅ビル建設も動き出している。JR中野駅の 1日平均乗

車人員は、中央線の駅では新宿、東京、立川、吉祥寺

に続いて中央線では 5番目。交通の拠点だが、中野に

は駅ビルがなかったこともあり、駅ビル建設を計画し

ている。地元商店街ではすでに反対運動の旗を降ろし、

活性化の材料としてむしろ歓迎する姿勢を見せている。

駅ビルの詳細については、高さは 30メートルほどで、

2フロアほどを駅関連施設として使い、残りを商業ス

ペースにあてるだろうと推測されている。改札や駅舎、

南北通路などの整備費用は中野区が負担し、駅ビル自

体は JR東日本が建設する計画だという。中野区は駅

ビル関連の初めての予算として今年度に 1億数千万円

を計上した。東京五輪が開催される 2020年までの完

成を目指している。

 ⇒ 一方、中野駅南口の再開発計画もある。駅前広場を約

　サブカルチャーの街中野は、2020年の東京五輪開

催を起爆剤に、さらに変貌を遂げるだろうが、中野は

若い人が多く集まり、アニメに代表される最先端の文

化が生まれる街でもあり、また古くから学者や作家、

文化人などが多く住み、いわゆる中央線文化のなかで

も一種独特な “中野臭さ ”といったものがある。中野

三丁目には 4つの小劇場があり、合計すると約460

席近くに及び、下北沢の本多劇場に匹敵する規模であ

る。そうした独自の文化を発信できる都市としての

魅力は、残さなければならないだろう。

　東京ウォーカーの調査によると、中野は「住んで

よかった街」のランキングで毎年、吉祥寺とトップ

争いをし、学生時代などに東京に住んでいた人に聞

くと、中野に住んでいたり、遊びにきていた人が意

外と多く、それも街にとってはひとつの財産だ。

＊2012年住みたい街ランキング 3位、住んでよ

かった街ランキング 2位その理由を挙げてみると、

・ 新宿まで快速で1駅と、アクセスが便利。

・ 区の体育館や劇場など、生活に便利なスポット

も集中している。

・ 路地裏まで活気にあふれ、大衆酒場やカレー店

など B級グルメの宝庫。

・ まんだらけ、Fujiya、ロボットロボット、タコ

シェなどなど、楽しい店が並んでいる。

・ 都心に隣接していながら家賃も比較的安価で住

みやすい。

・ 大学生や専門学生など学生たちに支持され、ま

たお笑い芸人などの芸能人が住んでいる。

　中野はこれまでも住宅だけでなく、商業や文化が混

在した魅力のある街だったが、今後はさらに産業や大

学の機能も加わり、都市としての要素がうまくミック

スした「準都心街」に変わって行く可能性がある。
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1.2倍に拡張するほか、超高層の住宅棟やオフィス棟

を整備する。2014年度末に都市計画決定し、16年度に

も着工。全体の完成は 23年度を見込む。中野駅南口

から大久保通りまでの約 5万 2,000平方メートルのエ

リアのまちづくり。区と地権者で事業を進める。駅の

隣接地に高さ約 150メートルの住宅棟（地上 40階建

て程度）や約 120メートルのオフィス棟を建設。公園

や広場も設け、道路や歩道橋も一体整備する。東京都

住宅供給公社の中野駅前住宅は、住宅棟の南側に移設

する。駅前広場から連なる商店街「ファミリーロー

ド」も沿道の建物を建て替え、にぎわいを創出。歩道

も拡幅して安全に通行できるようにする。

Ⅳ－中野の魅力度　レーダーチャート
通勤・通学便利で準都心化。若者を取るか大人を取るか悩む都市再開発

中野 北千住 自由が丘 三軒茶屋 コメント

ⅰ 商業パワー（規模） 7.0 8.0 6.5 4.5 大型店がすくない。若者動員力あり

ⅱ 商業クオリティー（専門性） 8.0 6.5 7.5 6.0 アニメ雑貨バラエティーに富む。高級感なし

ⅲ 商圏カバー（広域） 7.5 8.0 9.0 7.5 西の秋葉原、中央線沿線

ⅳ 街環境（美管理） 7.0 5.5 8.0 6.5 道路がせまい。商店が密集。危険度大

ⅴ マルチ交通（多様） 8.5 9.0 5.0 8.0 バス網が広域。鉄道は新宿依存

ⅵ 娯楽・文化（活動性） 7.0 5.0 5.0 6.5 アニメサブカルが集積。本格施設がすくない

ⅶ 居住環境 8.5 7.0 9.0 7.5 古い住宅地。単身向けアパート。密集

中野 三軒茶屋 北千住 自由が丘

2

4

6

8

10

居住環境

娯楽・文化（活動性）

マルチ交通（多様） 街環境（管理）

商圏カバー（広域）

商業クオリティー（専門性）

商業パワー（規模）
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街の魅力度レーダーチャートチェック項目評価点（各項目10点満点）

魅力項目 チェック要素 備考

Ⅰ・商業パワー（規模） 小売販売額、大型店舗出店 活動的であり、多様性に富んだ商業・サービス

Ⅱ・商業クオリティー（専門性） 専門化、多種多様、個性化 創造的才能にあふれた店舗・事業所

Ⅲ・商圏カバー（広域） 鉄道乗降客・非定期比率 他県からの来街、若者動員

Ⅳ・街環境（管理） 清潔・保守・運営 店舗の街並み、道路整備状況、商店街組合

Ⅴ・マルチ交通（多様） 鉄道網、バス路線、駐車場 近隣の交通動線、回遊性

Ⅵ・娯楽・文化（活動性） パチスロ・ゲーム・シネマ・アート施設 大人のレジャー・文化活動

Ⅶ・居住環境 一戸建て、マンション、買い物、医療 地域社会の充実、人々の帰属性が高い
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　東京 10 km ～ 20 km 圏の街がなぜ活性化している

のか？本探訪シリーズでは、今まで「自由が丘」「三

軒茶屋」「北千住」「中野」エリアをレポートしてきた

が、第六回は、東京の北の玄関である『赤羽』をとり

あげた。

　赤羽という街はその町の歴史とその形成状況をた

どってみると、首都東京の劇的な変化があるたびにそ

の魁として様々な出来事に出会う。例えば、明治時代

の富国強兵時代には『軍都』、第二次大戦の米国の大空

襲時には無差別都市爆撃の猛威に見舞われ、戦後の復

興期で東京人口の一極集中が始まったころ東京最大の

『マンモス団地』が誕生。また、高度経済成長期の大衆

消費時代には大型スーパー企業同士初の流通大戦争が

起こっている。さらに東京の人口が減り始める 80 年

代には東京の都市圏全体の都市交通の再編の波により

『JR 埼京線』と言う新路線が稼働し、都心・副都心と

の流出入の競争に見舞われた。赤羽は、国や東京都な

ど行政によって街のあり方が強制的に変えられてきた

ように思える。

　その赤羽は、今は元気である。その秘密は何なのか？

60、70年代に大成長した赤羽の街は、ただ今サバ

イバル中

2015年 10月 28日第 6回 

東京都市圏における『 10 km ～ 20 km 圏エリア』にある街を探訪する。その魅力は？

都市（街）探訪シリーズ

赤羽

昔ながらの飲食店街

Ⅰ－赤羽の地形と歴史　都市形成プロセス
東京北部の交通・商業の中心地。東京の北の玄関口だ。

　赤羽の西側は、所々に高い場所があり、谷と高台が入り

混じる地形であり、駅近くには広大な高台もある。それに

対し東側は、土地が低くなっている。

　街として開けたのは東側が先で東側の岩淵町に渡し場が

あったためだ。岩淵は岩淵宿という宿場町として発展した

が、赤羽は単なる集落に過ぎなかった。しかし、明治 18

年に赤羽駅が岩淵ではなく赤羽に敷設されたことにより、

赤羽は交通の要所となった。

　現在の赤羽駅には、JR京浜東北線、JR湘南新宿ライン、

JR埼京線に JR宇都宮線、JR高崎線が交差する一大ターミ

ナルとなっている。高架下にはショッピング街アルカード

があるが、駅の東側、西側で異なる表情を持つ。

　赤羽は、戦前からも東京の「北の玄関口」とされ、歓楽

街もあり猥雑な雰囲気があったが、現在は駅西口再開発も

完成し、その面影はほぼ残っていない。風俗産業が赤羽に

集積していたが、それらは一部を除いて赤羽から西川口へ

移動している。赤羽は、今でも東京の北の玄関口のひとつ

であるが、足回りや生活の便利さに加え、気取らない雰囲

気もある下町的な色彩が強く残っている。
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国や東京の行政主導で街が形成され続けた赤羽の街

 　赤羽を大きくしたのは陸軍。明治 20年の陸軍第一師団

工兵第一歩大隊（現在星美学園となっている）の移転を皮

切りに、続々と軍の施設が駅西側の高台に移転したことか

ら始まった。軍の施設は年々増加、最盛期には兵器庫や陸

軍火薬庫、射撃訓練場など 10箇所以上の軍用施設があった

という。往時は軍都と呼ばれていた。台地にたくさんの軍

人が集まったことで、家族その他の関係者も集まるように

なり、その人たちを相手とする商売は増え、飲食店街の路

地や猥雑さもある風情などはこの時代に醸成されたようだ。

　1930年代には軍関連施設は、区域のうちに広大な面積

を占めるとともに、北区域は重化学工業中心の工業地域と

して発展している。

　しかし、1944（昭和 19）年 12月に米軍の無差別都市爆

撃の猛威に見舞われた。北区域は、軍工廠など多くの軍事

関連施設を抱えていたため、戦争による被害は大きく、人

口の減少も著しかった。

　終戦後の赤羽は、1952（昭和 27）年 10月に約 17万平

方メートルの旧軍用地が東京都及び北区に払い下げられ、

これらの土地は公共性の高い用途に転用されて、団地や学

校、公園、国立西が丘サッカー場などに生まれ変わる。

　1962（昭和 37）年、東京 23区内としては初めてのマン

モス（大規模）団地として造成されたが、現在は住棟の老

朽化が進んだため、「ヌーヴェル赤羽台」への建て替えが

進んでいる。

Ⅱ－赤羽の街ナウ・NOW

東と西で雰囲気が全く違う赤羽駅前の商業

u JR赤羽駅前の商業集積地

赤羽駅前商業集積地の小売商業規模は約 430億円。北

千住や三軒茶屋とほぼ同レベル

　赤羽の商業を見ると、赤羽駅東口ロータリー周辺には

大小様々な店舗が建ち並んでいる。ロータリーの左側に

u赤羽ワンポイント

　赤羽は、東京都北区北部北端部に位置する。北で

荒川を挟んで対岸に埼玉県川口市、東で岩淵町およ

び志茂、南で赤羽南、西で赤羽西・赤羽台および赤

羽北と隣接する。赤羽地区には JR赤羽駅・東京メト

ロ南北線赤羽岩淵駅があり、また、バス網も広域に

広がり、交通の便が発達している。そのため赤羽は

川口市民や戸田市民など JR京浜東北線沿線ならびに

JR埼京線沿線の埼玉県民が東京都に行く際に通過し、

かつ買物や飲食などを行う街である。赤羽は JR京浜

東北線ならびに JR埼京線を沿線とする埼玉県とほぼ

同一の経済圏を形成し、埼玉県と非常に密接な経済

的かつ生活上の関係がある。

東京（都心除く）商業集積地レベル（百万円）

レベル 集積地 年間販売額

レベル2

二子玉川駅周辺計 88,844

錦糸町駅周辺計 88,130

蒲田駅周辺計 82,816

中野駅周辺計 79,039

レベル3
自由が丘駅周辺計 65,387

大井町駅周辺計 59,857

亀有駅周辺計 49,704

レベル4

赤羽駅周辺計 43,451

荻窪駅周辺計 41,719

北千住周辺計 40,413

三軒茶屋周辺計 40,142
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は「赤羽一番街商店街」があり、飲食店が多数軒を連ね

る。中には朝 9時から営業している居酒屋もあり、気取

りのない雰囲気が特徴で、川が近いことから鯉や鰻と

いった川魚を扱う店も多い。

　東口ロータリー正面通りの奥には全長約 330mのアー

ケード商店街でドーム型の天蓋からは自然光が入り、歩道

の両脇には街路樹となっている「スズラン通り商店街」が

ある。赤羽の居住者の生活品の買いものの場となっている。

　大型店としては、東口にはダイエーと西友があるが、西

口のイトーヨーカドーと 2棟の大型専門店集合ビルより

販売力は劣る。ちなみに、東口西口駅前を合わせた赤羽駅

前商業集積地の小売業販売額は、北千住や三軒茶屋駅前よ

り若干高く約 430億円（平成 19年）だが、中野駅前（約

700億円）を大きく下回る市場規模となっている。

u JR赤羽駅東口

地元馴染みの大商店街。赤羽一番街、スズラン通り商店街

　駅東口の近くにあるのが「赤羽一番街商店街」。同商店

街は、さまざまな飲食店がひしめきあう “味なストリー

ト ”でもある。個性豊かな飲食店の数々。深夜まで営業し

ているお店も多いので仕事帰りに酒や食事を楽しめる。

　さらに、駅正面通りの先には「赤羽スズラン通り商店街

（通称 LaLaガーデン）」がある。多種多様な専門店や飲

食店、チェーン系のお店が約 100の店舗が並ぶ。12：00

～ 20：00の時間帯は歩行者天国となっており車両の通行

を気にせずに買いものができ、駐輪場もあるので、毎日た

くさんの人で賑わっている。

　スーパーの「ダイエー赤羽店」や「西友赤羽店」、100円

ショップの「ザ・ダイソー」、ドラッグストアの「マツモ

トキヨシ」など、お馴染みの大型店舗が軒を連ねている。

スズラン通りの集客核施設であったダイエーは一時パワー

を失ったが、イオンの力を借りて、約 15年ぶりに、「食」

に関連する品ぞろえを充実させた新スタイルの店舗「フー

ドスタイルストア」として 2015年 6月 20日にリニュー

u JR赤羽駅東口方面にある大型施設

・ 赤羽一番街商店街、赤羽スズラン通り商店街

（LaLaガーデン）

・ 西友 赤羽店（本社を併設）、ダイエー赤羽店、専

門店ビル「METS」

・ 吉野家ホールディングス本社（カルビー旧本社）、

ホテルメッツ赤羽

・ 赤羽岩淵病院、赤羽病院、赤羽中央総合病院。北

部セントラル病院、博慈会記念総合病院

・ 赤羽公園、赤羽会館、子育て支援施設「ララちゃ

んのおうち」

駅東口／赤羽一番街商店街

赤羽スズラン通り商店街

赤羽ハリウッド／駅東口正面裏
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アルオープンしている。

　東口ロータリー正面のゾーンには、複数の商店街が周辺

に点在するほか、パチンコ店や居酒屋も多く、南側には

「キャバレーハリウッド赤羽店」など歓楽街も広がってい

る。赤羽駅東口方面は古い街だけに、細い路地に住宅が密

集するエリアや袋小路の道などもたまにあり、全体には低

層の住宅の多い住宅街となっている。

u JR赤羽駅西口

大規模商業施設と団地、大きな区画の静かなエリア

 　赤羽駅の西側は目の前にイトーヨーカドー、ビビオ、

アピレといった大規模なショッピング施設が並ぶ。いず

れも 1980年代から 1990年代にかけての再開発によっ

てできたもの。その背後には昭和 37年に誕生し、当時

23区最大の団地と言われた赤羽台団地や都営桐ヶ丘団地

などの公営住宅がある。駅西側のさらに奥には国立西が

丘サッカー場、国立スポーツ科学センターなどが並んで

おり、やや計画性のある、区画の大きな街並みとなって

いる。一部、斜面、谷にあたる場所などには小規模な住

宅が密集しており、災害時に注意が必要なエリアとされ

ている。

 � イトーヨーカドー赤羽店

　駅前の「ビビオ」と連絡通路で繋がっており、食品のフ

ロアは地下、1階は服飾とコスメ、2階は婦人ファッショ

ン、3階は婦人・紳士ファッションのフロア、4階はヤン

グ子ども・肌着と趣味のフロア、5階は暮らしのフロア、6

階がカルチャーと飲食のフロアとなっている。食品から生

活雑貨、服飾品に至るまで、リーズナブルなプライベート

ブランド商品があり、ほとんどの買い物が済んでしまうく

らい充実している。

 �「ユニクロ」や「ABC-MART」のある「ビビオ」

　「赤羽」駅の西口バスロータリーの目の前にあるのは

ショッピングセンターの「ビビオ」。「ビビオ」には、

ファストファッションの「ユニクロ」やシューズショッ

プの「ABC-MART」、キャラクター雑貨の「サンリオ ギ

フトゲート」などがある。また、「SUBWAY」や洋菓子

店の「パステル」、「サイゼリヤ」などの飲食店も入って

いて、ファミリー世代にも利用しやすいショッピング施

設。2015年 10月現在リニューアル中である。

uJR赤羽駅西口方面にある大型施設

・ パルロード 1（アピレ）　パルロード 2（ビビオ）　

パルロード 3（イトーヨーカドー 赤羽店）

・ 星美学園短期大学・高等学校・中学校・小学校

・ 東洋大学 - 旧北区立赤羽台中学校跡を京北中学

校・高等学校・京北学園白山高等学校の仮校舎と

して使用の後に建て替え、2017年に移転予定。

・ 淑徳大学（東京キャンパス）、東京都立赤羽商業

高等学校

・ 東京北医療センター（路線バスも利用可能）、国立

西が丘サッカー場、国立スポーツ科学センター

赤羽駅西口前

イトーヨーカドー赤羽店
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完成した。全戸数は 3373戸、東京 23区内で初めての大

規模団地として知られ、単身者から 4LDKファミリータ

イプまで幅広いユーザーをターゲットにしており、団地設

計も当時としては様々な新しい試みを取り入れている。公

団の団地は、洋式のダイニングキッチンや洋式トイレなど

を備えたモダンな住宅で、当時は憧れの住まいであり、入

居当初の倍率は高かったようである。

 　賃貸住宅の家賃は当時の大学卒初任給と同じ程度する

もので、高額所得者の住む団地であった。団地開発のモ

デルとして色々な形の団地や住棟・公園の配置設計を見

ることができる。

　この昭和の高度経済成長の象徴のような赤羽台団地も、

老朽化によって建て替え事業が行われており、順次取り壊

しが進んでいる。赤羽台団地では、建替後も住み続けたい

居住者が圧倒的だという。それだけ便利で住みよく、コ

 � ファッション雑貨のお店やファーストフード店が入る

「赤羽アピレ」

　2011年にリニューアルオープンした「赤羽アピレ」に

は、「Honeys」や「index」といったリーズナブルなファッ

ション関連のショップや、「無印良品」、自然派コスメのお

店「HOUSE OF ROSE」などが入っている。「マクドナル

ド」や「サーティワンアイスクリーム」などの飲食店も入

るが、地下には食品スーパーの「ワイズマート」もある。

Ⅲ－東京北の玄関口「赤羽」／都市のエポック
メーキング

　エポックメーキングという言葉は「ある分野に新しい

時代を開くほどであるさま。画期的」というコトを意味

する。都市の歴史やその都市の形成プロセスにおいて、

その都市の大きな変化を生み出した事柄が必ずあること

は言うまでもない。それが単なるその都市だけの出来事

としてではなく、日本の政治経済やあるいは東京の都市

問題（人口や交通や諸機能の集中と分散）の出来事と深

い関係が有るのならば、それはまさに都市のエポック

メーキングである。

 　赤羽の歴史を明治時代までさかのぼってみると、日本

初の陸軍軍都と大空襲、戦後東京最大規模のマンモス団

地の誕生、日本初の流通大戦争が勃発した。赤羽は、こ

とほど左様に、日本の社会の大変換期（高度経済成長期、

人口減少時代の到来など）に必ず「赤羽」という街が話

題に上がってきた。以下、赤羽の都市のエポックメーキ

ングを追う。

uエポックメーキング①

1963年　赤羽台団地⇒高度経済成長の象徴＝マンモス

団地

　赤羽台団地は旧陸軍被服本廠跡地であり国有地だったと

ころを、当時の日本住宅公団（現在：独立行政法人都市再

生機構）が団地開発したもので、1963年（昭和 38年）に

駅西口側奥に赤羽マンモス団地

昭和 40年代に人口のピーク 45万人。
以降減少続けている

東京都北区の人口推移
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ミュニティーもしっかりしている団地だからであり、赤羽

