
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

八戸市中心市街地活性化基本計画について

八戸市総合政策部中心市街地活性化推進室
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 1．はじめに
本市は、太平洋を臨む青森県の南東部に位置し、地

形は、なだらかな台地に囲まれた平野が太平洋に向
かって広がり、その平野を三分する形で馬淵川（ま
べちがわ）、新井田川（にいだがわ）の 2 本の川が流
れています。

気候は、太平洋岸式気候ですが、偏東風（やませ）
の影響を受け、夏は冷涼で、冬は晴天が多く乾燥し
ています。また、北東北にありながら降雪量が少な
く、日照時間が長いことも特徴となっています。
「八戸は海から拓け、海とともに発展してきた」と

いわれるように、江戸時代から交易の拠点として栄
えた八戸港は、昭和 10 年代にかけて、漁港及び商港
の近代化が進められ、その後、昭和 35 年に特定第三
種漁港に、更に昭和 39 年に新産業都市に指定され
たのを契機に、大規模な工業港、漁港、商業港の整

備が進められ、また背後に工業地帯が形成されるな
ど、全国屈指の水産都市、北東北随一の工業都市と
して、地域の拠点となっております。

平成 13 年には「特例市」に移行、平成 17 年には
「ジャズとそばのまち」として全国的な知名度を誇る
南郷区（旧南郷村）と合併し、人口約 25 万人、面積
約 300 km2 の現在の姿となりました。

 2．中心市街地の沿革
八戸のまちづくりは、藩政時代の 1630 年頃に始

まったとされています。現在の中心市街地は、当時形
成された町人町、武家町、足軽町などを原型としな
がら、町割りなどその骨格はほぼ変わることなく存
続しており、三日町（みっかまち）、十三日町（じゅ
うさんにちまち）といった、当時の市（いち）を由
来とする日付を冠した町名が、現在も多く残されて

図 1　八戸市の位置



SHINTOSHI  Vol.63 No.1 2009  69

おります。
また、国の重要無形民俗文化財である八戸三社大

祭（さんしゃたいさい）や八戸えんぶりといった北
東北を代表する祭事も、古くから中心市街地で行わ
れてきました。

新産業都市の指定を受けて都市化が進展してから
は、県外資本の大型店が相次いで進出し、商業集積
と商店街の街区拡大をもたらし、県内最多の商圏人
口約 67 万人を擁する商業街区が形成されていきま
す。

昭和 50 年代には、公会堂や新図書館、続く 60 年
代には美術館など、市の文化関連施設の集積も進み
ました。

このように中心市街地は、伝統文化が息づくと共
に、現代の都市機能が集積し、市内のみならず、周
辺市町村からも人々が集い、賑わいのあふれる、八
戸都市圏の「顔」としての機能を担ってきたのであ
ります。

しかし、平成に入ってから、大型店の撤退、郊外
型 SC の新設、公共公益施設の郊外移転が相次ぎ、こ
れが中心市街地の衰退を招く大きな要因となりまし
た。

まず、平成 2 年に長崎屋が中心市街地から撤退
し、郊外に長崎屋を核店舗とする SC「ラピア」を新
設、続く平成 7 年には当市に隣接する下田町へ郊外
型 SC であるイオン下田ショッピングセンターの新
設、平成 8 年の東北ニチイの撤退、平成 9 年には八
戸市立市民病院の郊外移転、平成 10 年の市内沼館地
区へ郊外型 SC「ピアドゥ」の新設、平成 15 年には
イトーヨーカドー八戸店が中心市街地から撤退して
います。

更には、平成 3 年以降の国内経済の長期停滞や、
平成6年12月に北海道から東北地方を襲った三陸は
るか沖地震など、景気や天災といった外部要因も中
心市街地の衰退に追い討ちをかけるものとなりまし
た。

一方、平成 14 年 12 月に東北新幹線八戸駅が開業
して以来、乗降客数は開業以前に比べて 5 割増を維
持しており、中心市街地にも一定の賑わいをもたら
しています。

特に、中心市街地が八戸三社大祭や八戸えんぶり
といった伝統的な「祭」の舞台となっていることか
ら、その時期には首都圏から多くの観光客が中心市

街地を訪れています。また、新幹線開業と同時期に
整備された屋台村「みろく横丁」は、人と人との交
流が生まれる屋台形式の店舗街で、地元の食材を中
心としたメニューを提供することで、多くの観光客
やビジネス客の受け皿となっています。

