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中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～連　載

 1．はじめに
山鹿市は、熊本県の北部に位置し、北は福岡県・

大分県、南は植木町・玉東町、西は和水町、東は菊
池市にそれぞれ接しています。
温泉を中心とした観光都市であり、市内には数多

くの装飾古墳群や邪馬台国時代の県内最大の集落遺
跡である方保田東原遺跡、大和朝廷によって築かれ
た鞠智城等多くの国指定史跡を有しています。
また、年間を通して多くの祭り、イベント等が開

催されており、特に夏の山鹿灯籠まつりは延べ 30 万
人の人出で賑わいます。
江戸時代の参勤交代路であった豊前街道沿いに

は、坂東玉三郎舞踊公演が毎年開催される明治の芝
居小屋「八千代座」（国指定重要文化財）をはじめと
する歴史ある建造物が立ち並び、古き良き時代の面
影を今に伝えています。
平成 17 年 1 月に周辺 4 町と合併し、面積 299.67�

km2、人口約 5万 8千人を有する新たな「山鹿市」と
して出発しました。

 2．中心市街地の現状
本市の中心市街地は、古くから全国有数の温泉地

として名を馳せ、江戸時代は豊前街道第一の宿場町
として栄えてきました。
現在も、国道 3号と国道 325 号が交差する交通の

要衝であり、商業、観光、行政、娯楽など様々な市
民生活を支える拠点となっています。
しかしながら、近年のモータリゼーションの進展

や大型店の郊外立地等により、都市機能が郊外へと
拡大しており、中心性を失いつつあります。
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中心市街地の人口を見ると、市全体に比べ減少率
が大きく、8年間で 10％減少しています。また、世
帯数に関しては、市全体が増加しているのに対し中
心市街地では減少していることから、中心部の空洞
化が顕在化していることが分かります。

歩行者通行量をこの 19 年間で比較した場合、平日
で 40％、休日で 19％、平日・休日の合計平均を見る
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と 19 年前の 3割まで落ち込んでいます。

中心市街地における商業活動の状況ですが、年間
小売販売額は、平成 16 年では 10 年前の 3割にも満
たない程に減少しています。これは平成14年に中心
市街地内にあった 2つの大型店が相次いで閉店した
ことが大きく影響しています。
市全体に比べ、中心市街地の商店街は商店数、従

業者数、売場面積といった全ての指標が大幅に減少
していることから、郊外における大型店の進出等、
全体として店舗の大型化が進んでいることが推察さ
れ、中心市街地の商業面でのポテンシャルが著しく
低下していることがうかがえます。
特に九州初の再開発ビルとして昭和 50 年のオー

プン以来、まちの顔として周辺市町からの顧客を吸
引し続けてきた大規模商業施設「プラザファイブ」
の老朽化、機能低下が中心市街地商店街の衰退に拍
車をかけたといえます。

 3．新たな基本計画の策定
平成 10 年度に旧法に基づく中心市街地活性化基

本計画を策定し、八千代座の平成の大修理や豊前街
道沿道のまちなみ修景、空き地空き店舗に対する支
援等を実施してきました。これら歴史的町並みの魅
力を活かした市街地整備改善の取組みは、平成 19 年
度都市景観大賞「美しいまちなみ賞」（国土交通省）

を受賞するなど、一定の事業効果を上げたといえま
す。
一方、商業活性化の取組みについては、変化する商

業環境に適応した商店街の自助努力が十分でなかっ
たことや、懸案であったプラザファイブの再生事業
に着手できなかったことなどにより、期待された成
果をあげることはできませんでした。
そこで、新計画では中心市街地の現状と旧計画の

事業検証による反省を踏まえ、次のような推進課題
及びテーマをもって取組むこととしました。

活性化の推進課題

①交通環境の整備
交通アクセスの充実、通行環境及び駐車場の整備

②歴史的資源の活用と再生
�八千代座の更なる活用、さくら湯の再建による集
客、歴史的まちなみの維持と発展、祭り・イベン
トの継続

③暮らしやすい環境の充実
プラザファイブ再整備による商業施設の充実、商
店街支援制度の継続、住宅建設の促進、生活道路
の整備

活性化のテーマ

①いつでも、いきやすい。
・�高齢者を始めとする交通弱者が中心市街地に行
きやすくする輸送機関の交通サービスを実施
する。
・中心市街地と郊外を結ぶ幹線道路を整備する。
・交通サインの充実や駐車場の整備を図る。
②いつでも、山鹿らしさがある。
・�温泉、八千代座、山鹿灯籠、豊前街道など、独自
の文化資源を活用したまちづくりを推進する。
・�灯籠まつり、温泉祭、百華百彩など、個性ある
祭り、イベントのさらなる充実を図る。
・�観光客をもてなす案内人の観光ガイドにより、観
光地としてのイメージアップを図り、誘客を促
進する。