の街も今でもそんな地域社会に支えられている。

uエポックメーキング②

西友対ダイエーの「赤羽流通戦争」（1970年代）⇒大衆

消費社会と量販店売上競争

　1970年代西友店舗の中でも上位の売上を誇る赤羽店の

近くにダイエー赤羽店が開店し西友とダイエーは「赤羽

戦争」と言われるほど激しい競争を繰り広げた。大衆消

費社会での大型量販店同士の赤羽流通戦争は、その後の

80、90年代に、「所沢戦争」、「藤沢戦争」、「琴似戦争」、

スーパー 1位・2位の攻防の「津田沼戦争」等が登場する

遠因ともなった。

　赤羽戦争は、先に赤羽に進出したのは西友（1966年／

現在・赤羽METSビル）のほうだが、すぐ近くのスズラ

ン通り商店街へ 1969年にダイエーがまるで殴り込みを

かけるように出店。それから両店間で尋常では無いほど

の熾烈な価格競争が度々繰り広げられた。その出来事は

「赤羽戦争」としてマスコミが大きく取り上げ、流通業界

でも歴史に残るほどの戦いであった。

 　赤羽の街の 70年代は安売り合戦が続くが、地域人口

も減りはじめ果てしなき大消耗戦へと転換する。加えて、

赤羽駅の西口側が 1980年代後半から 1990年代にかけて

再開発され、「アピレ」「ビビオ」「イトーヨーカドー」と

いった新しい大型商業施設が西口にオープンした。その

ような状況下で、西友もダイエーも何度か大掛かりな対

策が行われたが、消費の多様化や赤羽の競争激化で、両

者の店舗は色褪せ感が否めなくなった。

 � 流通戦争その後の西友は？

　西友赤羽店の 1号館はもとは「オリンピア映画劇場

（後に「中央映画劇場」）」という映画館。その跡地に

1966年、映画館を運営していたオリンピア興業がビル

（赤羽第一葉山ビル）を建ててテナントに西友が入居し

「西友ストアー赤羽店」が開店した。現在の西友の店舗は

1974年に別のビルで開業したが、1号館閉館後の 2008年

に地上 1階、地下 1階のみと大幅に規模が縮小された。

第一号店は、現在は「赤羽METS」という専門店ビルに

なって本屋、TSUTAYA、スポーツ用品店、カラオケ館な

どが入居。

 

 � 流通戦争その後のダイエーは？

　1969年に赤羽店が開業したが、ダイエーは 2010年ま

でに完全閉店となり、閉店後に建物は解体となり、その

旧西友第一号店舗（現METSビル）

西友現店舗

ダイエー赤羽現店舗
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　池袋や新宿へ流れてしまうという懸念だ。しかしなが

ら、1985年に運行開始以来、乗降状況には大きな変化も

見られなかった。

　2014年度の 1日平均乗車人員（89,489人）を見ると

JR東日本管内で他の鉄道会社の路線への乗り換えができ

ない駅としては大森駅、三鷹駅に次いで第 3位である。

結果、現在の乗車人員約 9万人は昭和末から平成時代を

通じて変わらない。

　池袋や新宿への大流出は食い止められたといってよい

のだろう。赤羽は一大危機を乗り越えたといってよい。

最近の傾向として、北区の人口も増え始め、駅の近くに

マンションも増えるなど、赤羽駅の乗車人員は若干なが

ら上向きになっている。

＊ちなみに、赤羽駅は 1885（明治 18）年 3月 1日日本鉄

道により地上駅として開業。品川駅に至る路線の分岐駅

として設置された。そして 1972（昭和 47）年 7月 15日 

に 線路区間表示が改定され、山手線池袋－赤羽間が赤羽

跡地にタワーマンションの「プラウドシティ赤羽」が建

設された。近くに 2代目となる「ダイエー赤羽店」を再

開業したが、開業後も業績は悪化し続け、結局 15年ぶり

にイオン傘下の元で 2015年 6月 20日に「フードスタイ

ルストア」としてにリニューアルオープンしている。

＊最近の赤羽の商業は、大型商業施設は駅の西口側にシ

フトされ、中小店舗は東口側というように棲み分けがな

された街になった。今は、赤羽駅西口前にある『イトー

ヨーカドー』の一人勝ちとなっている。

uエポックメーキング③

埼京線の誕生（1985年）⇒交通利便性アップで池袋・新

宿など副都心部との戦い勃発

 　1985年に赤羽～池袋間を走行していた赤羽線と赤羽～

大宮間に新設された在来線と大宮～川越間を走行していた

川越線が統合され、埼京線が誕生した。武蔵浦和駅経由

の通勤新線（東北本線の別線）が開業し、当駅を介して

赤羽線と一体化して列車を運行開始、運転系統名を埼京

線（通称）とした。

　新宿・渋谷方面に直接運行される埼京線の運行は赤羽

にとってプラスとなるのかマイナスになるのか地域の大

問題として注目された。かつての赤羽駅の乗降客動向は、

マンモス団地が赤羽台や桐ヶ丘に誕生したりで、赤羽駅

前の商業復興が功を奏し、昭和 40年半ばに乗車人員数は

一日平均約 12.5万人と最大ピークを記録している。その

後、赤羽や周辺の街の人口も減りはじめ、池袋や上野の

開発の影響で乗車人員も減り続け、約 8万人台まで落ち

込んでいた。

　そのような状況での埼京線の運行は大問題であった。

池袋や新宿への通勤や通学、買い物流出が懸念され、ま

た当駅は、埼玉県川口市、蕨市、戸田市、さいたま市な

どや、それ以北の同県内の都市から東京都心部へ移動す

る際に経由する駅であり、今まで赤羽に来ていた顧客が

交通の便が良くなった

平成時代の乗車人員推移／JR赤羽駅(人)

平成5年 87,534

平成10年 80,594

平成15年 85,083

平成20年 88,351

JR赤羽駅乗車人員推移
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線として分離・改称されている。

　近隣の交通網であるバス路線は、東京の近郊の駅では

重要な役割を持つ。赤羽駅前のバス路線網であるが、赤

羽駅前に出入りするバス路線は、赤羽駅東口・西口ロー

タリー付近に多くの路線バス会社（国際興業バス、東京

都交通局、関東バス）の発着場が備えられ、広域なバス

網を持っている。2015年 4月 1日からは、羽田空港行の

空港連絡バスが東口 9番のりばに発着するようになった。

赤羽は東京城西・城北エリアの交通拠点となっている。

 � 赤羽駅新線計画・構想中の路線

・ メトロセブン　東京都特別区の都心部から約 10km圏

の北東部地域を結ぶ環状鉄道計画。北区の赤羽駅と江戸

川区の葛西臨海公園駅を結ぶ予定である。

・ エイトライナー （8Liner） 東京都都心部から約 10km圏

の西部及び北部地域を結ぶ環状鉄道計画。環八通りの地

下などを利用して、羽田空港と赤羽駅とを結び、大田区、

世田谷区、杉並区、練馬区、板橋区、北区を通る、約

43kmの環状線を建設しようという計画である。

uエポックメーキング④

JR赤羽駅改修・リニューアル（2011年）⇒「駅」を核

に集客する街づくりで再開発

 

　JR東日本では、2011年に「赤羽駅リニューアル計画」

を発表し、駅を中心に街づくりを推進することをスター

トさせている。埼玉県川口市、蕨市、戸田市、さいたま

市などや、それ以北の同県内の都市から東京都心部へ移

動する際に経由する駅であり、また山手線と併走する西

側の埼京線・湘南新宿ラインと東側の京浜東北線・宇都

宮線・高崎線への分岐点であることから、多くの乗り換

え客が集中する。そのため、赤羽駅では駅ナカ「エ

キュート赤羽」開業とともに乗り換え経路を増加させ、

乗り換え客の利便性向上を図った。

　リニューアルは北改札内と駅部中央に乗り換え用の新

コンコースを整備し、利便性を向上させ、2011年 9月に

は南改札寄りの増設エリアの整備を完了している。駅ナ

カ『エキュート』も全面開業し、多数のスイーツ・デリ

系ショップを中核とし、コンビニエンスストア、カフェ、

蕎麦店、書店などのほか、雑貨店、婦人衣料店などが開

業している。

　さらに、北改札の北側改札外からの高架下、途中都道

中十条赤羽線ガード下を挟み、大宮方約 350メートルに

渡りショッピングセンターを設置した。元々は「アル

駅東口正面奥にスズラン通り商店

赤羽駅東口バスロータリー

赤羽駅高架下「ビーンズ赤羽」
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雑貨店、婦人衣料店などが出店している。

 

 �「ビーンズ赤羽」。2015年月にグランドオープン。

　北改札の北側改札外からの高架下、途中東京都道 460

号中十条赤羽線ガード下を挟み、大宮方約 350メートル

に渡り設置されているショッピングセンター。2014年 11

月 13日「ビーンズ赤羽」として旧店舗群のアルカードを

統合・リニューアルした。ジェイアール東日本都市開発

が開発・運営。

　ホームセンターの「ビバホーム」やペット用品店の

「ビバペッツ」、手芸用品店の「ユザワヤ」、スポーツ用品

がそろう「スポーツオーソリティ」をはじめ「カルディ

コーヒーファーム」、「スターバックスコーヒー」など、40

以上のショップが入っている。駅ナカと駅直結型の

ショッピング施設だけでも、90以上のお店がある。仕事

帰りにお惣菜を買ったりと、気分や用途に合わせて、多

彩な使い方ができる。

カード」があったところを整備し 2014年 11月 13日

「ビーンズ赤羽」として統合・リニューアルした。駐車場

も備え、自家用車利用者も顧客として取り込んでいる

ジェイアール東日本都市開発が開発・運営している。

 � 駅ナカ &駅直結の商業施設「エキュート赤羽」　2011

年開業。

　 “ 駅ナカ ”商業施設の「エキュート赤羽」は北改札内に

2011年 3月 26日に開業したジェイアール東日本都市開

発が開発・運営する改札内商業施設。「ベーグル &ベーグ

ル」、「グリーンデリ」、「アール・エフ・ワン」などの食品

や惣菜の店舗に加え、「ローラアシュレイ ギフト&アク

セサリーズ」や「ミコア ローリーズファーム」といった

ファッション関連の店など、全 51のショップがある。仕

事帰りなど、最寄り性が高い店舗が多い。多数のスイー

ツ・デリ系ショップを中核とし、コンビニエンスストア

「NEWDAYS」、カフェ「BECK'S COFFEE SHOP」、蕎

麦店「そばいち」、書店「BOOK EXPRESS」などのほか、

Ⅳ－赤羽の魅力度　レーダーチャート
昭和の街から変身中の赤羽の街

赤羽 コメント

ⅰ 商業パワー（規模） 8.0 大型店を巻き込んだ安売り競争が激しい商業

ⅱ 商業クオリティー（専門） 6.0 最寄品雑貨や安売り食料品が多く高級感はほとんど見られない

ⅲ 商圏カバー（広域） 7.0 東京北部エリアから広域に顧客吸引するが都心流出も大きい

ⅳ 街環境（美管理） 7.0 道路は比較的整備されているが、中小の古いビルが多い

ⅴ マルチ交通（多様） 8.0 バス網が広域。鉄道は都心部とのアクセスが良好

ⅵ 娯楽・文化（活動性） 7.0 パチンコ店が一部地域に密集。地域の学習活動は活発

ⅶ 居住環境 7.5 東側と西側で大きな違い。東は古くて低い住宅街、西はマンション街
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赤羽 北千住 三軒茶屋 中野 自由が丘

ⅰ 商業パワー（規模） 8.0 8.0 4.5 7.0 6.5

ⅱ 商業クオリティー（専門性） 6.0 6.5 6.0 8.0 7.5

ⅲ 商圏カバー（広域） 7.0 8.0 7.5 7.5 9.0

ⅳ 街環境（美管理） 7.0 5.5 6.5 7.0 8.0

ⅴ マルチ交通（多様） 8.0 9.0 8.0 8.5 5.0

ⅵ 娯楽・文化（活動性） 7.0 5.0 6.5 7.0 5.0

ⅶ 居住環境 7.5 7.0 7.5 8.5 9.0

街の魅力度レーダーチャートチェック項目評価点（各項目10点満点）

魅力項目 チェック要素 備考

Ⅰ・商業パワー（規模） 小売販売額、大型店舗出店 活動的であり、多様性に富んだ商業・サービス

Ⅱ・商業クオリティー（専門性） 専門化、多種多様、個性化 創造的才能にあふれた店舗・事業所

Ⅲ・商圏カバー（広域） 鉄道乗降客・非定期比率 他県からの来街、若者動員

Ⅳ・街環境（管理） 清潔・保守・運営 店舗の街並み、道路整備状況、商店街組合

Ⅴ・マルチ交通（多様） 鉄道網、バス路線、駐車場 近隣の交通動線、回遊性

Ⅵ・娯楽・文化（活動性） パチスロ・ゲーム・シネマ・アート施設 大人のレジャー・文化活動

Ⅶ・居住環境 一戸建て、マンション、買い物、医療 地域社会の充実、人々の帰属性が高い

三軒茶屋 北千住 赤羽

2

4

6

8

10

居住環境

娯楽・文化（活動性）

マルチ交通（多様） 街環境（管理）

商圏カバー（広域）

商業クオリティー（専門性）

商業パワー（規模）
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　東京 10 km～ 20 km圏の街がなぜ活性化しているの

か？本探訪シリーズでは、今まで「自由が丘」「三軒茶

屋」「北千住」「中野」をレポートしてきた。前回（第六

回）は、東京の北の玄関である「北区赤羽」をとリあげ

た。今回は東京の南の赤羽ともいわれる『大田区蒲田』

をレポートした。

　蒲田という街は、大正末から昭和の初めにかけて東京

の郊外住宅地として、また、京浜工業地の職住生活交通

拠点として現在に至るが、今でも JR京浜東北線、東急

池上線、および多摩川線、京急本線・空港線の 4路線の

蒲田駅を抱え、都心や羽田への交通の利便性は東京でも

ナンバーワンの立地だ。この蒲田は、交通の便が良いだ

けに不動産投資など大きく揺れ動いてきた。今でもバブ

ルの残滓が残ったままだが、蒲田はいま、居住環境重視

型の街となるのか、国際化を重視する地域へと向かうの

か選択を迫られている。

大昭和時代の面影が見え隠れする蒲田。新陳代謝が

少ない

バブル崩壊・平成不況の傷が深く、迷走する街づくり
　蒲田は、東京 23区としては都心から離れ、吉祥寺や川

口、松戸、市川と同じ都心 15km圏である。多摩川を挟

んで神奈川県川崎市と接する。街は JR京浜東北線により

東西に分断され、北端は呑川、南端は東京都道 311号環

状八号線、西端は池上線、東端は第一京浜とする、おお

よそ東西 1.6km、南北 800m程度のエリアに商業地が集

中している。

Ⅰ－蒲田の街データ　ア・ラ・カ・ル・ト
　地理的にみると、大部分を占める平野には市街地が広

がり、ビルやマンションなどが立ち並び、京浜運河より東

側は埋立地となっており、物流拠点や工業団地がある。

戦前から都心から外れる地区では有数の繁華街、商業地

区であったが、1945年 4月 15日の空襲（城南空襲）によ

り蒲田駅周辺は太平洋戦争末期に焦土となった。しかし、

復興の土地区画整理事業により現在の街並みの原型が形

成された。

（1） 大田区の人口　職住近接型の居住者が多数

　大田区区域の人口は、1966年（昭和 41年）に史上最大

750,412人となり、以降人口減少が続いたが、1995年か

ら都心の人口回帰現象と軌を一つにして、大田区の人口は

増加に転じている。世帯数はさらに急増傾向にある。また、

世帯当たりの人員は縮小傾向にあるが、これは「夫婦と子

供世帯」の大家族世帯が減少し、「単身世帯」や「夫婦の

みの 2人世帯」が増加していることを示している。

2015年 11月 25日第 7回 

東京都市圏における『 10 km ～ 20 km 圏エリア』にある街を探訪する。その魅力は？

都市（街）探訪シリーズ

蒲田
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　昼夜間人口は、都心の区では夜より昼の人口が多く、郊

外の町では昼より夜の人口が多いが、大田区はその中間に

当たる。「職住近接」型が多く区域に居住している。就業

者の内、約 54%が区域内で勤務している。

（2） 大田区の産業　商（卸小売）・工（金属製造工場）混

在。中小商工業エリア

　工業においては、大田区は大森に東京ガスが 20世紀初頭

に工場を設けて以来、東京都内で最大の工場集積地を形成

し、川崎市、横浜市と共に京浜工業地帯の中核をなしてい

る。平成 17年工業統計調査（平成 17年 12月 31日現在）

によると、区域は 4,778の工場、37,641の従業者、761,087

百万の製造品出荷額があり、何れも東京 23区最大である。

近年は生産拠点の海外移転、後継者不在等により工場減少

が続いている。一方、商業においては大規模小売店が新設

される一方で既存店舗と商店街は衰退傾向にある。

Ⅱ－蒲田の魅力

uその 1

都心へ羽田へと交通利用の選択肢が豊富で超便利

　蒲田駅は大正末から昭和の初めにかけて、東京戦前昭

和の郊外住宅地として、また、戦前の京浜工業地として

の羽田地区の職住生活交通拠点として現在に至る。交通

u蒲田ワンポイント

　蒲田（東京都大田区）は、JRおよび東急の駅を中

心とし、蒲田・西蒲田・蒲田本町の北端エリア指す

ことが多い。このエリア全体を見ると、中心部に JR

京浜東北線、隣接して東急池上線、および多摩川線

の蒲田駅、東端に京急本線・空港線の京急蒲田駅が

ある。JR蒲田駅と、京急蒲田駅は、道なりで約

830m（徒歩 11分）離れている。羽田空港が近く、

京急蒲田駅からは空港線電車が、また JR蒲田駅東口

からは空港行路線バスが早朝から運行しており、蒲

田駅は東京城南地区の空港アクセス拠点のひとつと

なっている。大田区という地名の由来は、「大森」の

『大』と「蒲田」の『田』を合わせて「大田区」と

なったようだ。

拠点であることからいえば現在は飛躍的に強化されてい

る。現在の蒲田は、JR蒲田駅と東急の駅（池上線と東急

多摩川線の 2路線が乗り入れる東急線蒲田駅）があり、JR

蒲田駅の初電発車時刻は 23区内の駅でもっとも早く、終

電到着も午前 1時過ぎになっている。また、五反田方面

から来る東急の二支線の終点にもなっており、しかも東

急線は始発駅なので通勤に利用するのに便利だ。京浜急
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の小売商業規模は約 830億円で、東京近郊街では「二子

玉川駅前」「錦糸町駅前」に次ぐトップクラスにある。商

業集積は、JR蒲田駅の東西に広がっているが、有名な大型

百貨店はないが、東西共にディスカウント色の強い店舗が

多く、東急 22路線の沿線顧客や羽田エリアなどを商圏と

して活気のある商業地となっている。蒲田の商業は、最近

は隣接する川崎の大型施設【ラゾーナ川崎】の影響で蒲

田の顧客の川崎への流出が見られ、商業の活気に陰りが

見られる。

 � JR蒲田駅 西口・南口エリアの商業　　

　駅前はロータリーになっており、並木道が伸びている。

東急バスが発着する。東急プラザ（年商は約 65億円／平成

行も、京急蒲田駅は快速停車駅なので、ほとんど待つこ

となく電車に乗れる。JR蒲田東口～京急蒲田の間に住む

とすれば、JR京浜東北線・京浜急行線・東急多摩川線・

東急池上線の 4線を利用することができ交通手段の選択

肢が多い。JR蒲田駅前を核とするバス路線は、昭和 40年

代には川崎市内・横浜市内へ、また 1984年（昭和 59

年）2月までは目黒・世田谷両区への直通路線もあったが、

いずれも廃止になっており現在は品川駅行きが港区に入

る以外は原則として大田・品川区内で完結する路線しか

ない。しかし、近隣は充実している。タクシー乗り場は

東口、西口双方にある。

 � 利用状況

・ JR東日本 – 2014年度の 1日平均乗車人員は 140, 290

人である。同社の駅では第 20位

・ 東京池上線 – 69,631人（線内 2位）、東急多摩川線 – 

87, 970人（線内 1位）、合計 – 157, 601人

・ 京浜急行京浜本線 – 47,473人（2012年度）

uその 2

多種多様な小店舗中心の商店街と多様なスーパー群が混

在。超便利な買い物の街

　蒲田には、スーパーがいくつかあるが、夜遅くまで営

業しているスーパーが多い。マルエツの蒲田店は深夜 1

時まで営業、オリンピックの蒲田店は夜 10時まで営業、

京急蒲田駅前のライフも深夜 1時まで営業している。また、

パリオやサンカマタなどの駅ビルも夜 9時まで営業してい

る。仕事帰りにおかずを買うなど、大変便利だ。大抵のも

のは駅周辺ですべて揃えられる。蒲田駅前の商業集積地

最近のJR駅に変化が。ほとんど変動がない東急2路線　～1日平均乗車人員推移（単位：人）～

年度 JR東日本京浜東北線 東急池上線 東急多摩川線

1989年（平成元年） 118,383 31,704 31,284

1998年（平成10年） 127,740 32,707 43,896

2008年（平成20年） 135,701 33,836 41,885

2013年（平成25年） 139,729 34,732 44,051

東京（都心除く）商業集積地レベル（百万円）

レベル 集積地 年間販売額

レベル2

二子玉川駅周辺計 88,844

錦糸町駅周辺計 88,130

蒲田駅周辺計 82,816

中野駅周辺計 79,039

レベル3

自由ヶ丘駅周辺計 65,387

大井町駅周辺計 59,857

亀有駅周辺計 49,704

レベル4

赤羽駅周辺計 43,451

荻窪駅周辺計 41,719

北千住駅周辺計 40,413

三軒茶屋駅周辺計 40,142
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26年）、グランデュオ、ユザワヤ等の大型店が存在する一