このように、商業機能の低下が進むなかで、一部
に新幹線開業によるプラス効果が見られる状況です
が、現在、新青森駅開業を平成 22 年度に控え、こ
れを八戸駅の第二の開業と受け止め活性化に結び付
けようという動きが見られるなど、基本計画の認定
と相まって、中心市街地の活性化へ向けた機運が高
まっています。

 3．中心市街地の現状と課題
さて、広域的な範囲で集客を誇っていた中心市街

地の衰退は、歩行者通行量や小売業年間販売額の減
少などに顕著に現れています。

例えば、歩行者通行量は、平成元年の約 13 万人か
ら、平成 19 年には約 4 万人へと 3 分の 1 以下になっ
てしまい、日曜日の通行量が月曜日を下回るなど、
かつて休日には着飾った多くの人々を集めた「ハレ
の場」としての役割を失いかけています。
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図 2　中心市街地の主要 8地点の歩行者通行量の推移

また、小売業年間販売額は、平成 3 年の約 886 億
円が、平成 16 年には約 380 億円へと 2 分の 1 以下に
なりました。同期間における市全体に占める中心市
街地の販売額の割合も、約 3 割から約 1 割へと落ち
込んでいます。
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図 3　中心市街地の小売業年間販売額の推移

これらは、衰退の現状を示す一例ですが、基本計
画では現状と課題を次のように整理しています。

項　目 現　状 課　題
1 公共公益
サービス

・ 歩行者通行量が減少
し、賑わいを失いつ
つある。

・ 行政、文化、スポーツ
施設、医療、福祉など
のサービス利用者は
堅調であるが、賑わ
いには結びついてい
ない。

・ 郊外型 SC にはない
機能を発揮し集客力
を高めることが必要
で あ り、 公 共 公 益
サービスの高い集積
を活かし、整備中の
観光交流施設を核と
した交流人口の拡大
を図る。

2 観光 ・ 新幹線八戸駅開業以
来、市全体の入込客数
は増加しているが、中
心市街地の宿泊客数
は横ばいで推移して
いる。

・ 観光客は祭り期間中
に集中する。

・ 文化交流、宿泊、飲
食等の集積を活かし
た観光誘客を促進す
る。

・ 祭り以外での誘客に
取り組み、まちなか
観 光 の 通 年 化 を 図
る。

3 商業機能 ・ 小売業年間販売額が
大 き く 減 少 し て い
る。

・ 店舗数や売り場面積
が減少傾向。また、
空き店舗・空き地数
は増加傾向である。

・ 核的商業施設の閉店
により、集客力が低
下し、そこを基点と
した回遊性も失われ
つつある。

・ 商店街への新規参入
促進の環境づくりが
必要。

・ 専門店の充実、及び
当市の特徴である小
路 や 横 丁 を 活 か し
た、回遊・滞留を重
視した商業空間の形
成を図る。

4 人口 ・ 基礎的購買人口、及
び地域コミュニティ
の担い手となる居住
者が減少している。

・ 居住人口の回復へ向
けた住宅供給等の居
住支援が必要。

5 交通 ・ 公共交通の要衝であ
るものの、利用者数
は減少傾向にある。

・ 車所有の場合、来街
手段の 8 割が自家用
車を利用している。

・ バスを中心とした公
共交通の利便性の向
上が必要。

・ あわせて駐車場整備
など、自動車でのア
クセス環境の向上も
必要。

八戸市中心商店街アンケート調査においては、ど
のような施設、役割があれば、賑わいを取り戻せる
かの質問に対して、施設面では、空き店舗や空き事

務所の活用、魅力ある個性的な専門店、駐車・駐輪
場の整備、地元の人々の交流の場などが、役割面で
は、ウィンドウショッピング出来る町並み、無料バ
ス券の発行、アミューズメントの提供、文化芸術活
動の支援などが上位に入っており、現状や課題の整
理は概ねこれらの意見を網羅しているところです。