③いつでも、だれでも暮らしやすい。
・�買い物や飲食がしやすい魅力ある商業空間の形
成を図る。
・�誰もが安心して快適に暮らせるように医療、福
祉、行政等のサービスを充実させる。
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・�住宅建設や道路整備を行うことで、歩いて暮ら
せる環境を目指す。
以上の推進課題とテーマをもとに、目指す将来像
『来て、観て、歩けば、住みたくなる湯

ま

町
ち

』
の実現を図ります。

 ４．活性化の目標
前述した将来像を実現するために、今後 5年間で

達成を目指す目標を 2つ掲げています。
■中心市街地活性化の目標

数値目標の指標 目標値の設定

①中心市街地（8ヵ所）
の歩行者通行量

4,426 人／日（H19）
↓　約 22％増

5,400 人／日（H24）

②中心市街地の年間小
売販売額

3,654 百万円（H19）
↓　約 18％増

4,300 百万円（H24）

 ５．主な事業
新たに策定した基本計画 46 事業のうち、主な事業

は、次のとおりです。
◎プラザファイブ再生事業
平成 14 年にビル内のキーテナントが撤退したこ

とで、空き床が全体の 50％を超えるなど求心力を
失ったプラザファイブですが、現在、かつての活
力を取り戻すために、既存建物をコンパクトにリ
ニューアルする再生事業を推進しています。不足業
種など各種テナントを誘致し、商業機能等の集積を
図ることで、魅力ある中心市街地の商業核、交流空
間が再生され、周辺商店街への波及効果が期待でき
ます。

プラザファイブ内観イメージ図

プラザファイブ外観イメージ図

◎さくら湯再生及び公園整備事業
古くから市民に親しまれてきた山鹿温泉の元湯

「さくら湯」を湯の町山鹿の歴史と文化を代表する顔
として往時の姿に再建。周辺を公園化することによ
り、商業施設と一体化した面的整備が図られます。
　　

昭和 47当時のさくら湯

◎八千代座第2次整備事業
本市の代表的な観光文化施設である八千代座の関

連施設を整備することにより、市民の相互交流を目
的としたコミュニティ活動を支える中核的な施設と
しての整備が図られます。また、空調設備の導入に
より、年間を通じた利用が見込まれます。
　　　

八千代座
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◎各小路（しゅうじ）線整備事業
豊前街道を軸に歴史的資源を結ぶ回遊性のある散

策ルートとして整備するとともに、地域住民にも配
慮した歩行者優先の道として整備します。

小路イメージ図

◎語り部と歩く山鹿探訪
山鹿の観光ガイド役として、歴史と文化を土地の

言葉で案内する「山鹿市旅先案内人の会」、“米”を
テーマに試飲、試食をしながら町並みを楽しむ「米
米惣門ツアー」、軽快な足取りとトークで市内各所を
案内する「山鹿人力車」これら語り部たちによる心
温まる山鹿独自のホスピタリティは、観光地として
のイメージアップにつながり、誘客を促進します。

◎市街地循環バス、あいのりタクシー運行事業
主に交通機関が整備されていない地域の高齢者を

はじめとした交通弱者の日常生活の移動手段を確保
することにより、中心市街地への集客促進や地域内
の回遊性が見込まれます。

市街地循環バス

あいのりタクシー

 ６．おわりに
平成 20 年 7 月 25 日、山鹿商工会議所及び山鹿温

泉まちづくり株式会社が中心となり、多様な民間主
体の参加による山鹿市中心市街地活性化協議会が設
立されました。今後は、この協議会を中心に意見の
調整を図り、活性化に向けた取組みの実効性を高め
ていきます。
基本計画が認定される直前、アメリカの金融危機

に端を発した世界的な景気後退により、商業を取り
巻く環境はさらに厳しいものになっています。基本
計画の記載事業にもいくつかの事業に実施時期の遅
れや停滞が見られるなどその影響が少なからずあり
ますが、協議会をはじめとする、官民一体となった
協力体制のもと、地道ながらも着実に事業達成に向
けた努力を重ねています。
逆境だからこそ生まれた結束力、信頼関係を今後

も大切にし、より高めていくことで、地域独自の魅
力にあふれたまちづくりを推進していきます。
（とみさき　よしたか）