方、全蓋式アーケード商店街（サンライズ蒲田、サンロー

ド蒲田）が形成されている。パチンコ・スロット店が密集

しており、東京都内屈指の激戦地区である。東京工科大学

蒲田キャンパスや日本工学院専門学校、富士通ソリュー

ションスクエアがあるのもこの西口となる。西口の東急側

には東急プラザ 蒲田がある。一部フロアはGRANDUO蒲

田西館と接続しており、行き来が可能である。

駅西・南口側

ドン・キホーテ蒲田駅前店、東京工科大学 蒲田キャン

パス、日本工学院専門学校

駅南口側

蒲田電車区、ユザワヤ蒲田店、フィットネスクラブ蒲田、

富士通ソリューション

 � JR蒲田駅東口～京急蒲田駅エリアの商業

　駅前はモヤイ像、上昇気流（モニュメント）等が置か

れたロータリーになっており、補助 36号線が通り、京浜

急行バスが発着する。20世紀初頭には松竹蒲田撮影所が

あった。現在はグランデュオ、マルエツ等の商業施設、大

田区役所、区民ホール（アプリコ）、警察署、税務署、郵

便局、年金事務所、労働基準監督署、図書館等の行政関

連施設が集積している。また、アロマスクエアを始めとす

るビジネス街も形成されている。JR蒲田駅と京急蒲田駅の

両駅は約 830 m離れており、その道のりには連綿と商店

が続いており、京急蒲田駅付近には全蓋式アーケード商

店街（あすと）が形成されている。

駅東口側

大田区役所、アロマスクエア（大田区民ホール・アプリ

コ）、メガネドラッグ本店

Ⅲ－街の視点［問題点を探る］
　街を観察するそこにある事実をどうしても理解できない

場合があるが、その街の歴史や事件・出来事を追うと、そ

の街の良し悪しや問題点を発見できることがある。街をあ

る「視点」で観察することは重要だ。蒲田の場合は、戦

前から引きずるものも多く、また、戦後の経済の動向が街

の形成に大きく影響を与えていることがわかる。

u視点・1

バブルの崩壊で傷付いた蒲田の街　後遺症から脱するこ

とが出来ず未だ浮上せず

　現在の蒲田の街の新しい建物はマンションで、古くから

あった中型のビルは中身を変えて並んでいる。この 20数

年間、蒲田の街に起きた大きな変化と言えば、蒲田駅の

駅ビルの大改修と旧蒲田映画撮影所跡地の開発ぐらいで、

他の街に比べ駅前及び周辺の再開発に動きが見られない。

なぜだろうか。90年代の日本全体に起こったバブル経済崩

壊の後遺症が蒲田の街全体に強く残った結果だ。どの街
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もそうだがバブル崩壊で街も混乱したが、最も大きく傷つ

いたのは蒲田の駅前と言ってよい。その象徴が、JR蒲田駅

に隣接する大田区役所移転問題だった。バブル崩壊から

どう街を守るかと言う視点で行政が大田区役所移転に踏

み切ったわけだが、土地や建物に金をつぎ込んでいた民

間業者は、バブル崩壊から立ち直ることが出来ずに消えて

いった。街はその反作用で様々な対応に迫られた。蒲田

では駅前にあった大型商業施設や数多かった金融機関の

撤退や廃業が多くみられた。

　例えば、商業施設では、丸井（→スキップ→蒲田東急

プラザ ANNEX→ 2009年 5月 31日閉館→ 2009年 10

月 30日→ドン・キホーテ蒲田駅店新館）、イトーヨーカ

ドー（→つるかめランド他が居抜き出店）現在は肉のハナ

マサ。金融機関では、日本信託銀行（撤退のため閉鎖、

現在はメガネドラッグ）、東京銀行（東口旧三菱銀行店舗

存続のため閉鎖、現在は紳士服店）、旧東海銀行（現在は

ソニー損害保険）、旧第一勧業銀行（現在はパチンコホー

ル）、旧平和相互銀行（西口にて住友銀行店舗として営業

していたが閉鎖）、旧北海道拓殖銀行（現在は賃貸マン

ション）、中央信託銀行（現在は居酒屋）、東京相和銀行

（現在は駐車場）、新潟中央銀行（現在は東横イン）、旧静

岡中央銀行（現在はローソン）などなど、蒲田駅前及びそ

の周辺は未だにバブル崩壊の後遺症に悩んでいる。

u視点・2

大昭和の面影のみが残る庶民の街。賑やかだが、どこか

雑然とした町並み

 � キネマの街・蒲田 >>>の面影

 　JR蒲田駅東口前付近には、かつて、松竹キネマ蒲田撮

影所があり、1920年（大正 9年）から、神奈川県大船に

移る 1936年（昭和 11年）までの 17年の間、ここから

数多くの名作が世に送り出され、日本の映画文化の発展に

大きく寄与し蒲田は「キネマの都」として全国にその名を

uバブル経済崩壊と大田区役所移転問題

　現在の大田区役所本庁舎敷地は国鉄時代の蒲田駅

荷扱い場所跡地である。1987年（昭和 62年）国鉄

清算事業団による不要財産処分が行われ桃源社が所

有権を取得した。桃源社は商業ビル建設を計画し

1992年（平成 4年）完工したが、その後のバブル

景気崩壊により桃源社が倒産したため区内基幹駅の

隣に未使用のまま無人ビルとして放置される事と

なった。その後、大田区役所本庁舎建替え問題が浮

上し新庁舎候補となった。当時、「200億円以上の

税金投入となる」「行政による住専救済である」等反

対意見の両論があり住民投票請求が行われたが大田

区議会はこれを否決し最終的には 2票差で購入案を

可決した。これにより 1996年（平成 8年）大田区

がこのビルを購入し、大規模改修の後 1998年（平

成 10年）移転が行われた。
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かっているのか、そのための新しいランドマークを期待す

る向きがある。

　蒲田の今のランドマークとみらいのランドマークを見て

みよう。

u『現在』の蒲田のランドマーク

2020年まで生き残る平成時代の産物

 

 � 駅ビル

　蒲田駅ビルは、2007年 7月末まで蒲田ステーションビ

ル株式会社（1963年 2月 11日会社設立）が運営してい

た。東口側には、「パリオ」（1962年開業）、西口側には

「サンカマタ」（1970年開業）が営業していたが、施設の

老朽化・陳腐化が激しく、バリアフリー対応も不十分なた

め、JR蒲田駅改修に合わせて 2007年 8月 1日から 2008

年度春まで全館一斉休業し、大規模改修に着手した。そ

して、2008年 4月 16日より「GRANDUO（グランデュ

オ）蒲田」が開業した。GRANDUO蒲田店は、立川店に

知られるようになった。　

　日本初のトーキー（有声）長編映画は、昭和 6年公開の

『マダムと女房』だった｡ 撮影したのが蒲田撮影所。しか

し、現在は蒲田に映画館は 2スクリーン存在するのみ。

映画のイメージを彷彿させるものはない。過去のものと

なってしまった。

 � 城南地区最大の風俗地帯の面影

　蒲田地区は金属、機械工場が多く分布し、就業者も数

十万人にも及び、蒲田駅周辺は城南地区では五反田と並

んで二大風俗地域と呼ばれ、朝まで賑わっていたが、い

まは、ほんの一部のところに居酒屋、小料理屋、スナック

などの飲食店が密集しているが、過日の面影はない。

 � いまは羽根付き餃子の街 &ラーメン激戦区

　蒲田は「餃子の聖地」として全国的に有名。特に「羽

根付き餃子」が有名。羽根付き餃子の歴史を作ったとい

われているのは「ニイハオ」。他にも「歓迎（ホァンヨ

ン）」や「金春（コンパル）」なども有名だ。

　そして、ラーメン屋もかなりの数がある。有名どころで

言えば「むつみ屋」・「和鉄」なども蒲田に出店しており、

最近では東口にちょうど同じ時期に 2店のラーメン店が向

かい合わせでオープンするなど激戦区となっている。最近

では新築分譲マンションも増えているが、蒲田にはたくさ

んの賃貸物件がある。駅のすぐ近くは、夜になってもザワ

ザワしている雰囲気があるが、少し離れるとアパートが多

く、その若い住民が餃子とラーメンの商売を支えていると

思われる。

u視点・3

ランドマークの「新・旧」ギャップに戸惑う

　どの街にもランドマークと言うものがある。そのランド

マークが現在の新しい居住者あるいは来街者からは注目を

浴びずに佇んでいるものもある。過去のものとして切り捨

てられるものもある。一方で、将来のその街がどこに向
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続き 2店目の開業となる。

 � アロマスクエア

　アロマスクエアは、1998年 10月に竣工。東京都大田区蒲

田にある再開発地区であるが、JR京浜東北線・東急多摩川

線・池上線蒲田駅の東側にあり、京急本線・空港線京急蒲

田駅からも徒歩圏内である。この場所は、戦前には松竹蒲田

撮影所が存在した場所で、高砂香料工業の工場跡地にあた

る。大田区と日本生命が共同で開発し、高砂香料にちなんで

「アロマ」の名がつけられた。なお隣接する大田区民ホール

「アプリコ」を含めた地区を総称して大田区では「アロマス

クエア街区」と呼んでいる。ニッセイアロマスクエア（地上

18階、地下 3階、塔屋 1階の複合ビル、区営駐車場、駐輪

場を併設）、大田区民ホール「アプリコ」（地上 5階、地下 1

階、塔屋 1階、地下 1階には松竹蒲田撮影所のジオラマを

展示）、オフィス部分（日本生命、ソニー損害保険などが入

居、郵便局、マクドナルド、タリーズコーヒー、その他飲食

店などがテナントとして出店）により構成されている。

 � ユザワヤ

　1955年（昭和 30年）10月、東京・蒲田にて湯沢屋毛糸

店として創業、屋号は創業者・畑中利元の妻の旧姓に由来

する。毛糸・布地など服飾材料の格安販売に端を発し、後

に手芸関連として工芸・園芸・文具・模型等のホビー材料

などに布地関連として紳士服地や紳士・婦人服のイージー

オーダーなどに販路が広がった。キャッチフレーズは、世

界のホビーハウス。

 � 京急蒲田駅

　中規模のビルが林立しており、連続立体交差事業が始

まってからの約 10年間で中・高層のマンションが数棟建

設された。西口周辺は駅前広場の設置や広範囲にわたる

再開発が計画されている。2012年 12月には当駅南東にあ

る南蒲田交差点の立体化が完成し、道路環境が変化した。

2015年現在、西口駅前の広範囲に渡って「京急蒲田西口

駅前地区第一種市街地再開発事業」が進められ、駅前広

場や道路と一体的に 20階建の高層複合商業施設が完成。

u『未来』の蒲田のランドマーク

羽田空港のアクセス改善、「東急」蒲田と「京急」蒲田を

結ぶ「蒲蒲線」計画

　国際線ターミナルが拡張され発着回数が 40万回以上／年

に拡大する、羽田空港へのアクセス強化をはかる計画のひと

つが「ふたつの蒲田駅」を結ぶ新空港線「蒲蒲線」構想だ。
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業交流施設、多目的広場、駅前広場を導入し、空港・市

街地双方への近接性を活かした創造と交流の場としての

まちづくりを進めている。産業交流拠点では、ものづくり

企業の集積と羽田空港に隣接する立地特性を活用し、海

外企業と国内中小企業とのビジネスマッチングを行うこと

で、新製品・新技術の創出を目指している。また、海外と

の加工・製造取引を促進するほか、「クールジャパン」を

世界に発信する機能を構築し、海外需要の獲得に貢献す

るものとしている。

出典：大田区ホームページ

 � 蒲蒲線

　蒲蒲線は当初、蒲田付近を活性化させる案として離れ

たふたつの駅を結ぶ地下鉄を作ろうという案だった。しか

しそれだけでは費用対効果が見合わない。ところが、羽田

空港が拡張し、京急電鉄が空港地下に乗り入れるように

なると、蒲蒲線には空港アクセス路線としての役割が見え

てきた。

　さらに、東急目黒線と京急電鉄を直通させれば、東横

線と東京メトロ副都心線を経由して、そこに乗り入れる西

武鉄道や東武鉄道からも羽田空港へアクセスできる。蒲

蒲線は大田区のプロジェクトだけではなく、東京の、日本

の空の玄関に関するプロジェクトに「昇格」した。

　大田区では、日本を「世界の成長センター」へと押し上げ

るため、羽田空港跡地に「地域」、「ひと」、「技術」をつなぎ、

「世界」とつながる産業交流拠点の形成を目指している。

 � 羽田開発

　羽田空港跡地の沖合展開により発生した空港跡地の活

用について、市街地に隣接する跡地第 1ゾーンには、産

Ⅳ‐蒲田の魅力度　レーダーチャート
大昭和の面影が見え隠れ！新陳代謝が少ない蒲田の街

街の魅力度レーダーチャートチェック項目評価点（各項目10点満点）

魅力項目 チェック要素 備考

Ⅰ・商業パワー（規模） 小売販売額、大型店舗出店 活動的であり、多様性に富んだ商業・サービス

Ⅱ・商業クオリティー（専門性） 専門化、多種多様、個性化 創造的才能にあふれた店舗・事業所

Ⅲ・商圏カバー（広域） 鉄道乗降客・非定期比率 他県からの来街、若者動員

Ⅳ・街環境（管理） 清潔・保守・運営 店舗の街並み、道路整備状況、商店街組合

Ⅴ・マルチ交通（多様） 鉄道網、バス路線、駐車場 近隣の交通動線、回遊性

Ⅵ・娯楽・文化（活動性） パチスロ・ゲーム・シネマ・アート施設 大人のレジャー・文化活動

Ⅶ・居住環境 一戸建て、マンション、買い物、医療 地域社会の充実、人々の帰属性が高い

「蒲蒲線」予定路線図
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蒲田 コメント

ⅰ 商業パワー（規模） 8.0 小店舗で密集する商店街。安売り競争が激しい。人口密集地域密着型

ⅱ 商業クオリティー（専門性） 6.0 安売りスーパーや雑貨店が多く高級感は、ほとんど見られない

ⅲ 商圏カバー（広域） 6.0 東急沿線・羽田地区から集客するも、川崎への流出が拡大中

ⅳ 街環境（美管理） 6.0 道路は比較的整備されているが、中小の古いビルが多い

ⅴ マルチ交通（多様） 9.0 バス網が広域。鉄道は都心部とのアクセスが良好

ⅵ 娯楽・文化（活動性） 6.5 パチンコ店が一部地域に密集。地域の学習活動は活発

ⅶ 居住環境 7.0 東側と西側で大きな違い。東は古くて低い住宅街、西はマンション街

蒲田 赤羽 北千住 三軒茶屋 自由が丘

ⅰ 商業パワー（規模） 8.0 8.0 8.0 4.5 6.5

ⅱ 商業クオリティー（専門性） 6.0 6.0 6.5 6.0 7.5

ⅲ 商圏カバー（広域） 6.0 7.0 8.0 7.5 9.0

ⅳ 街環境（美管理） 6.0 7.0 5.5 6.5 8.0

ⅴ マルチ交通（多様） 9.0 8.0 9.0 8.0 5.0

ⅵ 娯楽・文化（活動性） 6.5 7.0 5.0 6.5 5.0

ⅶ 居住環境 7.0 7.5 7.0 7.5 9.0

蒲田赤羽自由が丘

2

4

6

8

10

居住環境

娯楽・文化（活動性）

マルチ交通（多様） 街環境（管理）

商圏カバー（広域）

商業クオリティー（専門性）

商業パワー（規模）
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　東京 10km～ 20km圏の街がなぜ活性化しているの

か？本探訪シリーズでは、今まで「自由が丘」「三軒茶

屋」「北千住」「中野」「赤羽」「蒲田」をレポートしてき

た。今回は東京の近郊で新宿と渋谷に隣接する世田谷の

「下北沢」を取り上げた。

　70年代 80年代と渋谷街づくりが盛んで多くの若者が

渋谷に集まったが、下北沢は大きな副都心に対抗するが

ごとく小劇場やライブハウス、アメリカンカジュアル

ファッションが下北沢駅前に集中出店し、狭いながらも

密度のある若者の街として人気を呼んだ。それから約 30

年を過ぎようとする中、狭小でせまい街の形は今でも変

わらない。

　80年代ノスタルジアを醸し出すが、道路の不備により

商店街全体の回遊性もままならない状態にあり、多くの

人に楽しんでもらうショッピング環境としては、きわめ

て劣悪である。念願であった小田急線の駅の地下化が実

現したものの駅前再開発は頓挫したままだ。2020年へ向

け東京の都心部・副都心部が華麗なる変身を遂げ始める

中、下北沢は、いまのままでいられるわけではない。再

開発推進で大揺れする下北沢が新しく生まれ変わること

ができるのか。変われるパワーや素材が下北沢の街にあ

るのかどうか探ってみた。

駅前広場の整備の遅れで下北沢商店街に陰りが…。
　元々水田地域であった処に小田急線「下北沢駅」が開

業（1927年）した後、商業地が形成された。商業地以外

は帝都線（現：井の頭線）の開通や池ノ上などの集落の

形成を経て、宅地化が急速に進んでいった。宅地化の進

む過程で、企業が厚生施設や研修所などを設ける例も散

見されたが、近年、急速にこれらの施設の廃止が進んで

いる。国士舘大学世田谷・梅ヶ丘キャンパス、明治大学

和泉キャンパス、東京大学駒場キャンパスなどが近いた

め、学生の訪問も多い。下北沢は、急速な宅地化に街路

など公共スペースの整備が追いつかずに狭小な街路が目

立つ街並みとなり、宅地化後は全体的に大きな変化はな

く推移してきている。

2015年 12月 23日第 8回 

東京都市圏における『 10 km ～ 20 km 圏エリア』にある街を探訪する。その魅力は？

都市（街）探訪シリーズ

下北沢
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街の視点　ポイント・Ⅰ
個性ある商店街がバラバラに混在。それが「しもきた」