 4．活性化の基本方針と目標
このような現状・課題を踏まえて、八戸の特徴あ

るまちづくりを進めるために、計画では次のような
5 つの基本方針を定めました。

1 公共公益サービス⇒① はちのへの文化交流の
メッカをつくる

2 観　　光　　　　⇒② まちなかの見どころ・も
てなしを充実する

3 商業機能　　　　⇒③ 魅力ある店々が連なる回
遊空間を創出する

4 人　　口　　　　⇒④ 暮らしやすい住まい環境
を整える

5 交　　通　　　　⇒⑤まちなかに来やすくする

特に、「はちのへの文化交流のメッカをつくる」、
「まちなかの見どころ・もてなしを充実する」は、工
業や漁業などの産業、縄文遺跡や八戸三社大祭など
の祭といった歴史や文化、ウミネコの繁殖地として
天然記念物に指定されている蕪島（かぶしま）や蕪
島を起点とした名勝地種差（たねさし）海岸などの
自然、日本一の水揚げを誇るイカや八戸前沖さば、
せんべい汁やそばといった海の幸山の幸など、様々
な側面を持つ当市の資源をまちづくりに活かしてい
こうとの趣旨が込められています。

また、「魅力ある店々が連なる回遊空間を創出す
る」は、小路や横丁、抜け道が多いという中心商店
街の特徴を活かし、ウィンドショッピングや散策な
ど、ぶらり歩きの楽しめる回遊・滞留型の中心街へ
の転換を目指していくものです。

この基本方針に基づいて、今後 5 年間で目指す 3
つの目標と、それぞれに目標指標を設定しておりま
す。
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目標Ⅰ
来街者を増やす

目標Ⅱ
定住を促進する

地元独自の目標
商店街の活力を回復する

指標 1　 歩行者通行
量（休日）

【現況値】39,121 人
（H19）

【目標値】45,500 人
（H24）

参考指標　宿泊客数
【現況値】267,800 人

（H19）
【目標値】280,000 人

（H24）

指標 2　居住人口
【現況値】 4,635人

（H19）
【目標値】 4,800人

（H24）

参考指標　 空き店舗及
び空き地数

【現況値】20箇所（H19）
【目標値】17箇所（H24）
参考指標　 小売業年

間販売額
【現況値】29,600 百万円

（H19）
【目標値】31,000 百万円

（H24）

「目標　来街者を増やす」では、基本方針の①、②
に基づき、市民、観光客、ビジネス来訪者など、多
種多様な人々の来街を促し、買い物をはじめ、文化
交流、散策、飲食など多彩なニーズに応えられる街
づくりを目指します。
「目標　定住を促進する」では、基本方針の④に基

づき、中心市街地のコミュニティの主役であり、購
買層となる居住者の定住促進を目指します。
「目標　商店街の活力を回復する」では、基本方針

の③に基づき、空き店舗の解消、パティオ（広場）・パ
サージュ（小径）の整備による回遊性の向上、市日（い
ちび）を活かした商店街の活性化などを目指します。

また、目標には掲げていませんが、基本方針の⑤
に基づき、上記各目標の達成を支えるため、中心市
街地への交通アクセスの環境改善を目指します。

 5．主な事業内容
そして基本計画では、これらの目標を達成するた

めに 42 の事業を実施することとしています。その主
な事業は、次のとおりです。

○「目標Ⅰ　来街者を増やす」に資する事業
（1） （仮称）八戸市中心市街地地域観光交流施設整備

事業（図４）
多様な文化交流の拠点として、「つながり、うみ

だし、ひろげる」をキャッチフレーズにした観光交
流・市民交流の複合拠点施設を整備し、中心市街地
の求心性を高めます。
「つながり」：市民による日常の活動や作品の発表

などが行われる、人と人との交流の場。
「うみだし」：クリエーターを招致し、その創造性

を活用しながら、八戸の人、物、食、文化など地域
資源を市民が磨き、その魅力を最大限に引き出すこ

とを目指す、新たな魅力創造、価値創造の場。
「ひろげる」：多様な観光ニーズに応える八戸の活

きた情報発信、観光資源の発信の場。

図 4　完成イメージ

これら三つの機能により、多様なアプローチが求
められている活性化の象徴的な事業として、芸術文
化などのクリエイティブな発想と市民力を中心市街
地、更には地域の活性化に結び付けていこうと企図
しています。