の魅力？

（1） 若者に人気があり、話題となるが、80年代の街が色

濃く残る下北沢 

　下北沢は、テレビや雑誌などで吉祥寺・三軒茶屋・自

由が丘・中目黒・代官山などと並んで若者の街・ファッ

ションの街に加えて小劇場の求心的な地域として紹介さ

れる事が多い。下北沢商業の中心である「駅」は、小高

い丘を挟んで位置し、南口は低く、西口周辺は高い位置

にあり、狭隘な街路が入り組むといった地域特性がある。

　下北沢の商業の実際を見ると、商業集積地は小田急線

の線路 (現在は地下化）により概ね 4つに区分された状

態にあり、回遊性に乏しい。若者向きの商店街が南方向

に向かって拡がる一方で、周辺住民を対象とした雑貨

屋・古着屋・生地屋などが古くから存在している。かつ

て、80年代ではあるが、下北沢がコットン・タウンと呼

ばれ脚光を浴びた時期もある。いくつかの店舗名にコッ

トンを付けたものがある事で当時の名残りが偲ばれる。

北口の駅前には「下北沢北口駅前食品市場」という戦後

の闇市の名残りの場所もあった。現在は、取り壊され再

開発中である。

（2） 下北沢の商業は都内繫華街に中では低位。商業規模

は小さく、販売パワーは弱体化

　下北沢の駅前を中心とする商業集積地は、新しい店舗

の多くは最近のメディアなどで集まる客を相手にしなが

らも昔ながらの店舗も残っている。新旧が混在している

雑多な街であり、それが魅力でもある。しかし、下北沢

の商業集積地である駅前の商業エリアの販売額は、年間

で約 2,700億円（平成 19年度）であり、近隣の ｢三軒

茶屋駅前商業集積地｣ の約 4,000億円に較べると約 7割

である。下北沢の商業集積地の年間販売額は、東京の他

u下北沢の街・ワンポイント

・ 下北沢は、東京都世田谷区の北東部に位置する。

北に渋谷区笹塚・幡ヶ谷、東に同区大山・上

原・目黒区駒場等、南に世田谷区池尻・太子堂、

西に同区代田・大原に接する。

・ 交通は京王井の頭線・小田急小田原線が走って

おり、下北沢駅が乗換駅となっている。京王井

の頭線及び小田急線の利用で渋谷・新宿へ十数

分でアクセスでき、利便性が高い。

・ 道路は、茶沢通りの他に東京都道 420号鮫洲

大山線や井の頭通りが通るものの、自動車は元

より、休日には自転車の相互通行もままならな

い様な幅員 2m程度の狭小路地が多く、下北

沢駅前の商店街などではそれら狭小路による安

全上の問題が数十年前から指摘されている。

・ 下北沢はメディアで取り上げられ続けているが

「駅前」のイメージが強い。駅前周辺 500

メートル以遠では一部に近隣商業又は路線商業

地域が形成されているものの、概ね住宅地で、

中小規模の共同住宅、木造等の戸建住宅が多い

地域となっている。



90

東京10km～20km圏、その魅力。“ 生き続けられるまちとは？”　Phase〈Ⅱ〉都市の魅力を構成する要素とは？

の有名な繫華街のそれと較べてもかなり低レベルにある。

商店数も大型店舗も少なく、小ぶりの専門店や飲食店が

多くごちゃごちゃしており、人気がある割に商業販売額

は少ない。そのわけは、商業地が鉄道で 4分断され、駅

前広場がなく、道路は狭く地域住民さえ街中に入りにく

い状況が半世紀以上改善されていないことだ。地域ナン

バーワンの大型店であったダイエーもピーコックも現在

は食品スーパー営業に切り替わり、大型小売店舗はスー

パーオオゼキがあるだけでファミリーなど地域住民を吸

収できていない。若者中心に店舗が展開されているが大

きな売上に結びついていない。

　劇場の街との評価も高い下北沢だが、最近は陰りを見

せ始めている。

　下北沢は、1970年代からはライブハウスが誕生し、80

年代には「本多劇場」や小劇場がつくられ、音楽と演劇

の街、若者の街として全国的に知られるようになり、若

者たちが集う店が多く、それが独特の空気を育んできた

が、現在の下北沢は少子化が進む中、若者パワーに陰り

が見られる。

 � 劇場 本多劇場グループ

ミニシアター・KYO、しもきた空間リバティ、アレイ

ホール、映画館・ミニシアター、短編映画館トリウッド

 � ライブハウス shimokitazawa GARDEN（500人）、下

北沢 CLUB 251（400人）、下北沢 Era（300人）、下

北沢MOSAiC（300人）　

　他にも無数のライブハウスが存在

 � ラジオ局 下北 FM（SFMホール「スタジオベイド下北

沢店」内）

下北沢駅前商業は約2700億円　商業統計平成19年度

事業所(数) 就業者数
(人)

販売額
(百万円) 大規模店舗

下北沢駅北口 272 1,257 16,686 1

下北沢駅南口 121 836 10,390 2

計 393 2,093 27,076 3

三軒茶屋 273 2,613 40,142 5

玉川高島屋SC 219 4,001 82,271 1

都心除く商業集積地レベル（百万円）

レベル 集積地 年間販売額

レベル1
立川駅周辺、吉祥寺駅周辺、町田駅周辺

計　約各2千億円前後

レベル2

二子玉川駅周辺 88,844

錦糸町駅周辺計 88,130

蒲田駅周辺計 82,816

中野駅周辺計 79,039

中野坂上駅周辺計 71,268

レベル3

自由ヶ丘駅周辺 65,387

大井町駅周辺計 59,857

亀有駅周辺計 49,704

レベル4

赤羽駅周辺計 43,451

荻窪駅周辺計 41,719

北千住駅周辺計 40,413

三軒茶屋駅周辺 40,142

レベル5

大泉学園駅周辺計 35,872

亀戸駅周辺計 35,138

大森駅周辺計 34,968

小岩駅周辺計 31,109

レベル6 下北沢駅前 27,076
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（3） 下北沢商店街アラカルト　駅中心に広がる 6つの商

店街

 　下北沢駅周辺にはおよそ 6つの商店街があり、下北沢

駅を挟んで各々の商店街エリアでそれぞれ雰囲気が異な

り、その雰囲気にあったお店が出店している。そのため、

下北沢を訪れた人にとっては一度で複数回異なる雰囲気

を楽しめることのできる町だ。2013年 3月には小田急線

の地下化が実施され、今後の大規模な都市計画道路の整

備の進展により駅前を中心とした高層再開発型の都市計

画が推進される予定だ。以下で、振興組合ホームページ

を参考にして各商店街の概況を見てみる。

①下北沢一番街商店街振興組合　古くからの地元住民に

愛される

　当商店街は、小田急線・京王井の頭線下北沢駅北口に

位置し、1939年に設立され、当初から「店員道場」と

言った職業訓練施設を設置するなど、先進的な取組を

行ってきている。地元住民に愛される商店街。老舗が多

く存在し、昔ながらの温かみがある一方で、近年ではカ

フェ、飲食店をはじめとして、オリジナリティあふれる

店が増えている。

②しもきた商店街振興組合　地域住民とピーコックストア

　小田急線・京王井の頭線下北沢駅北口を中心に拡がる

商店街。飲食やファッション、美容など様々な店舗があ

り、多くの若者で賑わうが、地域住民に古くから愛され

る商店街で、地域住民の利便性の向上と地域住民の声に

よる店舗誘致、地域住民と商店街が協働でまちづくりを

進めている。現在、小田急線の地下化に伴う工事が長年

続いており、都市計画道路の建設予定での土地買収によ

るランドマーク店舗の移転などが続いている。平成 30年

（予定）に新しい駅舎が完成し、新たな賑わいと魅力向上

が期待されている。〈ピーコックストア（スーパー &テ

ナント）、無印良品〉

③下北沢南口商店街振興組合　若者で賑わう特異なゾーン

　下北沢駅南口に隣接する商店街。昼夜を通じ若者たち

の来街が多く「特異な賑わいの街」として全国的に知ら

れている。他の商店街に見られる「空き店舗対策・大型

店対策」が必要なく、数少ない大型店とも共存関係・波

及効果利用関係を保っている。小田急線の地下化に伴う

工事が長年続いており、今後の駅舎、都市計画道路の整

備の早期完了が待たれる。〈ダイエーフーディアム（スー

パー&テナント）〉

④下北沢東会　劇場と特徴ある飲食店が並ぶ通り

　下北沢駅南口から北方向に拡がる地域で、商業集積度

が高く、昼夜間問わず非常に活気に溢れたエリア。特に、

本多劇場を中心に、小劇場ライブハウスなどの若者に

とって魅力ある施設が多数存在。その周囲には様々な特

徴ある飲食店が建ち並ぶなど、若者を中心として、多く

の来街者がある。近年、駅周辺の再開発が進められてお

り、まち全体が大きく変貌しようとしている。〈本多劇場、

オオゼキ（スーパー）〉

ピーコックストア スーパーオオゼキ
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街の視点　ポイント・Ⅱ　
大ピンチの『しもきた』の動員力。下降続く「下北沢駅」

の乗降客数

 � 駅の乗降客数の前年比は両線ともに記録的な減少

　東京近郊で古くから郊外電車として発展してきた両線の

下北沢駅の利用状況を見ると、京王電鉄の 2014年度の 1

日平均乗降人員は 114,056人で、小田急電の 2014年度の

1日平均乗降人員は 114,669人である。

　下北沢駅は、入線する京王電鉄・小田急電鉄の鉄道 2

路線の沿線各駅の乗降客数の中では、両線とも路線駅の

中で乗降客数が上位に入り、両線で主要駅の一つとなっ

ている。しかし、両線ともに下北沢の乗降客数は減り続

けており、2013年度と 2014年度は対比では、下北沢駅

の地下化工事がとその後の未整備で、京王、小田急とも

に記録的な減少を記録した。

⑤下北沢南口ピュアロード新栄商店会　ノスタルジック

な雰囲気を演出

　街のイメージというものを重視する商店街。個性的な

店が多く、それでいて全体としてみれば、どことなく昔

懐かしい香りのする通りに合わせて、平成 4年に設置さ

れた街路灯が、街のノスタルジックな雰囲気を引き立た

せている。通りのシンボルは街路灯アーチ。

⑥代沢通り共栄会　若者向け新店舗が増えはじめた商店街

　当商店街は、昭和 50～ 60年代まではごく普通の商店

街。ここ十数年来「下北沢 =若者の街」と言われるよう

になり、その影響は濃くなってきている。従来の既存の地

 � 下北沢駅乗降客数の長期推移　1990年に入ってから、

乗降客数が減少している。

　昭和の時代から平成 26年までの下北沢駅の乗降客数の

長期推移を見ると、バブル経済到来までの乗降客数は確実

に増え続けた。

　しかし、バブル崩壊とともに乗降客数は下降を続けて

いる。リカバリーもないまま現在に至っている。このよ

うな乗降客トレンドを見せる駅は珍しい。街によほどの

事がない限りありえない話だが、下北沢にはその理由が

下北沢駅北口下北沢駅南口

域密着型店舗は減る一方で、これに代わって若者向けの物

品販売店、ミュージック関係、飲食店、大型系列の店舗な

どが増えている。
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ある。それは、駅前の道路や広場の状態が昔のまま変わ

らなかったことに原因がありそうだ。

　下北沢の街の中核拠点であり最大の動員力でもある

「下北沢駅」は、駅の地下化や駅前広場の整備の遅れ、ま

た、駅前及び駅周辺道路の狭さによる車の渋滞など下北

沢駅周辺の道路状況は最悪である。しかし、これは今に

始まったことではない。行政の話では、駅および駅周辺

の環境整備は 30年前からの懸案事項であったようだ。

　東京の通勤電車の沿線にある各駅前の殆んど整備され、

バスや自動車の乗り入れも便利になっているが、こと下

北沢駅前となると全くの手付かずだ。広場も全く整備さ

れずにいる。駅前の交通の混雑渋滞は商売や事業立地を

悪化させた。駅前整備の遅れは、下北沢商店街全体の顧

客の動員力・吸収力を弱めたといってよいだろう。
小田急下北沢駅は路線では第10位だが減少率は最大

駅名 乗降人員2014年 前年比（%）

1位 新宿 488,021 －1.2

2位 町田 289,013 －1.3

3位 代々木上原 243,222 1.1

4位 登戸 159,445 －0.6

5位 藤沢・江ノ島線 159,074 －0.9

6位 本厚木 147,887 0.6

7位 海老名 135,861 －0.6

8位 相模大野 126,479 －1.2

9位 新百合ヶ丘 123,894 －0.5

10位 下北沢 114,669 －5.2

京王井の頭線の下沢駅は渋谷、吉祥煮に次ぐ乗降客数

駅名 2014年度 前比

渋谷 336,805 0.0

下北沢 114,056 －4.1

明大前 38,141 10.4

吉祥寺 140,880 0.9

下北沢駅乗降客数　減り続ける平成の時代下北沢駅乗降客数　増え続けた昭和の時代

小田急線地上線路跡工事下北沢駅西口
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いる。そのため、路線バスの停留所は駅から離れた位置に

設置せざるを得ないなど、バス・タクシーなど他の公共交

通との結節機能が脆弱な環境下にある。

　現在、小田急小田原線の地下化及び京王井の頭線の高架

橋改築に合わせ、世田谷区は駅前広場の整備を予定してい

る。これは地下化後の小田急線の鉄道敷地跡を活用して、

駅南北の一体的な歩行者の拠点となるスペースを設けるも

ので、商業地における希少かつ貴重な空間として、駅周辺

地区の商・住空間の向上、下北沢らしさの魅力を一層高め

ることを目指し、当駅周辺を広域生活拠点として整備する

旨を目的としている。

Ⅰ－下北沢駅周辺地区街づくり
―地域住民もそっぽを向く

　東京都と小田急電鉄は、小田急線の複々線化及び連続

立体交差事業（地下化）事業を進めている。以前から下北

沢駅周辺の市街地整備について地元商店街や町内会など

の要望（日用品を求める地域住民等買物客の回遊性や安

全性の向上）もあり、世田谷区が 2006年に策定した地区

計画である。

 � 計画の主な内容

①建築物の斜線制限を緩和することと引き替えに壁面線の

指定や高さを規制すること、風俗系の用途の制限などを

通じた街なみ景観の誘導等

②建築物の壁面後退等を進め、補助 54号線や世田谷区画

街路 10号線の新規整備にも整合させた、防災・防犯性、

歩行者回遊性の向上

Ⅱ－駅前広場建設―世田谷区画街路 10号線整備計画
　下北沢駅には、北口、南口、西口に改札があるが、いず

れも駅前のスペースが狭小で駅前広場が整備されておらず、

駅に近接する位置に自動車が乗り入れにくい構造となって

地区計画についての見解

地区計画見直しを求める主張

一部の地域住民・文化人・来街者やそれを対象にした商店主等が主体

計画を推進する側の主張

主に行政・一部の商店街の団体・地域住民やそれを対象にした商店が主等。

① 補助54号線、区画街路10号線が、北側の商業地を背後の住宅地ごと
分断し、商店の集客に係る環境を悪化させる。

② 防災に関しては、小田急線が地下化した跡地を緑道とする事で十分な

ものである。

③ 鉄道と路線バス等の連携を理由としたロータリーの設置は、バス停等

を駅から離れた場所に分散させた方がよく、不要である。

④ 幹線道路や駅前ロータリー、連続立体化・複々線化は、高層化等と一

体のもので、共に集客環境悪化、文化の破壊を進める。 

① 過密した商店街や、幅員が狭い道路は高齢者など周辺住民の買物の支

障にもなっている。

② また、見通しが悪く、非常時には緊急車などの進入や緊急避難の妨げ

にもなり、周辺住宅地に延焼などの混乱が波及する恐れが強く、防

災・防犯上の問題がある。

③ 2つの私鉄の急行停車駅である下北沢駅には、バス・タクシーなどの
アクセスを考慮した駅前広場及び、アクセス道路（区画街路10号線）
が必要である。

④ 商店街に隣接する住宅地の居住環境への悪影響があり、都市計画の面

からの対応が必要である。

新しい下北駅前の完成予想図
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Ⅲ－その他の街づくり　

 � 北沢三・四丁目地区 地区計画

　下北沢駅周辺地区 地区計画の区域と隣接。狭い道路が

入り組み、木造住宅が建て並ぶ地域であり、財団法人東京

都防災・建築まちづくりセンターが「震災復興まちづくり

下北沢 コメント

ⅰ 商業パワー（規模） 5.0 小店舗で密集する商店街。大型店がすくない。多様化しすぎる

ⅱ 商業クオリティー（専門性） 7.0 高校生・ヤングは充実。雑貨とゲームセンターとファーストフード

ⅲ 商圏カバー（広域） 5.0 若者は広域商圏から。近隣住民徒歩客。渋谷・新宿との競合力無し

ⅳ 街環境（美管理） 5.0 駅前含め商店街は狭小で身動きできない。再開発で大揺れ遅延

ⅴ マルチ交通（多様） 8.0 新宿・渋谷へのアクセスは便利だが、車利用に難がある

ⅵ 娯楽・文化（活動性） 8.5 劇場、ライブハウスなど多種多様にある。ゲームセンターが多い

ⅶ 居住環境 7.0 古い住宅が多い。アパート・ワンルーム等単身世帯が多い

下北沢 三軒茶屋 自由が丘 蒲田 赤羽 北千住

ⅰ 商業パワー（規模） 5.0 4.5 6.5 8.0 8.0 8.0

ⅱ 商業クオリティー（専門性） 7.0 6.0 7.5 6.0 6.0 6.5

ⅲ 商圏カバー（広域） 5.0 7.5 9.0 6.0 7.0 8.0

ⅳ 街環境（美管理） 5.0 6.5 8.0 6.0 7.0 5.5

ⅴ マルチ交通（多様） 8.0 8.0 5.0 9.0 8.0 9.0

ⅵ 娯楽・文化（活動性） 8.5 6.5 5.0 6.5 7.0 5.0

ⅶ 居住環境 7.0 7.5 9.0 7.0 7.5 7.0

模擬訓練」を実施するなど、防災・防犯上の対策が特に求

められている状況にある。

 � 北沢五丁目・大原一丁目地区 防災街区整備地区計画

　区域内には中小規模の戸建住宅や共同住宅が多いが、一

部に近隣商業地なども見られる。

街の視点　ポイント・Ⅳ
 � 下北沢の魅力度　レーダーチャート

〈1980年代の街。大きく遅れ続ける駅前再開発。地域住民もそっぽを再起不能の可能性も〉
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街の魅力度レーダーチャートチェック項目評価点（各項目10点満点）

魅力項目 チェック要素 備考

Ⅰ・商業パワー（規模） 小売販売額、大型店舗出店 活動的であり、多様性に富んだ商業・サービス

Ⅱ・商業クオリティー（専門性） 専門化、多種多様、個性化 創造的才能にあふれた店舗・事業所

Ⅲ・商圏カバー（広域） 鉄道乗降客・非定期比率 他県からの来街、若者動員

Ⅳ・街環境（管理） 清潔・保守・運営 店舗の街並み、道路整備状況、商店街組合

Ⅴ・マルチ交通（多様） 鉄道網、バス路線、駐車場 近隣の交通動線、回遊性

Ⅵ・娯楽・文化（活動性） パチスロ・ゲーム・シネマ・アート施設 大人のレジャー・文化活動

Ⅶ・居住環境 一戸建て、マンション、買い物、医療 地域社会の充実、人々の帰属性が高い

2

4

6

8

10

居住環境

娯楽・文化（活動性）

マルチ交通（多様） 街環境（管理）

商圏カバー（広域）

商業クオリティー（専門性）

商業パワー（規模）

三軒茶屋下北沢自由が丘
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東京 10km～ 20km都市圏にある街がなぜ活性化し

ているのか？

　本探訪シリーズでは、今まで「自由が丘」「三軒茶屋」

「北千住」「中野」「赤羽」「蒲田」「下北沢」をレポートし

てきた。今回は東京を離れ川崎市溝の口を取り上げた。

溝の口は、多摩川を挟んだ東京の向こう側に立地してい

るが、渋谷からは急行で約 14分である。都心との距離間

からいえば北千住や赤羽などと殆んど変わらない。溝の

口もまた東京 10 km～ 20 km都市圏の街と同様に活気の

ある街だ。

　溝の口は、東京都心と直結する田園都市線・大井町線

の「溝の口駅」と、川崎駅と立川駅を結ぶ JR南武線の

「武蔵溝ノ口駅」が交錯しており、乗り換えができる。溝

の口は、その 2つの駅があることから、周辺は駅ビル、

デパートや大型ディスカウントショップなど大型の商業

施設が集まっている。周辺バス路線も充実しており、溝

の口は、JR南武線沿線住民と東急田園都市線沿線住民の

交通拠点・買物拠点である。溝の口駅前には、「ポレポレ

タウン」というかなり大きな商店街もあり、レストラン

や居酒屋などが充実。この商店街では、フリーマーケッ

トも行われる。また、駅から徒歩 5分ほどの場所には、

幼稚園から小・中・高、大学まで集まっている洗足学園

のキャンパスがあり、多彩なジャンルのコンサートが開

催されている。

　しかし、現在の溝の口は大きな悩みを抱えている。か

つての工業集積地区として地元地域住民を中心にして推

進されてきた現行の街開発や道路建設は、2000年以降の

バブル崩壊からなかなか抜け出せず、東京の通勤通学住

宅地化のマンション建設の波が押し寄せ、溝の口の利用

者層の属性が大きく変わってきている。新旧混在する地

域住民のニーズに現在の溝の口の街づくりは必ずしも

マッチしていない。

　一方、隣接する「武蔵小杉」は高層マンション街に

なって人気のある街となり、川を挟むすぐ近くの「二子

玉川」は都心を上回る買物街になった。川崎市の都市圏

の準都心である溝の口は、立地上は東京都市圏の準都心

である。溝の口は今、内と外に目を向けて現在進行中な

街づくりを再検討する必要に迫られている。

溝の口の後背地は、工場地から居住地に大きく様変わり

川崎北部の下町的商業地からの脱却（都会化）はまま

ならず
　溝の口は、川崎市北部の商業および行政の中心地として

発展。町名としては「溝口」が公的に定められた表記であ

るが、東京急行電鉄関連の東急バスや東急ストアなどでは

「溝の口」が、JR東日本関連施設では、「武蔵溝ノ口」、あ

るいは、その省略形として「溝ノ口」が用いられている。

地元では略称「のくち」がよく使われており、駅前再開発

ビルの名前「NOCTY（ノクティ）」の由来にもなっている。

本レポートでは「溝の口」として表記する。

2016年 1月 27日第 9回 

東京都市圏における『 10 km ～ 20 km 圏エリア』にある街を探訪する。その魅力は？

都市（街）探訪シリーズ

溝の口
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商業地が、次第に駅前に移り始め、駅前商店街および官

公庁が駅前に集積するようになる。

　また、鉄道開業後は南武鉄道沿線を中心に工場・研究

所が多数立地するようになり、武蔵溝ノ口駅からの通勤

圏には東芝、日本電気、三豊製作所（現・ミツトヨ）、池

貝鐡工所、高砂製作所、日本光學（現・ニコン）、八欧電

機（現・富士通ゼネラル）、品川通信工業（後の富士通テ

レコムネットワークス）、日本通信工業（現・NECプ

ラットフォームズ）、三井金属鉱山などが立地した。戦前

は、旧陸軍施設も立地していたことから、南武鉄道およ

び溝ノ口線は神奈川県西部川崎地域の交通拠点となった。

uステップ③　戦後から現在

溝の口は、街道筋の商業地から川崎駅前に告ぐ商業地に

発展

　溝の口駅前は古くから街道筋の商業地として開けてい

たが、昭和初期に鉄道が開業した以降は駅前への商業施

設の集積が進み、川崎市内においては川崎駅前に次いで

商業地地価が高い地域となった。開業以来、長いこと JR

南武線武蔵溝ノ口駅の改札口が東側のみに設けられてお

り、また JR南武線のすぐ西側には山が迫っていた地形も

あり、JR南武線改札口のある溝口町内に商店街が集積し

ていった。しかし、1979（昭和 54）年に田園都市線二子

玉川園（当時）駅から新玉川線を経由して帝都高速度交

通営団（現・東京メトロ）半蔵門線方面へ直通運転を開

始され、溝の口は直接都心に乗り入れることができる駅

に変わった。これを機に溝の口の駅前は大きく変る。ま

Ⅰ－溝の口／街の歴史・ヒストリー
　溝の口は、地理的には川崎市の中央部に位置し、機能

的には川崎市の副都心として、市北部の行政および商業

の中核機能を担っている。鉄道網では、川崎市を縦断す

る JR南武線（武蔵溝ノ口駅）と、川崎市を横断して東京

都心と神奈川県中央部を結ぶ東急田園都市線（溝の口駅）

が交差する。道路網では、国道 246号（大山街道）と国

道 409号（府中街道）が交差する。 また、周辺地域から

の路線バスが武蔵溝ノ口駅前に集中しており、地域交通

の要衝となっている。

uステップ①　江戸時代から明治へ

宿場町から商業および物流の中継地点に

　1611（慶長 16）年に二ヶ領用水が完成し、広範にわ

たって水路が巡らされ、溝口・二子の地域も二ヶ領用水

によって潤され、新田開発が進んだ。江戸時代中期以降

は、信仰を集めた大山への参詣（大山詣で）が特に隆盛

となり、多くの参詣者が行き交うようになった矢倉沢往

還は「大山街道」と呼ばれるようになった。この大山街

道は渡船「二子の渡し」で多摩川を越えていたため、溝

口と隣接する二子は共に宿場町として栄えることとなる。

江戸時代後期には、厚木方面からの荷物が大山街道経由

で溝の口まで運ばれ、駿河の茶、真綿、伊豆の椎茸、乾

魚、秦野の煙草などが主な物資として流通し、百万都市

の江戸へと発送された。溝の口は、江戸時代後期から商

業および物流の中継地点として発展した。

uステップ②　昭和初期

電気系製造工業が集積。製品輸送と通勤の交通拠点

　1927（昭和 2）年 3月 9日、南武鉄道（現在の JR南武

線）川崎～登戸間の開業と共に武蔵溝ノ口駅が設置され

た。また、同年 7月 15日には玉川電気鉄道溝ノ口線（開

業当時は軌道線）が開業。

　それまで大山街道・府中街道の街道筋に発展してきた
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た、近隣からの路線バス便が多く着発していたこともあ

り、駅を中心とした街の集積が進んだ。

　一方、工場が撤収する中、1989年に日本初で最大規模

のサイエンスパーク「KSP・かながわサイエンスパー

ク」が高津区で開業。KSPには 2014年 5月現在、大企

業の研究開発部門や研究開発型のベンチャー企業を中心

に約 120社入居（館内人口は約 5,300人） している。

1999（平成 11）年 3月には駅前商業ビル「NOCT Y（ノ

クティ）」および武蔵溝ノ口駅駅舎、ペデストリアンデッ

キ・キラリデッキが完工。駅前の南武沿線道路が大幅に

整理され、広いバスターミナルが駅前に整備され駅前画

の再開発が進んだ。

基本商圏は約45万人だが、流出傾向が強まっている

人口総数
昼間人口 昼夜間人口比率

2000年 2010年 伸び率

川崎区 194,091 217,328 12.0 260,412 119.8

 幸区 136,487 154,212 13.0 147,704 95.8

中原区 198,300 233,925 18.0 212,534 90.9

高津区 182,112 217,360 19.4 180,525 83.1

宮前区 196,637 218,867 11.3 162,710 74.3

多摩区 200,040 213,894 6.9 175,230 81.9

麻生区 142,238 169,926 19.5 136,513 80.3

Ⅱ－溝の口／マーケットの概況（商圏）
　溝の口のある高津区は、住宅地域が多いが、大規模工

場も比較的多く、準工業地域もある。溝口周辺には大規

模商業施設も立地する。

１．商圏（地域人口・世帯）
マンション建設で人口・世帯が急増し、東京の住宅地化

が進む

　溝の口は、川崎市を縦断する JR南武線（武蔵溝ノ口

駅）を拠点とする「高津区」の居住者と、川崎市を横断

して東京都心と神奈川県中央部を結ぶ東急田園都市線・

太井町線（溝の口駅）を利用する「宮前区」の居住者の

生活拠点である。その圏域内人口は約 45万人である。

人口の伸びは、武蔵小杉の高層マンション化が進む中原

区には及ばないが、東京都市圏では高い増加率を続けて

いるエリアである。

　エリアの世帯を家族類型別構成比で見ると、早くから

発展していた高津区や中原区には単独世帯が多く、田園

都市沿線の宮前区は核家族世帯が多い。

　工場や事業所や学校が多い川崎区、幸区は昼夜間人口

比率（※常住人口 100あたりの昼間人口の割合）が 95%

を上回るが、溝の口商圏エリアである宮前区は 74.3%、

高津区は 83.1%と夜間人口が多く、住宅居住エリアと

なっている。またエリア内の住宅建築時期を見ると 10年

前以降（平成 18年）に建築された住宅（一戸建、マン

ションなど）が高津区は 23%を超え川崎市全体の中でも

中原区、宮前区とともに新興の住宅地となっている。
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２．街の動員力（最寄り駅の乗降客数）　
直近 10年間は増え続ける溝の口駅の乗降者数

　溝の口駅の大変化は、1979年（昭和 54年）8月 12日

－田園都市線二子玉川園（当時）駅から新玉川線を経由

して帝都高速度交通営団（現・東京地下鉄）半蔵門線方

面へ直通運転を開始。同時に大井町駅－二子玉川園駅間

を大井町線として分離したことからはじまる。溝の口は、

川崎市を縦断する JR南武線（武蔵溝ノ口駅）と、川崎市

を横断して東京都心と神奈川県中央部を結ぶ東急田園都

市線と大井町線（溝の口駅）が交差し、両駅は「キラリ

デッキ」という愛称のペデストリアンデッキで結ばれて

おり、東口、南口のどちらからでも地上に下りることな

く JR駅と往来できる。

　両駅を利用する人は相互間の乗り換え客も多く、東急

線の「溝の口」駅の 2013年度の 1日平均乗車人員は、

田園都市線・大井町線計で 99,416人である。JR南武線

「武蔵溝ノ口」駅は、81,503人であるいずれの駅の利用者

（乗降客）は、両鉄道沿線に大型マンション建設もあり、

乗り換え客中心に、2007（平成 19）年以降増加し続けて

いる。なお、溝の口駅は田園都市線の中では渋谷駅に次

人口・世帯(2010年国調）

家族類型別構成比（%）

核 家 族 単独世帯 高齢単身

 幸区 54.0 39.9 9.1

中原区 45.6 48.9 5.7

  高津区 51.5 43.1 6.2

  宮前区 62.1 32.8 6.3

中原区・高津区は新興住宅地化が進む　（%）

建築の時期 川崎区 中原区 高津区 宮前区

昭和45年以前 8.2 5.7 4.7 4.3 

昭和46年～55年 16.1 10.6 9.6 19.6 

昭和56年～平成2年 15.7 12.1 16.8 15.3 

平成3年～12年 23.9 24.3 27.5 28.1 

平成13年～17年 15.2 16.8 17.7 9.8 

平成18年～22年 15.6 19.5 19.1 15.4 

平成23年～25年9月 1.7 8.1 4.0 3.9 

溝の口駅の乗車人員推移
田園都市線・大井町線計／ JR 南武線
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ぐ乗降客数である。JR武蔵溝ノ口駅（1日平均乗車人員

81,509人）は、川崎駅、立川駅、武蔵小杉駅（119,604

人）についで第 4位の乗降客数（2013年）となっている。

３．溝の口の商業と小売販売
武蔵小杉と二子玉川との競争下に組み込まれた溝の口駅前

　溝の口駅前およびその周辺には丸井やイトーヨーカ

ドー、ドン・キホーテなど大規模商業施設が立地し、溝

の口の商業は盛んである。

　川崎市民が「よく行く買い物場所」についての調査

「川崎市商店街実態調査（平成 23年 3月）」によると、第

一番目に JR川崎駅周辺が上がるが、二番目には溝の口駅

前が上がる。しかし、商圏でもある宮前区の川崎市外

（東京や横浜など）への流出率は 55.2%となっており、

必ずしも溝の口商業が第一というわけではない。ただし、

駅前を中心として生鮮食品や加工食品などの店舗が充実

しており、日常の買い物での顧客誘引力は高い。

　高津区の商業集積地の小売販売額は、マルイ等がある

溝の口 1丁目の 472億円とイトーヨーカドーがある久本

3丁目の 189億円と合わせ合計約 660億円（平成 19年

商業統計）となる。東京都市圏 15km圏前後にある商業

繁華街（商業集積地）と比べると自由が丘と同レベルに

あり、北千住や赤羽の駅前商業集積地の販売額を上回る。

溝の口にある丸井ファミリー店舗は、年間約 218億円

（2013年）でマルイ 24店舗の中では北千住、新宿、有

楽町に次ぐ第 4位の優良店舗となっている。溝の口のマ

ルイは、ヤングよりファミリーを主要顧客としているの

が成功しているようだ。しかし、溝の口商業に問題がな

いわけではない。現在、溝の口駅前は、川崎市では第二

の商業集積地となっているが、ここ数年前から JR溝の口

駅の三つ前の駅である「武蔵小杉駅」（東急東横線武蔵小

杉駅）周辺に大規模施設『グランツリー』や『ららテラ

ス』、『武蔵小杉東急プラザ』などの大型施設が開業し、

また、田園都市線の二子玉川駅前に大型ショッピングセ

溝の口駅周辺はJR川崎駅前に次ぐ第二の商業拠点

川崎市行政区別「小売業年間販売額」
（平成19年商業統計、単位：百万円）

行政区にある
主要な繁華街

行政区年間
販売額

各種商品
小売業

飲食料品
小売業

川崎区 JR川崎駅東口    331,299    42,890    85,760 

幸区 同上西口    128,383     5,394    48,615 

中原区 武蔵小杉駅周辺    146,157     9,452    70,857 

高津区 溝の口駅周辺    171,964    12,444   55,887 

都心除く商業集積地レベル（百万円）

レベル 集積地 年間販売額

レベル1 立川駅、吉祥寺駅、町田駅各駅周辺
各駅周辺約2千億円前後

レベル2

二子玉川駅周辺 88,844

錦糸町駅周辺計 88,130

蒲田駅周辺計 82,816

中野駅周辺計 79,039

中野坂上駅周辺計 71,268

レベル3

溝の口駅周辺系 66,100

自由が丘駅周辺 65,387

大井町駅周辺計 59,857

亀有駅周辺計 49,704

平成19年商業統計
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Ⅲ－溝の口／ NOW 街の今
　溝の口は、川崎市高津区にあり、多摩川を挟み世田谷

区に隣接する街であり、渋谷駅から田園都市線で約 20分、

急行なら 12分で都心にたどり着く交通便利なまちだ。

　高津区の南武線沿いには、かつて工場地が数多く集積

していたが、今はかなり大規模なマンションに入れ替

わっている。また、溝の口の商圏でもある宮前区を通る

田園都市線沿いの街には、小奇麗な新興住宅地が多い。

注目のポイントは、川崎の商業地という色彩が強かった

溝の口が、今、東京の商業地化へ向かって動き出してい

る。街全体を見ると、隣接する二子玉川や武蔵小杉との

競合にさらされ、街の動員力が弱まっているようだ。

u川崎の第二の商業地商業地が、バブル崩壊後の 1990

年代以降大変身をしはじめた

　溝の口は、戦後まもなく闇市を中心に駅前が商業地とし

て発展したものの、無計画に発展したため、道路網の整備

などはなかなか進まず、狭く入り組んだ道路による流動性

の悪さや、駅施設の老朽化、駅から遠くて狭いバスターミ

ナルの不便さなどが問題になっていった。そこで、駅前再

開発が計画され、駅前に立地していた高津郵便局や高津区

役所などが近隣に移転し、その跡地を再開発事業用地とし

て駅前再開発が始まった。1999（平成 11）年 3月に駅前

商業ビル「ノクティ（NOCTY）」および武蔵溝ノ口駅駅舎、

ペデストリアンデッキ（駅前歩道橋。後に「キラリデッ

ンター「ライズ」が開業するなど、隣接する競合先の商業

集積地が飛躍的に充実してきている。溝の口は地域の食

品需要にだけ対応する商業地になりつつある。

　商圏人口約 45万人（高津区と宮前区）をバックとする

溝の口駅及び駅前商業地は買物客の都心への流出が懸念

されている。

キ」と命名される）が完工することで一段落した。

u溝の口駅前に限って通勤・買物の利便性が大きく向上。

しかしながら、都市再開発は未完のまま。

　溝の口駅前の南武沿線道路が大幅に整理され、広いバ

スターミナルが駅前に整備され、地上駅舎であった武蔵

溝ノ口駅には橋上駅舎と南北自由通路が設けられている。

特に路線バスを含めた自動車の流動については大幅に改

善され、また、小さな商店が込み入って立地していた駅

前は、ペデストリアンデッキと再開発ビル（ノクティビ
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ル）が直結し、駅前風景は大きく変貌した。ノクティビ

ルには再開発用地の地権者および丸井が入居し、かつて

駅から離れていた高津市民館も駅前再開発ビル内に移設

された。しかし、駅前の一部地域を除く既存商店街につ

いては、かねてより再開発は検討されているものの進ん

でおらず、近頃では商店街縮小が進んでいる状況にある。

u溝の口の商店街の現況　 

溝の口駅（北口・東口）

JR南武線武蔵溝ノ口駅（北口）および田園都市線溝の

口駅（東口）が接続するターミナルとして、また溝の口

玄関口として商業地が集積しており、ペデストリアン

デッキ（駅前歩道橋、通称「キラリデッキ」）およびバ

スターミナルが整備されている。

 

　溝の口駅の駅舎を出ると、東口にはペデストリアン

デッキがあり、前方にマルイのビルが迫る。丸井のある

北側が最も栄えている地域。昔は長崎屋もあったが (右

の白い建物 )、現在はパチンコ屋とドン・キホーテ、ヤマ

ダ電機の入る複合ビルに変わっている。マルエツのある

溝の口中央商店街は人通りも多く中心街といった雰囲気

で、そこかしこに昭和を感じさせる建物も残っている。

一歩奥に入れば庶民的なスーパー十字屋。

商店・小売業・サービス業

・ NOCTY（ノクティ）ノクティプラザ 1（主に再開発

地区の地権者が入居）、ノクティプラザ 2（マルイファ

ミリー、ツネカワ：恒川・地元食品スーパー）

・ 東急ストア溝の口店（東急田園都市線溝の口駅併設）、

・ 文教堂書店 溝ノ口本店

・ マルエツ

・ Qiz　　

・ 十字屋商店（食品スーパー）

・ ベスト電器

・ ドン・キホーテ（旧・長崎屋　溝ノ口店）　

・ イトーヨーカドーパークシティ溝の口（久本、東芝跡）

・ ポレポレ通り（駅前商店会がある通り）

・ 駅周辺にパチンコ店多数、ムサシボウル

官公庁・病院

神奈川県高津合同庁舎（高津県税事務所）、　てくのか

わさき（川崎市生活文化会館）、総合高津中央病院・安

藤整形外科、他に開業医が多く立地する。その他企業

は、文教堂、イッツ・コミュニケーションズ、タイコエ

レクトロニクス日本法人、ノエル、ミツトヨ、高砂製作

所、かながわサイエンスパークがある。

路線バス

主に府中街道経由（武蔵小杉駅、向ヶ丘遊園駅方面）

および、武蔵新城駅、蟹ヶ谷方面行と新横浜駅行の路

線バスが発着。
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溝の口駅（南口）

 JR南武線武蔵溝ノ口駅北口に続き南口に駅に直結する

自由通路および駅前バスターミナルが設けられた。現在

南口バスターミナル周辺も再開発されている。2009年 12

月 1日に歩道橋（ペデストリアンデッキ）が設けられた。

・ 路線バス

平瀬川沿いを走り神木本町・向丘出張所方面

および、市民プラザ方面

・ 官公庁

高津区役所・保健福祉センター、川崎北税務署、川崎

市民プラザ

・ ホテル

ホテルメッツ、川崎第一ホテル

・ 学校

洗足学園、関東自動車学校

 

・ 企業の本社

富士通ゼネラル

KS P（かながわサイエンスパーク）

1989年 7月 開設

　川崎市高津区坂戸、日本初の都市型サイエンスパーク。英語表記の場合の各単

語の頭文字から " KSP "という略称。創業間もないベンチャー企業の他、大企業や

外資系企業の研究開発部門も数多く入居しており、サイエンスパークとして日本

最大級の規模。

〈施設概要〉

・ 都心から15 km圏内という好アクセスの地に立地。

・ 敷地面積55,362㎡、建物延面積 146,336㎡である。

・ 同施設の中核的運営主体は株式会社ケイエスピーであり、創業支援、研究開発

型ベンチャー企業の成長支援等のインキュベーション事業及び起業家育成など

溝の口駅（西口）

田園都市線溝の口駅の西口に出ると衝撃的な光景が現

れる。「溝の口駅西口商店街」である。看板の左下には

闇市の露店を思わせる不自然な空きスペースがあり、そ

のスペースを挟んで、店が連なっている。現在 20店程

の店が連なっている。

　この商店街には和菓子屋、八百屋、古本屋などもあ

り、昼間も明るい。川崎市史によれば、終戦直後は 100

店舗ほどの食料品を中心とした店が並ぶヤミ市であった

という。夕方になると様子が一変。オヤジたちで賑わう

立ち呑み屋街となる。

溝の口駅（西口）溝の口駅（南口）
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Ⅳ－溝の口／エリア（地域）の課題
　商圏人口約 45万人（高津区と宮前区）をバックとす