（2）六日町地区くらしのみちゾーン形成事業（図 5）
バリアフリー化された、安全・安心で楽しく歩け

る歩行空間を整備し、中心市街地での滞在・回遊を
促進します。

図 5　完成イメージ

○「目標Ⅱ　定住を促進する」に資する事業
（3）借上市営住宅整備事業

まちなかでのファミリー層等の定住を支援するた
め、民間主体が整備する住宅を市営住宅として借上
げ、まちなか居住を促進します。
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（4）まちなか住宅取得支援事業
中心市街地内をまちなか居住を促進する区域とし

て、住宅の新築や分譲住宅の取得等を行う者に対し
て、費用の一部を支援します。

○�「地元独自の目標　商店街の活力を回復する」に
資する事業

（5）こみちづくり事業（図 6）
低未利用地を活用して、パティオ（広場）を中心

としたテナントミックス店舗を配置し、またパティ
オとその近隣の商業施設とをパサージュ（小径）で
結ぶことにより、回遊性を向上させた魅力的な商業
空間を整備します。

図 6　完成イメージ

（6）市日はちのへ楽市楽座事業
全国的にも珍しい町名の由来である市日（いちび）

を活用し、市日開催を知らせるノボリの共同使用な
ど、商店街同士連携をしながら PR を強化し、各商
店街でイベントや売り出しを開催します。

○「その他　全ての事業と一体的に推進する事業」
（7）バスロケーションシステム導入事業

GPSを搭載したバス車両から位置情報をサーバー
に集約、停留所の案内表示機や携帯電話にバスの現
在位置情報や待ち時間等を配信することで、バス利
用者の利便性の向上を図ります。

（8）バス路線共同運行化事業
中心街へのアクセス向上のため、JR 八戸駅と中心

市街地を結ぶバス路線について、これまで公営バス
事業者と民間バス事業者が各々運行していたダイヤ
について、10 分間隔のヘッドダイヤを導入、また、

バス事業者毎に分けられていた乗り場を行き先別に
再編し、利用者の利便性の向上を図ります。

その他事業名を挙げれば、三八城（みやぎ）公園整
備事業、中央児童会館改築事業、スケートボード広場
整備事業、分譲マンション新築事業、タウンマネー
ジャー設置事業、会所場づくり事業、アントレプレ
ナー情報ステーション事業、まちなかホテル建設事
業、観光誘客推進事業などに取り組んでいきます。

 6．おわりに
政府の示す活性化のふたつの目標、「人口減少・少

子高齢社会の到来に対応した、高齢者も含めた多く
の人にとって暮らしやすい、多様な都市機能がコン
パクトに集積した、歩いて暮らせる生活空間」の実
現、及び「地域住民、事業者等の社会的、経済的、文化
的活動が活発に行われることにより、より活力ある
地域経済社会を確立する」ためには、商業機能の充実
や市街地の整備に留まらない、多様な主体による、多
様なアプローチが求められてくると考えています。

中心市街地活性化基本計画は、このことを踏まえ
ながら策定し、平成 20 年 7 月に認定を受けたところ
であり、今後、計画推進のための協議機関である八
戸市中心市街地活性化協議会や、各事業主体と連携
し、事業の着実な進捗を図りながら、所期の目的を
達成することを目指して参ります。

また、基本計画認定のアナウンス効果も大いにあ
り、計画認定後においても、市民や民間事業者によ
る様々な取り組みや動きが芽生えてきました。

例えば、まち歩きツアーの実施や中心街の歴史を
学ぶ公開の勉強会、更にはまちづくり討論会の開催
など、中心市街地を地域の財産として捉えなおそう
という市民レベルの取り組みが始まりました。また、
民間事業者による八戸の食文化である「南部せんべ
い」を食材の中心に据えたカフェのオープンや、中
心市街地を活動拠点とし、自然との共生を江戸時代
より唱えた思想家安藤昌益の資料館建設構想など、
地域資源を活かした活性化の取り組みが動き出しま
した。正に多様な主体による多様なアプローチの一
環として捉えられる活動であり、こうした創意工夫
に富んだ新たな動きもフォローしながら、中心市街
地の活性化、更には八戸市全体の活性化につなげて
いきたいと考えています。