る溝の口駅及び駅前商業地は、田園都市線の開業などに

より通勤客や買物客の都心への流出も見られる一方、溝

の口駅から 5キロ圏内にある隣接する武蔵小杉や二子玉

川駅前の商業ビルラッシュなどで溝の口の商圏撹乱は地

元商店街の空洞化問題として浮上し始めた。その空洞化

問題は、現在進行する溝の口の都市計画と絡みあい複雑

だ。

　溝の口の地域再開発が駅前だけにとどまる一方、高

津郵便局跡、ザ・プライス跡（旧・イトーヨーカドー

溝ノ口店）や映画館跡など、駅近隣のかつては中心で

あった場所にも大規模マンションが建ち始めている。

そのような中で商業地としての価値が低下し、商店街

が縮小している様子も覗える。近年はバランスのある

市街地が徐々に縮小している傾向がある。都市計画そ

のものの見直しも急がれるが、その問題の根っこはど

こにあるのだろうか。

u課題①

道路優先なのか街づくり主導なのか、迷走する都市計画

の実際

　問題の根っこの一つは街の買物利用者と道路整備環境

の問題だ。

　元々、溝の口周辺は多摩川の扇状地であるため地形が

平らで、また古くから発展した住宅街のため路地が狭く、

地域住民の足として自転車が広く活用されており、自転車

が主要な交通手段として根付いている。しかし、市の都市

計画では専ら自動車中心の道路整備が進められており、

歩行者や自転車などの既存利用者にとっては、必ずしも利

用しやすい環境になっていない。行政である市が計画を

実施する場合は、角地にある一部商業ビルの敷地の大部

分を道路用地として削られ、該当する建物は事実上建て

替えができないといった矛盾を抱え、また、大型面積が取

れない中小ビル化が進み商業の集積も難しくなっている。

　現在も買物客用駐輪帯が確保されていないため買物客

の自転車が雑然と置かれてしまっている。自動車の問題は

いろいろな対策を進めているが、こと駐輪場の問題につい

ては 2006年頃から対策を実施しているが、街の動員や回

遊といった都市機能の改善にはほど遠い。

u課題②

急がれる武蔵小杉と二子玉川との本格的で抜本的「街づ

くり」対策

　20年前の溝の口は、南武線沿線の発展と共に変化対応し

てきた。溝の口商業地は、川崎市西北部の商業・娯楽繁華

街として南武線沿線に住む住民に大いに支持されてきた。

小売業は大手総合量販店が数多く出店し、価格競争にしの

ぎを削り『安くて豊富な商品があふれる街』として評価さ

れ続けてきた。しかし、2000年を前にして、日本の産業が

サービス業・金融業・情報通信業を軸に成長するようにな

り、工場の聖地でもあった南武線沿線各地で、工場撤退・

廃止の動きが強まり経済パワーが沈静化してしまった。そ

れと同時に溝の口の商業地でも大型量販店の撤退が始まり、

映画館も消えてしまった。

　しかし、溝の口は幸いなことに、2000年を前に田園都

市線『溝の口駅』が誕生し、そのことにより東京都心に通

勤通学する住民が移住しはじめ、交通立地上、東京の郊

外都市として位置づけられ、パークハイツなど大規模マン
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Ⅴ－街の評価　「溝の口」の魅力レーダーチャート
〈 親しみ溢れる街だが、綺麗で楽しい 2000年代対応の街づくりが求められている〉

ションが建設された。今では溝の口はマンション街へと変

身し始めている。溝の口の地域問題の根っことは何かに戻

るが、前述した溝の口の都市計画に課題があるのは確か

だが、より大事なのは、その都市を支える地域住民がかつ

ての南武線沿線のもたらす経済に依存していた人たちでだ

けではなくなったということ。その地域住民の属性の変化

をまともに受け止める認識があるかが最大の焦点になる。

街の魅力度レーダーチャートチェック項目評価点（各項目10点満点）

魅力項目 チェック要素 備考

Ⅰ・商業パワー（規模） 小売販売額、大型店舗出店 活動的であり、多様性に富んだ商業・サービス

Ⅱ・商業クオリティー（専門性） 専門化、多種多様、個性化 創造的才能にあふれた店舗・事業所

Ⅲ・商圏カバー（広域） 鉄道乗降客・非定期比率 他県からの来街、若者動員

Ⅳ・街環境（管理） 清潔・保守・運営 店舗の街並み、道路整備状況、商店街組合

Ⅴ・マルチ交通（多様） 鉄道網、バス路線、駐車場 近隣の交通動線、回遊性

Ⅵ・娯楽・文化（活動性） パチスロ・ゲーム・シネマ・アート施設 大人のレジャー・文化活動

Ⅶ・居住環境 一戸建て、マンション、買い物、医療 地域社会の充実、人々の帰属性が高い
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溝の口 三軒茶屋 北千住 自由が丘

2

4

6

8

10

居住環境

娯楽・文化（活動性）

マルチ交通（多様） 街環境（管理）

商圏カバー（広域）

商業クオリティー（専門性）

商業パワー（規模）

溝の口 コメント

ⅰ 商業パワー（規模） 9.0 生鮮食品・低価格賞品取り扱い店舗パワー、地域ファミリー顧客の強い支持

ⅱ 商業クオリティー（専門性） 6.5 百貨店等など買回り品店舗は少ない、ヤングファッションが少ない

ⅲ 商圏カバー（広域） 7.0 自転車利用、徒歩客など近隣住民が中心。南武線・田園都市線沿線客は流出傾向

ⅳ 街環境（美管理） 4.0 駅前含め商店街は狭小。道路整備に大きな遅れ。街全体にネオンも多く汚れが目立つ。

ⅴ マルチ交通（多様） 7.0 鉄道網、バス網が充実。マイカーや自転車など駐車・駐輪に難あり

ⅵ 娯楽・文化（活動性） 5.0 劇場などホールの類は少ない。パチンコゲーム店舗が豊富。飲み屋居酒屋が過剰気味

ⅶ 居住環境 8.0 比較的大きなマンションが多い。駅前を除けば病院等も多く住宅や学校も多く、自然が残る

溝の口 三軒茶屋 北千住 自由が丘 蒲田 下北沢 赤羽

ⅰ 商業パワー（規模） 9.0 4.5 8.0 6.5 8.0 5.0 8.0

ⅱ 商業クオリティー（専門性） 6.5 6.0 6.5 7.5 6.0 7.0 6.0

ⅲ 商圏カバー（広域） 7.0 7.5 8.0 9.0 6.0 5.0 7.0

ⅳ 街環境（美管理） 4.0 6.5 5.5 8.0 6.0 5.0 7.0

ⅴ マルチ交通（多様） 9.0 8.0 9.0 5.0 9.0 8.0 8.0

ⅵ 娯楽・文化（活動性）　 5.0 6.5 5.0 5.0 6.5 8.5 7.0

ⅶ 居住環境 8.0 7.5 7.0 9.0 7.0 7.0 7.5
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東京 10km～ 20km都市圏にある街がなぜ活性化し

ているのか？

　本探訪シリーズでは、東京 10km～ 20km都市圏で最

も集客力のある街を分析・レポートしてきた。

今まで連載シリーズとして「自由が丘」「三軒茶屋」「中

野」「赤羽」「蒲田」「下北沢」「北千住」「溝の口」をレ

ポートしてきたが、最終回は東京東部エリアで最もパワ

フルな街『錦糸町』を取り上げる。

　錦糸町は江戸時代から賑わいがあったようで、明治以

降も軽工業が盛んで従業者も多く娯楽街としても栄えて

きた。戦前から浅草と並んで錦糸町・楽天地は、東京の

下町として、また千葉房総から両国と一緒になって多く

の人を動員していた。街に工場や繁華街などが集積して

いたため、東京大空襲のターゲットにもなり、焼け野原

となった。しかし、交通の便（ JR総武線と都電）がよ

かったため復興も早く、再び楽天地として人を集めるよ

うになった。錦糸町は、1990年のバブル経済崩壊まで

は、南口を中心に場外馬券売場等もあり東京の東部エリ

アの大繁華街として君臨したが、バブル崩壊の傷は深く、

街再生を試みるが錦糸町は沈滞化する。しかし、1997

年のビッグプロジェクト北口開発が、東京の新副都心づ

くりと相まって、一流の大ホールやホテル、オフィスが

完成し、錦糸町は娯楽中心オンリーの街から業務地へと

変わり始めた。またなによりも都心に直結する交通網の

充実を背景に、マンション建設が進み居住者も増え始め

たことが錦糸町の街を大きく変えた。錦糸町の街づくり

は、「再生の街」ではなく「新生の街」という言葉がふ

さわしい。

東京東部エリアで最大の繫華街

錦糸町は街の再生ではなく、新生の錦糸町の街づく

りが進行中

2016年 2月 24日第 10回 

東京都市圏における『 10 km ～ 20 km 圏エリア』にある街を探訪する。その魅力は？

都市（街）探訪シリーズ

錦糸町

u 錦糸町・ワンポイント

東京東部エリア屈指の繁華街

　東京都が定めた東京副都心のひとつ墨田区錦糸町

は東京東エリア屈指の繁華街でもあり、近年はマン

ションも増加、その利便性から人気を集めている。

錦糸町は、年配の方には「東京の古き良き繁華街」

というイメージがすぐに思い浮かべるだろう。今で

も昔ながらの居酒屋も多く、女性従業員が多い飲み

屋もある。また、競馬好きな人にとっては日本最大

の場外馬券売場があり、休日となると競馬ファンで

にぎわっている。ちなみに、錦糸町の名前の由来は

J R錦糸町駅北口の北斎通りに敷かれていた「錦糸

堀」から来ていると言われたこともあり、朝日と夕

日がきれいに堀を「錦糸」のように輝かせていたか

らという名前の由来もある。



109

C
H

A
P

T
E

R 1
C

H
A

P
T

E
R 2

Ⅰ－錦糸町の歴史 ･ヒストリー
材木屋問屋街→精工舎→『東京楽天地』・ロッテ→東京

新・新都心へ

uステップ 1

江戸との物流拠点

　江戸時代の錦糸町には街中に運河がたくさんあり、日

本橋や浅草なども運河でつながっていたので、材木を運

ぶための重要な物流拠点として錦糸町付近は材木屋とそ

の問屋で発展していた。また、下級武士や浪人者の借家、

役宅が集まる庶民の街（池波正太郎の小説「鬼平犯科帳」

に登場する火付盗賊改方の長官長谷川平蔵はこの地で生

まれ育った）で、ここに劇作家河竹黙阿弥や勝海舟親子、

落語家の初代三遊亭円朝などの著名人が住んだ。

uステップ 2

精工舎、工場地化、大空襲

　明治 27年に総武鉄道が錦糸町から千葉県の市川・佐

倉間で開設され、現在の錦糸町駅に停車場が置かれ、錦

糸町は工業の街として栄えた。国内初のマッチが製造さ

れ、世界の SEI KOこと精工舎が明治 28年に初めて懐中

時計の製造に成功し、現在の JR錦糸町北口のオリナス

のある場所に工場を建設し、時計の技術を日本から世界

へと発信した。錦糸町の発展はこれだけにとどまらず、

昭和 12（1937）年に、錦糸町駅前に東京楽天地会社（創

立者小林一三翁）が「東京下町の大衆に健全な娯楽を提

供する」という方針のもと、映画・舞台を中心に様々な

娯楽を提供し、地元・地域に密着した事業活動を行った。

錦糸町駅前には東京市電が走り、錦糸町は築地や日本橋

と結ばれて多くの東京市民から愛されるようになった。

然し、昭和 20年の東京大空襲で街は廃墟となった。

uステップ 3

東京東エリアの最大繁華街に

　東京大空襲で錦糸町は壊滅的な爆撃を受け焼け野原と

なったが、戦後すぐに闇市が開かれ現在の南口駅前商店

街の基礎となった。当時の国鉄の錦糸町駅は、東京の千

葉方面への闇米の買出し口としてにぎわい、駅前の市電

（都電）も東京都心部と結ばれるなど東京東部エリアの交

通拠点となった。戦前錦糸町で成長発展した東京楽天地

は、戦後すぐに構内にキャバレーを中心とした飲食店を

配置。また 1950年、構内に国営競馬場外馬券売場（現・

ウインズ錦糸町）を誘致。同年、江東花月劇場跡に錦糸

町映画劇場（のちに通称の「キンゲキ」が正式名称にな

る）を開場。1953年遊戯施設の楽天地会館・スポーツラ

ンドを開場して傍らに観覧車を開設。1956年、楽天地天

然温泉会館を開場。1971年 9月本所映画館を閉館してボ

ウリング場に転換。1981年から 1986年にかけて再開発

を行い全面改築。このとき、商業施設は系列の阪急百貨

店ではなく、西武グループ西友運営の LIVIN錦糸町店を

誘致した。

uステップ 4

オフィス・マンション街化でイメージチェンジ。住みた

い街上位に

　2003年には、念願の地下鉄半蔵門線が錦糸町に開通し、

「楽天地ビル」に接続したことにより錦糸町南口は利便性

を飛躍的に向上させた。一方、JR錦糸町駅北口には 1997
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Ⅱ－錦糸町の街 NOW
現在の錦糸町という街は JR錦糸町駅を挟んで「南口」と

「北口」とに分かれ、大きく異なったイメージがある。

u錦糸町駅南口

江戸時代から気取りのない庶民の街「錦糸町南口側」に

色濃く残るその面影

　往時からの、猥雑さのある雰囲気を残しているのは駅の

南口側。駅前のロータリー周辺にはマルイ、スーパー西友

「リブイン」を中心とする商業施設がある。西友も入居し、

映画館、温泉などの娯楽関連の複合施設もある「東京楽天

地」があり、周辺は飲食店街となっている。また、京葉道

路を超えると創業 60余年という老舗魚寅で常に行列が見

える。京葉道路の 1本裏手には飲食店、風俗店、ホテル

などが集まるエリアがあり、ウインズ錦糸町（ JRAの場

世帯人員は区部平均を上回る！

世帯人員 区部平均 墨田区

世帯総数（%） 100 100

1人 49.1 44.9

2人 23.7 26.1

3人 14.1 14.9

4人 10.0 10.2

5人以上 3.1 4.0

1世帯当たり 1.95人 2.04人

単独世帯より核家族が軸！

家族類型別 区部平均 墨田区

総数 100.0 100.0

核家族世帯 44.9 46.9

夫婦のみ 16.1 16.9

夫婦と子供 21.5 21.6

男親と子供 1.1 1.3

女親と子供 6.2 7.1

単独世帯 49.1 44.9

外馬券売り場）が聳え立ち、その周辺には飲食店、風俗営

業店が密集、さらに南側にはホテル街が広がる一大歓楽街。

アジアの食の種類が揃い、韓国、台湾、タイ、ベトナムそ

の他のアジア料理店がある。もちろん、それはそうした国

の居住者がこの街に増えている結果だ。このエリアでは最

大規模の都立総合病院である墨東病院がある。東京都が都

内 3ヵ所に開設した東京 ER（総合救急診療科）のひとつ

で、救急医療体制はもちろん、感染症医療、難病医療、周

産期医療などにも高い評価がある病院。

2010年以降人口回帰！

墨田区人口推移（国勢調査）

年に、錦糸町北口 JR電車用地跡地に 8棟の高層建築物からなる「ア

ルカタワーズ錦糸町」（商業施設；開業時は錦糸町そごう、ホテル、

オフィスに住宅、トリフォニーホー）が建設された。また、2006年

には旧精工舎跡地にタワーマンションとオリナスと呼ばれる大規模

な複合商業施設が誕生した。完成以降、錦糸町のイメージは変わり

始めた。オフィス街や住宅街、そして文化の街としてのイメージが

付加された。

「2010年国勢調査」「2010年国勢調査」
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u錦糸町駅北口

2度の再開発で生まれ変わった「錦糸町北口側」には公

園や体育館、大型商業施設などが

　かつて国鉄（現在の JR）用地が広がっていた駅前北口

に 1997年に完成した、8棟の高層建築物からなるアルカ

タワーズ錦糸町が線路に沿って並んでいる。商業施設、

ホテル、オフィスに住宅、トリフォニーホールなどがあ

り、この完成以降、錦糸町のイメージは変わり始めた。

オフィス街や住宅街、そして文化の街としてのイメージ

が付加された。北斎通り沿いには北斎の絵が飾られ、ト

イレも北斎の絵でラッピングされている。歩道も整備さ

れ北口駅前から両国に続く。また、北口駅東側に広がる

錦糸公園に隣接した旧精工舎跡地に 2006年にタワーマ

ンションとオリナスと呼ばれる大規模な複合商業施設が

誕生。一気に街のイメージ、集客力を変えた。新装に

なった墨田区総合体育館。錦糸公園内にあり、公園内で

は各種イベントやフェスティバルなどが開かれる。隣接

する押上に東京スカイツリーが建設され、錦糸町～亀戸

エリアを観光客も訪れるスポットにしたい意向が出てき

ている。

　北口駅周辺では 1階に飲食店や店舗、オフィスなどが

入った建物が多く、再開発エリア以外では北口側もあま

り整然とは言いにくい。駅に近いところには飲食店に混

じって小規模な集合住宅などが密集しており、便利では

あるものの、環境としては問題化しそうだ。

Ⅲ－錦糸町の魅力
　東京スカイツリーのおかげで東京の下町のイメージもか

なり変わってきている。中でも錦糸町は近年力を入れてい

る北口の都市再開発によって「歓楽街」からファミリー層

にも人気が高まっている街に変わってきている。他の住み

たい街ランキング上位の街に負けないような目覚ましい発

展がありそうな街として非常に高い注目を集めている。錦

糸町の魅力を見る。

 �「職・遊・住」が一体する街

　錦糸町は、まず交通の便が非常に良いことがあげられ

増え続ける錦糸町乗車人員！
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町はかつて運河や木材を保管する貯木場があった場所に

公園や緑地が多くある。加えて、錦糸町は他の地域に比

べて物価が安い方である。都内で生活を送りたいと考え

ているのであるならば、遊ぶ場所も多くて、通勤通学に

便利な交通アクセスが充実している錦糸町の住イメージ

はアップする。本当に新しくて発展している部分と古く

て良い部分がバランスよく残っているのが錦糸町の最大

の魅力ではないか。

 � 商業地としての魅力

　錦糸町には飲み屋が多いが、最近は女性でも入りやす

いカフェ居酒屋も新しくオープンしている。歓楽街には

美味しいラーメン屋、韓国や中国系の外国人も住み始め

ているので多国籍料理の美味しいお店も充実している。

グルメや便利なショッピングスポットもある。銀座や六

本木で同じように「生活と遊び」の質を求めることが出

来ないが、1つの場所で人間の欲望をすべてかなえること

る。錦糸町付近は、都営新宿線・東京メトロ半蔵門線・

JR総武線が徒歩 10分圏内を走り、都バスで東京メトロ

東西線にも出やすく抜群に交通の便が良い。錦糸町で生

活を送るのであったら、都心部に直結する JR総武線と東

京メトロ半蔵門線が利用できる錦糸町駅から近いマン

ションが選択されるのがベストのようだ。

　JR総武線と東京メトロ半蔵門線の錦糸町駅の乗車人員

の動向を見ても、東京メトロ半蔵門線が乗り入れた 2003

年以降、毎年増え続けており、都心と 15分程度で直結す

るという立地条件が評価されているあかしだ。

 � 錦糸町駅の利用状況

・ JR東日本 – 2014年度の 1日平均乗車人員は 103, 548人 

同社の秋葉原駅以東の総武線の駅では船橋駅、西船橋駅、

千葉駅に次いで第 4位。半蔵門線開業前は 80,000人程

度でほぼ横ばい傾向であったが、東京メトロ半蔵門線が

開業し、のちに東京スカイツリーも開業したことから増

加傾向に転じ、2012年度に 100,000人を越えた。

・ 東京メトロ – 2014年度の 1日平均乗降人員は95,710人

開業前の予想では 32 ,000人程度と見込まれていたが、

開業以来その数字を上回り、2008年度に 80,000人を越

えるまで急激な伸びを見せた。その後も緩やかに増加

している。

　錦糸町には古き良き昭和の風景が残っているので、昭

和の魅力に取りつかれた人がやってくる街としても有名。

昭和の雰囲気が残っている純喫茶や飲み屋さんに 40年前

にタイムスリップしたかのような街の風景があちらこち

らに残っている。錦糸町は近年「住む場所」としてもす

ごく魅力的な街に挙げられるようになった。

　また、錦糸町駅前には 24時間営業している西友もあり、

様々なショップやサービスが詰まっている大型ショッピ

ングモールもある。しかも、歓楽街として有名な錦糸町

には「緑」が少ないと考え込む向きもあるが、実は錦糸

都心除く商業集積地レベル（百万円）

レベル 集積地 年間販売額

レベル1 立川駅、吉祥寺駅、町田駅各駅周辺
各駅周辺約2千億円前後

レベル2

二子玉川駅周辺 88,844

錦糸町駅周辺計 88,130

蒲田駅周辺計 82,816

中野駅周辺計 79,039

中野坂上駅周辺計 71,268

レベル3

溝の口駅周辺系 66,100

自由が丘駅周辺 65,387

大井町駅周辺計 59,857

亀有駅周辺計 49,704

平成19年商業統計
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が出来るエリアは都内でも錦糸町しかないといっても良

いと言われてきた。

　錦糸町も都心との距離が近くなりマンション中心に居

住者も増えてくるなど、よりファミリーな商業地として

様変わりしてきている。錦糸町には南北に服飾・雑貨を

売る店やレストラン、洋菓子店、美容室などが錦糸町駅

から放射状に軒を連ね、その数は 1,000店舗とも言われ

ている。街並みは洗練されており、雑誌などのアンケー

トでは、「住んでよかった街」として上位に名を連ねるこ

とが多く、最近はしばしば 1位に選ばれており、城東エ

リアを代表する住宅街にもなってきた。ではその受け皿

としての商業はどうなのか。

　錦糸町駅前南口・北口を合わせた商業集積地の販売額は

881億円（平成 19年商業統計）で、東京の都心副都心部

を除く繁華街ではトップクラスにある。大型店の数字では、

丸井錦糸町店の 2014年の売上高は 130億円、オリナス

ショッピングモールは 88億円。駅に隣接する駅ビルの

『テルミナ』『アルカキット』にも大型専門店が入っており、

街全体は専門店が多く品ぞろえは豊富である。

 � 錦糸町駅南口周辺

　南口は、東京の東側の歓楽街として栄えているが、風俗

店街や場外馬券売り場（WINS）があり、全般に猥雑な雰

囲気がある。ファッション系商業施設の丸井、24時間営業

の食品スーパー「西友」を擁する大型店 LIVIN、駅ビルの

テルミナには食品スーパー、家電量販店のヨドバシカメラ

など多くの大規模な小売業が営業を行っている。また、マ

グロのぶつ切りで有名な鮮魚店の魚寅も駅の南口すぐのと

ころにある。駅左手の四ツ目通りをわたったところにある

楽天地には、映画館と天然温泉がある。

・ テルミナ（駅ビル） 

　JR錦糸町駅に直結しており、南口駅ビル「TERMINA」

（地上7階、地下 1階）、南口別館の「TERMINA West 

Wing」（2003年開業、地上 6階）、北口改札両脇の

「TERMINA2」（高架下 1階部分、テルミナダイナー、

ファッションゾーン）からなり、100店舗以上のショッ

プと施設を備える。駅舎内に店舗などを設置して営業

した民衆駅の一つとして建設し 1961年に営業を開始

した駅ビル。バブル期の最盛期には年間売上高 150億

円を記録したが、1990年代後半には 100億円を割り込

むところまで低迷。2000年に新装開業（地下 1階には

北辰水産やニュー・クイック（精肉）、つるかめなどの

食品系、地上階にはヨドバシカメラと各分野の大型専

門量販店入居）。

・ 東京楽天地

　阪急阪神東宝グループに属する企業である。映画興

行や不動産業を営む。1937（昭和 12）年創業。創立者

小林一三翁の「東京下町の大衆に健全な娯楽を提供す

る」という方針のもと創業され、時代の変遷とともに、

テルミナ（駅ビル）

東京楽天地
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多様化するニーズを的確に捉え、映画興行に加え、不

動産賃貸、ボウリング、天然温泉サウナ、飲食、ビル

メンテナンスなどサービス事業の多角化や他業種への

参入を果たしてきた。1986年の本拠地「楽天地ビル」

の再開発完了を皮切りに、「第一錦糸ビル」「ダービー

ビル本・分館」などの建替えを順次実施。

・ 丸井 錦糸町店

・ JRA ウインズ錦糸町　東館・西館

・ すみだ産業会館

　　元々は都電の錦糸堀車庫であった。

・ 東京トラフィック錦糸町ビル

　元々は錦糸町白木屋があった。1990年に現在のビル

が完成した。

 � 錦糸町駅北口周辺

　北口は、元々国鉄用地。1997年 10月に「アルカタワー

ズ錦糸町」がオープン。この時には、北口の核施設とし

てそごう錦糸町店があった。しかし、そごう自体の経営

難に伴い閉店されることとなり、「アルカキット錦糸町」

に変更されている。

 

・ アルカタワーズ

 　東の副都心の核づくりとして進められてきたのが

「JR総武線錦糸町駅北口、4.4 haの広大な範囲の再開発

地区」である。「アルカイースト」「アルカセントラル」

「アルカウエスト」の大型高層オフィスビル 3棟をはじ

め、ショッピングモールの「アルカキット」、最新設計

のシティホテル「東武ホテルレバント東京」、大型芸術

施設「すみだトリフォニーホール」等のオフィス・文

化・ホテル・商業・住宅機能を有する。地下には、約

1,000台収容可能な月極、及び時間貸利用の大駐車場が

整備されている。

・ オリナスショッピングモール  

　オリナス（OLINAS）とは、精工舎（セイコー）の工

場跡地を東京建物株式会社が再開発し、2006年営業を

開始。ショッピングモールやシネマコンプレックスを組

み合わせた複合商業施設である。ベビーザらス、TOHO

シネマズ、カスミ、アドアーズ、タワーレコードなど

148店舗が入居。

　マンション「ブリリアタワー東京」を併設する。名

称は、建設地の「錦」の連想から、職・住・遊が融合

して「織り成す」イメージから付けられた。

・ テルミナ 2（旧称・らがーる）

・ ロッテシティホテル錦糸町

アルカタワーズ

オリナスショッピングモール
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Ⅳ－街の評価　「錦糸町」の魅力レーダーチャート
〈一大繁華街に来る来街者とマンション新住民達とのすみわけがはじまる街〉

街の魅力度レーダーチャートチェック項目評価点（各項目10点満点）

魅力項目 チェック要素 備考

Ⅰ・商業パワー（規模） 小売販売額、大型店舗出店 活動的であり、多様性に富んだ商業・サービス

Ⅱ・商業クオリティー（専門性） 専門化、多種多様、個性化 創造的才能にあふれた店舗・事業所

Ⅲ・商圏カバー（広域） 鉄道乗降客・非定期比率 他県からの来街、若者動員

Ⅳ・街環境（管理） 清潔・保守・運営 店舗の街並み、道路整備状況、商店街組合

Ⅴ・マルチ交通（多様） 鉄道網、バス路線、駐車場 近隣の交通動線、回遊性

Ⅵ・娯楽・文化（活動性） パチスロ・ゲーム・シネマ・アート施設 大人のレジャー・文化活動

Ⅶ・居住環境 一戸建て、マンション、買い物、医療 地域社会の充実、人々の帰属性が高い

錦糸町 北千住 赤羽 蒲田

2

4

6

8

10

居住環境

娯楽・文化（活動性）

マルチ交通（多様） 街環境（管理）

商圏カバー（広域）

商業クオリティー（専門性）

商業パワー（規模）

 � 錦糸町バス交通

　北口および南口ともに地下駐輪場が設置されているも

のの、2013年度における東京都の調査によれば、放置自

転車の数が東京都内の駅の中で最も多かった。バス路線

は、最寄り停留所は、当駅北口ロータリー、南口ロータ

リー、および京葉道路と四ツ目通り上にある錦糸町駅前

となる。東京都交通局（都営）、東京空港交通と京成バス

と東武バスセントラルと京浜急行バスにより運行されて

いる。 2012年 3月からは墨田区内循環バスの運行も始

まった。
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錦糸町 三軒茶屋 北千住 自由が丘 蒲田 下北沢 赤羽 溝の口

ⅰ 商業パワー（規模） 9.5 4.5 8.0 6.5 8.0 5.0 8.0 9.0

ⅱ 商業クオリティー（専門性） 7.0 6.0 6.5 7.5 6.0 7.0 6.0 6.5

ⅲ 商圏カバー（広域） 9.0 7.5 8.0 9.0 6.0 5.0 7.0 7.0

ⅳ 街環境（美管理） 8.0 6.5 5.5 8.0 6.0 5.0 7.0 4.0

ⅴ マルチ交通（多様） 9.0 8.0 9.0 5.0 9.0 8.0 8.0 9.0

ⅵ 娯楽・文化（活動性） 9.0 6.5 5.0 5.0 6.5 8.5 7.0 5.0

ⅶ 居住環境 7.0 7.5 7.0 9.0 7.0 7.0 7.5 8.0

錦糸町 コメント

ⅰ 商業パワー（規模） 9.5 駅及び駅前に大型商業施設が集積。地域ファミリー顧客の強い支持を受けている

ⅱ 商業クオリティー（専門性） 7.0 買回り品店舗は少ないが、ファミリー向けの商品は豊富。低価格店舗も充実

ⅲ 商圏カバー（広域） 9.0 地形が平地続きのため自転車利用が多い。墨田区や江東区から集客。大きな商圏が存在。

ⅳ 街環境（美管理） 8.0 道路整備はよくできているが、一歩路地に入ると未整備。街全体にネオンも多く汚れが目立つ。

ⅴ マルチ交通（多様） 9.0 鉄道網、バス網が充実。マイカーや自転車など駐車・駐輪も豊富。

ⅵ 娯楽・文化（活動性） 9.0 一流の劇場などホールがある。パチンコ、ゲーム店舗が豊富。飲み屋、居酒屋が過剰気味

ⅶ 居住環境 7.0 比較的大きなマンションが多い。駅前を除けば自然が残る
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３.まとめ
　東京 10 km ～ 20 km 圏の最も集客力のある代表的な

商業集積地「自由が丘」「三軒茶屋」「下北沢」「蒲田」

「溝の口」「中野」「赤羽」「北千住」「錦糸町」を取り上

げ、各街が活性化している理由や街の特徴などをレポー

トしたものが、これら 9 つの商業集積地に共通する活

性化要因や、活性化の中身の違いなどの特異性につい

てまとめた。

レーダーチャートによる街比較分析
自由が丘、三軒茶屋、下北沢、蒲田、溝の口、中野、赤羽、北千住、錦糸町

都市（街）探訪シリーズで取り上げた商業集積地（≒街、以下同）

東京 10 km～ 20 km都市圏（≒準都心）エリアにおける地理的ポジション

街探訪シリーズで取り上げた商業集積地（＊） 自由が丘、下北沢、三軒茶屋、中野、蒲田、溝の口、赤羽、北千住、錦糸町

都心・副都心 準都心エリア

東京駅から10 km圏内の行政区（都心・副都心エリア） 東京駅から10～20km圏の行政区
東京都心･副都心の9区を除く区部14区（≒準都心エリア）

山手通り内に位置する行政エリア 山手通り、環七通り、環八通り沿道に位置する行政区エリア

東京都中心部9区 東京準都心東部エリア7区 東京準都心西部エリア7区

千代田区、中央区、港区、品川区、渋谷区、新宿区、
豊島区、文京区、台東区

足立区、葛飾区、江戸川区、江東区、荒川区、
北区、墨田区

大田区、目黒区、世田谷区、中野区、杉並区、
練馬区、板橋区

銀座、日本橋、上野、池袋、新宿、渋谷、六本木 赤羽、北千住、錦糸町
自由が丘、下北沢、三軒茶屋、中野、蒲田、
（溝の口）

（＊）取り上げた条件は、①商業集積があり　②人口密度が高い　③都心部への交通拠点としての駅がある　の三条件

都市（街）探訪シリーズで取り上げた商業集積地（≒街、以下同）

東京 10km～ 20km都市圏（≒準都心）エリアにおける地理的ポジション
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東京10km～20km圏、その魅力。“ 生き続けられるまちとは？”　Phase〈Ⅱ〉都市の魅力を構成する要素とは？

レーダーチャートサンプル

u レーダーチャート作成にあったってのアプローチ

地域・街の地形風土   どのようなところで街が形成されたのか。

地域・街の歴史   いつごろから、どのように街が出来上がったのか。

地域・街の交通網   どのように動くのか。鉄道、バス各路線。

地域・街の街居住者  どのような人が住んでいるのか。

     年齢別人口、世帯、職業、居住年数、居住建物、就業者、学生、主婦、高齢者

地域・街の産業事業基盤  どのような事業所があるのか。事業所種類や従業員数

     土地の価格、マンション価格、パートやアルバイトの時給など。

地域・街の集客拠点   どこに人が集まるのか。商業施設、交通機関。

下北沢

2

4

6

8

10

居住環境

娯楽・文化

（活動性）

マルチ交通（多様） 街環境（管理）

商圏カバー

（広域）

商業クオリティー

  （専門性）

商業パワー（規模）

商業力

5

10

15

20

25

30
中野

溝の口

赤羽

下北沢 蒲田

自由が丘

北千住

三軒茶屋

錦糸町

　「商業集積地探訪調査」は、街のエリアデータ（地形、

風土、歴史、交通網、居住者、産業基盤、商業施設、集

客拠点等）を分析し、加えて街の視察を重ねながら、最

終的には 7つの指標を設定し、Ⅰ・商業パワー（規模）　Ⅱ・

商業クオリティー（専門性）　Ⅲ・商圏カバー（広域）　Ⅳ・

街環境（管理）　Ⅴ・マルチ交通（多様）　Ⅵ・娯楽・文化（活

動性）　Ⅶ・居住環境を街ごとにレーダーチャート化した。
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Ⅰ－街の商業力

商業パワー（規模）　

商業クオリティー（専門性）　商圏カバー（広域）

Ⅱ－街の活力

マルチ交通 (多様）　娯楽・文化 (活動性）

Ⅲ－街の民力

街環境 (美管理）　居住環境

フェーズ－Ⅰ
「商業集積地（街）比較」　街の魅力因子項目別

　9つの商業集積地（街）が活性化している共通のポイン

トは、鉄道の都心へ直接乗り入れが進んだことで、さらに

都心に近付き、都心との交通や情報ネットワークとの一体

感を生み出していることである。

　通勤という名のもと住宅地と業務地という依存関係に

あった東京 10km～ 20km圏にあったエリアは、交通ネッ

トワークの一体化で、郊外でもなく都心でもない、いわば

『準都心』という東京の都市ポジションを手に入れた。

　今日、「個人と自由時間と収入」を最優先するマイライ

フを軸に新ライフスタイルが東京で生まれようとしてい

る。その担い手となるエリア（立地）は『職住近接・隣接』

が可能である東京の10km～20km圏エリアに他ならない。

この PH A SE 2では、9つの商業集積地の魅力因子を組

み替えて

という 3軸で整理しなおし、商業集積地の特徴ないし

活性化要因の共通項を見た。

街の魅力度　レーダーチャート評価表

街の魅力チャート評価

錦糸町 三軒茶屋 北千住 自由が丘 蒲田 下北沢 赤羽 溝の口

ⅰ 商業パワー（規模） 9.5 4.5 8.0 6.5 8.0 5.0 8.0 9.0

ⅱ 商業クオリティー（専門性） 7.0 6.0 6.5 7.5 6.0 7.0 6.0 6.5

ⅲ 商圏カバー（広域） 9.0 7.5 8.0 9.0 6.0 5.0 7.0 7.0

ⅳ 街環境（美管理） 8.0 6.5 5.5 8.0 6.0 5.0 7.0 4.0

ⅴ マルチ交通（多様） 9.0 8.0 9.0 5.0 9.0 8.0 8.0 9.0

ⅵ 娯楽・文化（活動性） 9.0 6.5 5.0 5.0 6.5 8.5 7.0 5.0

ⅶ 居住環境 7.0 7.5 7.0 9.0 7.0 7.0 7.5 8.0

Ⅰ－街の商業力
トップは錦糸町。北千住、溝の口の商業パワーも魅力。三軒茶屋、下北沢は伸び悩み状態が続く

－拠点性が重要。都心との直結度合いとバス網など周辺からの動員が商業力を決める

商業力

魅力項目 チェック要素 備考

Ⅰ・商業パワー(規模） 小売販売額、大型店舗出店 活動的であり、多様性に富んだ商業・サービス

Ⅱ・商業クオリティー(専門性） 専門化、多種多様、個性化 創造的才能にあふれた店舗・事業所

Ⅲ・商圏カバー(広域） 鉄道乗降客・非定期比率 他県からの来街、若者動員
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　商業力は、魅力因子項目のうちⅠ・商業パワー（規模）、Ⅱ・

商業クオリティー（専門性）、Ⅲ・商圏カバー（広域）の 3項目

の合計によって算出している。

　9つの商業集積地の商業力は、規模と言う点では下北沢を除い

て年間 400億円以上の販売額があり、副都心、あるいは立川な

どに次ぐ規模と商業は充実している。しかし、商圏カバー力や業

種のバラエティやクオリティーを見ると、錦糸町が大型店も揃い、

9つの商業集積地の中では商業力ナンバーワンとなり、大型店も

少なくバス網が狭く商圏のカバー力の弱い下北沢は最下位となっ

ている。商業力は、基本的には、大型店の存在有無、商圏の大小、

多様な業態の有無により商業力の強弱高低が決まる。

商業集積地 行政区 年間販売額

二子玉川駅周辺 世田谷区 88,844

錦糸町駅周辺計 江東区 88,130

蒲田駅周辺計 大田区 82,816

中野駅周辺計 中野区 79,039

溝の口駅周辺計 川崎市高津区 66,100

自由が丘駅周辺 世田谷区 65,387

商業集積地 行政区 年間販売額

大井町駅周辺計 品川区 59,857

赤羽駅周辺計 北区 43,451

荻窪駅周辺計 杉並区 41,719

北千住計 荒川区 40,413

三軒茶屋 世田谷区 40,142

下北沢駅周辺計 世田谷区 27,076

東京10 km～ 20 km圏内の商業集積地
400億円以上の商業集積地

商業力
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赤羽

下北沢 蒲田

自由が丘

北千住

三軒茶屋

錦糸町

商業力 商業パワー 商業
クオリティー 商圏カバー

1位 錦糸町 25.5 9.5 7.0 9.0

2位 自由が丘 23.0 6.5 7.5 9.0

3位 北千住 22.5 8.0 6.5 8.0

4位 溝の口 22.5 9.0 6.5 7.0

5位 中野 22.5 7.0 8.0 7.5

6位 赤羽 21.0 8.0 6.0 7.0

7位 蒲田 20.0 8.0 6.0 6.0

8位 三軒茶屋 18.0 4.5 6.0 7.5

9位 下北沢 17.0 5.0 7.0 5.0
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街の商業力
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Ⅱ－街の活力
トップは錦糸町、第 2位は下北沢、第 3位は蒲田・中野。

－都心と直結する交通拠点であり、生活が超便利で『遊』が充実なことが街活力を生む－

活力

魅力項目 チェック要素 備考

Ⅴ・マルチ交通(多様） 鉄道網、バス路線、駐車場 近隣の交通動線、回遊性

Ⅵ・娯楽・文化(活動性） パチスロ・ゲーム・シネマ・
アート施設

大人のレジャー・文化活動

　街の活力は、魅力因子項目のうちⅤ・マルチ交通（多

様）、Ⅵ・娯楽・文化（活動性）の 2つの因子の合計か

ら算出した。

　街の活力は、街の交通手段や周辺エリアとのバスなど

の交通網に大きく依存する。しかし、街の活力の差異は、

街に行きたくなる仕掛（レジャーや文化施設などの催事）

が街の環境やインフラにあるのかどうかによって左右さ

れる。

　9つの商業集積地の中では、錦糸町、下北沢、蒲田、中

野が上位を占めるが、錦糸町は楽天地や中央競馬会など、

下北沢は劇場やライブ、蒲田は旧撮影所、中野はサンプラ

ザなどそれぞれ個性的な集客施設があり街の活性化につな

がっている。

　9つの街に共通する「活力」の背景を見ると、①人口増

加のエリアであること（一度減少した人口が 90年以降上

昇しはじめたエリア）。独身単身者も多く、女性も多いエ

リアで、まだ高齢化はテーマになっていない（就業率が高

いエリア）、②都心と一体化した交通ネットワークがあり、

地域の中心にある駅の乗降人員は増え続けている、③人気

上昇中の地域であること、④職住近接重視のライフスタイ

ルが見られることなどが挙げられる。

　但し、街の活力は、その街を利用する人たちの属性（サ

ラリーマン、学生、遊びに来ている人など）との相関関係

が強く働くことがありそうだ。

活　力
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三軒茶屋

錦糸町

活力 マルチ交通 娯楽・文化

1位 錦糸町 18.0 9.0 9.0

2位 下北沢 16.5 8.0 8.5

3位 蒲田 15.5 9.0 6.5

4位 中野 15.5 8.5 7.0

5位 赤羽 15.0 8.0 7.0

6位 三軒茶屋 14.5 8.0 6.5

7位 北千住 14.0 9.0 5.0

8位 溝の口 14.0 9.0 5.0

9位 自由が丘 10.0 5.0 5.0
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民力

魅力項目 チェック要素 備考

Ⅳ・街環境(管理） 清潔・保守・運営 店舗の街並み、道路整備状況、商店街組合

Ⅶ・居住環境 一戸建て、マンション、買い物、医療 地域社会の充実、人々の帰属性が高い

　街の民力は、　魅力因子項目のうちⅣ・街環境（管理）、Ⅶ・

居住環境の 2つの因子の合計から算出。

　民力は、街の交通や道路を含めたインフラ、行政力、住

民の質によって大きく左右される。

　9つの商業集積地の中で民力ポイントが最も高かったの

は「自由が丘」である。古くからの住宅地で渋谷や銀座

にも近く、若者だけでなくファミリー世帯にも住みたい

街ランキングの上位に常に上がっている。街自体のサイ

ズは小さくコンパクトだが、地元の商業者たちが街の安

全美観に熱心であることが評価につながっている。自由

が丘についで中野、錦糸町が続くが、両街とも駅前及び、

駅周辺の都市再開発が最近行われ、清潔な街としての整

備が進んだ。下北沢や溝の口は最下位を争うが、駅前整

備や再開発がうまくいっておらず、街の買い回り性に課

題を残している。9つの商業集積地を「民力」として見る

と、共通しているのは、居住は共同住宅（=マンション）

が主流となっており、小世帯、利便性、合理的で安全な

生活ができるというライフスタイルが進行中であること。

そして、今後東京の都心部に大手企業の業務が集中して

ゆくことが予想される中、このエリアでは、「職住近接」

というライフスタイルが強化されてゆくことが予想され、

文化や芸術あるいはビジネス ･ 就労・就学など各種情報

の取得や接触に便利な居住地として再構築されてゆく可

能性が大きい。もともと交通便利な立地で生活環境も良

好であったことから住宅地として再評価されるようにな

り、最近では二子玉川、北千住、錦糸町、中野、武蔵小

杉など住宅地の駅前に高層マンション、商業施設、事業

所ビルなど複合的な再開発がおこなわれ、個性的な商業

集積地として開発され、周辺からの顧客も動員する街が

出来上がっている。

Ⅲ－街の民力
トップはイメージが抜群の自由が丘。第 2位は中野、第 3位は錦糸町

－街づくり駅前整備がキーポイント。マンション化が進むことで街がきれいに変身－　
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民　力
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フェーズーⅡ　
街別レーダーチャートから見る 9つの商業集積地の特徴

u商業集積地（街）の特異性・個性を発見

　都市（街）探訪シリーズで取りあげた 9つの街は、人口

密度が高く、都心部への交通拠点としての駅があり、ある

程度（年間 400億円以上）の小売販売額を有するが、最

近は、都心部より不動産価格が低いこともあり、都心への

交通便利な住宅地として再評価されるようになった。加え

て、駅前において高層マンション、商業施設、事業所ビ

ルなど複合的な再開発が進み、個性的な商業集積地になっ

ており、街が活性化している。

　以下、各商業集積地（街）のレーダーチャートを見なが

ら街の特徴を確認しよう。
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民力 居住環境 街環境

1位 自由が丘 17.0 9.0 8.0

2位 中野 15.5 8.5 7.0

3位 錦糸町 15.0 7.0 8.0

4位 赤羽 14.5 7.5 7.0

5位 三軒茶屋 14.0 7.5 6.5

6位 蒲田 13.0 7.0 6.0

7位 北千住 12.5 7.0 5.5

8位 下北沢 12.0 7.0 5.0

9位 溝の口 12.0 8.0 4.0

街魅力チャート評価

魅力因子項目 錦糸町 三軒茶屋 北千住 自由が丘 蒲田 下北沢 赤羽 溝の口

ⅰ 商業パワー（規模） 9.5 4.5 8.0 6.5 8.0 5.0 8.0 9.0

ⅱ 商業クオリティー（専門性） 7.0 6.0 6.5 7.5 6.0 7.0 6.0 6.5

ⅲ 商圏カバー（広域） 9.0 7.5 8.0 9.0 6.0 5.0 7.0 7.0

ⅳ 街環境（美管理） 8.0 6.5 5.5 8.0 6.0 5.0 7.0 4.0

ⅴ マルチ交通（多様） 9.0 8.0 9.0 5.0 9.0 8.0 8.0 9.0

ⅵ 娯楽・文化（活動性） 9.0 6.5 5.0 5.0 6.5 8.5 7.0 5.0

ⅶ 居住環境 7.0 7.5 7.0 9.0 7.0 7.0 7.5 8.0



124

東京10km～20km圏、その魅力。“ 生き続けられるまちとは？”　Phase〈Ⅱ〉都市の魅力を構成する要素とは？

魅力度各因子 錦糸町 コメント

ⅰ 商業パワー（規模） 9.5 駅及び駅前に大型商業施設が集積。地域ファミリー顧客の強い支持を受けている

ⅱ 商業クオリティー（専門性） 7.0 買回り品店舗は少ないが、ファミリー向けの商品は豊富。低価格店舗も充実

ⅲ 商圏カバー（広域） 9.0 地形が平地続きのため自転車利用が多い。隣接区から集客。大きな商圏が存在。

ⅳ 街環境（美管理） 8.0 道路整備はよくできているが、一歩路地に入ると未整備。街全体にネオンも多く汚れが目立つ

ⅴ マルチ交通（多様） 9.0 鉄道網、バス網が充実。マイカーや自転車など駐車・駐輪も豊富。

ⅵ 娯楽・文化（活動性） 9.0 一流の劇場などホールがある。パチンコ、ゲーム店舗が豊富。飲み屋、居酒屋が過剰気味

ⅶ 居住環境 7.0 比較的大きなマンションが多い。駅前を除けば自然が残る

１．錦糸町　
一大繁華街に来る来街者とマンション新住民達との棲み分けができている街
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２．蒲田　
大昭和の面影が見え隠れ！新陳代謝が少ない蒲田の街
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ⅰ 商業パワー（規模） 8.0 小店舗で密集する商店街。安売り競争が激しい。人口密集地域密着型

ⅱ 商業クオリティー（専門性） 6.0 安売りスーパーや雑貨店が多く高級感はほとんど見られない

ⅲ 商圏カバー（広域） 6.0 東急沿線・羽田地区から集客するも、川崎への流出が拡大中

ⅳ 街環境（美管理） 6.0 道路は比較的整備されているが、中小の古いビルが多い

ⅴ マルチ交通（多様） 9.0 バス網が広域。鉄道は都心部とのアクセスが良好

ⅵ 娯楽・文化（活動性） 6.5 パチンコ店が一部地域に密集。地域の学習活動は活発

ⅶ 居住環境 7.0 東側と西側で大きな違い。東は古くて低い住宅街、西はマンション街
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東京10km～20km圏、その魅力。“ 生き続けられるまちとは？”　Phase〈Ⅱ〉都市の魅力を構成する要素とは？

３．中野　
通勤・通学に超便利。準都心が進む街。若者を取るか大人を取るか悩む都市再開発

魅力度各因子 中野 コメント

ⅰ 商業パワー（規模） 7.0 大型店がすくない。若者動員力あり

ⅱ 商業クオリティー（専門性） 8.0 アニメ雑貨バラエティに富む。高級感なし

ⅲ 商圏カバー（広域） 7.5 西の秋葉原、中央線沿線

ⅳ 街環境（美管理） 7.0 道路がせまい。商店が密集。危険度大

ⅴ マルチ交通（多様） 8.5 バス網が広域。鉄道は新宿依存

ⅵ 娯楽・文化（活動性） 7.0 アニメサブカルが集積。本格施設がすくない

ⅶ 居住環境 8.5 古い住宅地。単身向けアパート。密集
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魅力度各因子 溝の口 コメント

ⅰ 商業パワー（規模） 9.0 生鮮食品・低価格商品取り扱い店舗パワー、地域ファミリー顧客の強い支持

ⅱ 商業クオリティー（専門性） 6.5 百貨店等など買回り品店舗は少ない、ヤングファッションが少ない

ⅲ 商圏カバー（広域） 7.0 自転車利用、徒歩客など近隣住民が中心。南武線・田園都市線沿線客は流出傾向

ⅳ 街環境（美管理） 4.0 駅前含め商店街は狭小。道路整備に大きな遅れ。街全体にネオンも多く汚れが目立つ。

ⅴ マルチ交通（多様） 7.0 鉄道網、バス網が充実。マイカーや自転車など駐車・駐輪に難あり

ⅵ 娯楽・文化（活動性） 5.0 劇場などホールの類は少ない。パチンコゲーム店舗が豊富。飲み屋居酒屋が過剰気味

ⅶ 居住環境 8.0 比較的大きなマンションが多い。駅前を除けば病院等も多く住宅や学校も多く、自然が残る

４．溝の口　
親しみ溢れる街だが、綺麗で楽しい街づくりが求められている
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東京10km～20km圏、その魅力。“ 生き続けられるまちとは？”　Phase〈Ⅱ〉都市の魅力を構成する要素とは？

５．自由が丘　
憩いの散策路、買い物が便利で生活環境は抜群でおしゃれな街。

魅力度各因子 自由が丘 コメント

ⅰ 商業パワー（規模） 6.0 大型店舗が少なく、小売販売額も700億円。競争がない。

ⅱ 商業クオリティー（専門性） 7.5 創造的才能にあふれた多種多様店舗・事業所

ⅲ 商圏カバー（広域） 9.0 東急電鉄2路線で都区部や神奈川・埼玉の若者を動員

ⅳ 街環境（美管理） 8.0 店舗の街並み、道路整備状況、商店街組合の管理が行き届く

ⅴ マルチ交通（多様） 4.5 道路事情が悪く、バス路線も少なく短い、駐車場確保に難あり

ⅵ 娯楽・文化（活動性） 4.5 買い物を楽しむ町であるので大人のレジャー・文化活動は少ない

ⅶ 居住環境 9.0 静かな住宅エリアがあり、日常的な買い物には便利
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６．赤羽　
昭和の街から変身中の赤羽の街。バランスが取れた住みやすい街

魅力度各因子 赤羽 コメント

ⅰ 商業パワー（規模） 8.0 大型店を巻き込んだ安売り競争が激しい商業

ⅱ 商業クオリティー（専門性） 6.0 最寄品雑貨や安売り食料品が多く高級感はほとんど見られない

ⅲ 商圏カバー（広域） 7.0 東京北部エリアから広域に顧客吸引するが都心流出も大きい

ⅳ 街環境（美管理） 7.0 道路は比較的整備されているが、中小の古いビルが多い

ⅴ マルチ交通（多様） 8.0 バス網が広域。鉄道は都心部とのアクセスが良好

ⅵ 娯楽・文化（活動性） 7.0 パチンコ店が一部地域に密集。地域の学習活動は活発

ⅶ 居住環境 7.5 東側と西側で大きな違い。東は古くて低い住宅街、西はマンション街
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東京10km～20km圏、その魅力。“ 生き続けられるまちとは？”　Phase〈Ⅱ〉都市の魅力を構成する要素とは？

７．北千住　
通勤・通学・買物など日常生活に超便利な北千住の街。地域イメージが課題か？
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魅力度各因子 北千住 コメント

ⅰ 商業パワー（規模） 8.0 マルイ、ルミネ、ディスカウント豊富

ⅱ 商業クオリティー（専門性） 6.5 老舗があるが、ブランドはよわい

ⅲ 商圏カバー（広域） 8.0 広域であるが都心流出も大

ⅳ 街環境（美管理） 5.5 汚れや未整備な面が目立つ

ⅴ マルチ交通（多様） 9.0 鉄道4社5路線、バス網も発展

ⅵ 娯楽・文化（活動性） 5.0 小規模でパワー不足

ⅶ 居住環境 7.0 アパートも多く、安全性が課題
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８．三軒茶屋　
都心に近くて便利。若者・学生が多く集まる気楽な街。新陳代謝が激しい

魅力度各因子 三軒茶屋 コメント

ⅰ 商業パワー（規模） 4.5 大型店舗、集客施設が少ない

ⅱ 商業クオリティー（専門性） 6.0 若者中心飲食専門化、多種多様、個性化

ⅲ 商圏カバー（広域） 7.5 鉄道乗降客が多い。学生若者がメイン

ⅳ 街環境（美管理） 6.5 駅周辺整備が未完、商店街は活発

ⅴ マルチ交通（多様） 8.0 鉄道、バス網が発達、駐車場に難

ⅵ 娯楽・文化（活動性） 6.5 パチスロ・ゲーム、喫茶文化

ⅶ 居住環境 7.5 マンション化が進む。単身若者が多く居住
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9．下北沢　
1980年代の街。大きく遅れる駅前再開発。若者依存でよいのかパワー不足
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魅力度各因子 下北沢 コメント

ⅰ 商業パワー（規模） 5.0 小店舗で密集する商店街。大型店がすくない。多様化しすぎる

ⅱ 商業クオリティー（専門性） 7.0 高校生・ヤングは充実。雑貨とゲームセンターとファストフード

ⅲ 商圏カバー（広域） 5.0 若者は広域商圏から。近隣住民徒歩客。渋谷・新宿との競合力無し

ⅳ 街環境（美管理） 5.0 駅前含め商店街は狭小で身動きできない。再開発で大揺れ遅延

ⅴ マルチ交通（多様） 8.0 新宿・渋谷へのアクセスは便利だが、車利用に難がある

ⅵ 娯楽・文化（活動性） 8.5 劇場、ライブハウスなど多種多様にある。ゲームセンターが多い

ⅶ 居住環境 7.0 古い住宅が多い。アパート・ワンルーム等単身世帯が多い
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フェーズーⅢ
歴史的発展プロセスからみる 9つの街の共通点

① 明治・大正・昭和戦前　鉄道交通の拠点駅を核に地域

が発展【居住地。工業地】

　都市（街）探訪シリーズでピックアップした街は、東京

に人口が山手線の内側から外延に広がって出来上がり、東

京都市圏が成立する時期、すなわち明治末期から大正期に

東京の近郊の交通ネットワークが形成され、地域周辺の中

心核 =鉄道交通拠点（駅）に出来上がった街。

　街としての形成構造は、例えば、赤羽や北千住などは、

明治初期から国鉄駅があり工業地帯となっており、その工

場に就業する労働者の住まいがあった。加えて、東京都心

部の官庁や大企業業務地に通勤する人たちも生活しており、

その人たちを対象とした大きな商店街が形成された。

② 戦後復興期　焼け跡闇市からの復興スタート

　都市（街）探訪シリーズでピックアップした街には軍の

施設や軍需工場もあり、東京大空襲の爆撃目標とされた地

域であり、実際に致命的な爆撃を受け、街が壊滅的な打撃

を受けている。東京の殆どの地域が東京大空襲に見舞われ

たが、ここで取り上げた街は、『闇市』が立ち上がり早く

復興している。それは、昭和初期から商業地として物や人

が集積していたことと、昔から街の中に国鉄や私鉄もあり、

都電もあるという過去の都市資源が残存していたことが大

きな理由としてあげられる。

③ 1950, 1960年代　生活中心型の街の原点が形成

　経済復興を通じて、人口増がいち早く現れた地域。そし

て人口増に伴いバス網も出来上がり、商業や生活者向け

サービス業（銀行、信用金庫、食堂、散髪屋、クリーニン

グ屋、野菜 ･魚 ･肉屋…）が進出し、『街の原型』が出来

上がった。首都東京の復興建設は 1950年制定の首都建設

法に基づく首都建設計画に則って進められていたものの、

事業は計画どおりに進まず、都市整備は大幅に遅延した。

④ 1970,1980年代　人口増エリアから人口減エリアに

転じた時期。居住環境と交通混雑が課題に

　東京の人口は都心部や副都心のある区部だけでなく、山

手線周辺や外側の区部からも東京 30km～50kmへの移住

が多く、このエリア人口が減り始めた。地域再開発ブーム

に乗り一部土地の買い上げもあったが、経済環境の悪化で

ほとんどの建設は頓挫した。混雑した住宅街の区画整理を

中心とする街の再開発は、一向に進展を見なかった。この

ため、市街地の無秩序な拡大、居住環境の悪化、交通混雑、

公共施設の不足、住宅不足などの過密・過大都市の弊害が

深刻化した。

東京都の人口増加率推移（各年国勢調査）

　 50－60年 60－70年 70－80年 80－90年 90－00年 00－10年

都心3区計 52.6 11.4 －1.7 －0.1 0.9 9.8

副都心5区計 51.1 －8.2 －14.8 －9.9 －4.6 11.8

準都心15区計 61.0 13.8 －2.6 0.4 0.4 8.4

都心3区（千代田、中央、港）　副都心5区（新宿、渋谷、豊島、台東、品川）　
準都心（目黒、世田谷、大田、練馬、杉並、北、墨田、足立、葛飾、文京、江戸川など15区）
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⑤ 1990, 2000年代　人口都心回帰。職住近接エリアとし

て再評価。

　東京 10km～ 20km圏のエリアに緩やかな都心回帰的

現象が拡がった。2020年東京オリンピック開催に向け広

域交通ネットワーク形成に向け強化され、準都心区もその

恩恵で居住者が増えた。

　都心部に近い東京都 14区（=準都心 =東京 10km～

20km圏）、のエリアは古くから業務・商業地化が進んで

おり、都心部の都市機能を補完しつつ依存的関係が強かっ

たが、現在は都心との相互サポート関係に転じている。

以上

３. 総括
　東京 10km～ 20km圏エリアに住んでいる人達は、都

心ほど騒々しくなく、また郊外の通勤通学難にさらされる

ことのない生活の便利さ、すなわち自分の可処分時間が比

較的自由に多く獲得できるという居住のメリット =準都

心生活を享受している。

　東京都市圏の戦後における新しいライフスタイルは、半

世紀前の郊外のニューファミリー（家族・企業組織中心）

からスタートしているが、そこには『職住分離』という都

市テーマがあった。しかし、今日では、「個人と自由時間

と収入」を最優先するマイライフを軸に新ライフスタイ

ルが生まれようとしている。その担い手となるエリア【立

地】は、『職住近接・隣接』が可能である東京の 10km～

20km圏エリアに他ならない。

　少子高齢化が進み一向に魅力が出てこない東京郊外と、

グローバル企業との競争や需要の縮小に悩む都心部に対

し、大きな都市問題から解放されているのが『準都心』で

ある。

　東京 10km～ 20km圏の道路・住宅・商業などへのイ

ンフラビジネスの成長の期待は大きいが、東京 10km～

20km圏にあるエリアは、人口密度も高く超過密な都市の

危険にさらされ、まともな都市計画もなく無秩序的に宅

地が拡大し、環状 6号・7号・8号の幹線道路によりエリ

アが分断される中で、多くのエリアで、地域アイデンティ

ティーに無頓着なライフスタイルがまだ跋扈している。

　これからの東京 10km～ 20km圏の街づくりは、ハー

ドなインフラだけでなく、将来の社会において最も活躍が

期待される女性の生活の場【職住近接】とするという明快

な目標を持ち、女性ニーズを最優先させる街づくりが必要

だろう。女性尊重社会という視点にたって東京都市圏を見

た場合、「郊外 =主婦、都心 =キャリアウーマン」という

図式だけでなく、「働く子育て女性 =準副都心」という新

しい都市の図式が生まれる可能性がある。　

　都市の活性化は「女性エリア」をどう作るかにかかって

いる。

　9つの商業集積地の都市開発の考え方は、効率的で清

潔で安全と言う名の下に行われているが、ネット社会が

進む中、過去の都市計画発想は願い下げたい。街づくり

を支えるその主人公は誰なのかいまだ曖昧となっている

ことが問題だ。東京全体の交通ネットワークの再編やオ

リンピック開催による地域開発で、このエリアは、都心

部との相互関係が強化され『準都心化』が進み、新しい

都市生活の様々な魅力を満喫できるエリアとなってゆく

ものと思われる。
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