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【問題・目的・背景】 

長野県小布施町の中心を通る国道 403号では、安心して

歩くことができ、賑わいのある町並にするために「人ため

の道づくり」を進められている。小布施町は平成28年4月

から「市庭通りを創生する会」を組織し、今までは車中心

であった町中心部の国道を住民や来訪者のコミュニティの

場とし、江戸時代に栄えた定期市（六斎市）の市場町のよ

うな賑わいを創出するため、産官学が連携し議論している。 

市庭通りを創生する会では、７つの「人のための道づくり

の方針」を掲げ、毎月会議を開催し関係機関との調整を続

けている。 

小布施町の国道 403号整備で実現したいこと 

１．車道の幅は変えない 

２．縁石がなく歩道と車道のフラット化（段差 5㎝以内）

によるバリアフリーの実現 

３．排水溝の改良や浸透性舗装の採用による雨水対策 

４．民地の協力と電線電柱類の地中化による歩きやすい歩

道の確保 

５．官民敷地共通のペイブメント（路面の仕上げ）、ふくら

み空間の活用による休憩場所や緑化の整備 

６．壁面照明や漏れ光の利用による生活の温かさが滲み出

る夜間照明 

７．歩車道の整備で結果として今ある建物を極力壊さない 

【研究方法・研究内容】 

 本稿では、人のための道空間づくりのために平成28年度

に行った調査・分析結果について考察する。歩きやすい歩

道、魅力的な裏空間、地域性のある店舗などをデザインす

ることによって、江戸時代からの市場町の継承と次なる地

方商店街の価値向上のため、住民アンケート、事業継承の

ヒアリング、繁忙期の観光客などの通行量調査、沿道商店

の事業性評価などを行った。町おこし的なイベントが多か

った活性化策に対して、現状の課題やこれからの視座を示

すことで、定常的に町の魅力を感じさせる演出や来訪者に

応じた賑わい環境を整備し、内の人にも外の人にも楽しめ

る商店街としての魅力向上につなげる具体的な活性化方針

を明らかにすることを、本研究の目的としている。 

【研究・調査･分析結果】 

調査事業概要は、次のとおりである。小布施町国道 403号

沿線中町商店街（図 1 参

照）を対象とし、次の①～

④の調査を行った。調査

①ニーズ調査では、北斎

館駐車場から中町２㎞圏

内に居住する者と国道

403 沿道商店街付近の商

店事業者を対象に、1-1.

住民アンケート調査、1-

2.ヒアリング、1-3.沿道

商店へのフォローアップ

調査を行った。調査②マ

ーケティング調査では、町内に訪れる観光客を対象に10～

11月の来訪者（観光客）の動向調査を行った。また、デー

タ調査として、2-1.商圏（小布施町）の状況を把握するた

め、地域の人口構造、人口増減、高齢化率、就業人口（昼

間人口）、商業売り場面積、立地状況（家賃相場）、売上見

込の統計 、2-2．商店街の歩行者通行量調査、2-3．実店舗

事業把握調査（実店舗で実施）、2-4．採算性調査など各調

査をもとに、ランニングコスト、利用見込み者数等を試算

した。調査③では、アンケートの結果を受けて、住民や店

舗所有者と理想像を共有するための、計画図・提案図を作

成（調査分析結果からの提案）し、事業者との交渉のため

の空き店舗改装案、空家、空きスペースなどの未活用空間

の把握、エリア内の建築と外部空間まで含めた一体的な計

画イメージの策定（理想像を共有するパース図の作成）、ド

ローンを使った現状資料の作成（現況調査）を行った。調

査④の事業性評価では、調査①②③の結果を踏まえ総合分

析、事業性評価を実施した。これらの調査によって見えて

きた現状と課題、地域活性に必要な視点、地方都市の道の

在り方を考察し提案した。 

国道 403号の現状の把握と課題 

国道403号の現状と課題の把握のため、「商店街の歩行者

通行量調査」、「実店舗事業把握調査」の結果を分析した。 

商店街の歩行者通行量調査は、平成 29 年 10 月 26～10 月

28日(平日 2日と土曜日)に実施。実施場所は3地点、国道

403号沿道①中町交差点（桜井甘精堂前）：27～28日、②中

町南交差点：28日、③竹風堂前横断歩道：26日、28日の午

 

図１ 調査対象範囲 



前 10時～午後６時に、自動車交通量、通行人、交通弱者（年

配者、車いす、子連れ、外国人）の通過量を調査した。 

 

表１ 3地点の通行量調査 

 
図２ 3地点での時間ごとの通行量（休日） 

 

図３ ①中町交差点における平日と休日の通行量の比較 

グラフをみると、現在の国道403号は観光シーズン（9～

10月）の休日のピーク時に、約1万人がこの地域を周遊し、

時間では 12時をピークとして、中町は 15時過ぎ竹風堂前

は 16時以降に通行量が減少する。昼食前後での人の出入り

によるものと推察される。竹風堂前は15時が最も多くなっ

た。一方で、店内に収容されていることが要因で、中町交

差点付近は14時台に大きく減少がみられた。昼食の混雑が

解消され、15時以降歩く人が増加している。駅方面へ帰る

時間とも重なる。休日における 1 日の通行者の累計は

26,943 人、平日は 16,993 人。散策しているため重複もあ

りうるが、美術館の見学等よりも飲食や街歩きに目的がシ

フトしているため美術館等の来場者から推測する観光推計

よりも多く集中的であると考えられる。人口と同規模の人

数が中心市街地を歩き回っていると推測されることから、

飲食施設の許容量はオーバーしていることは明らかである。 

国道 403号についての住民アンケート調査 

道に対する住民アンケート調査では、長野県小布施町に

おいて住民約 300名を無作為に抽出し配布。郵送による配

布・回収を行った。これに加え、フォーム式のアンケート

を実施。さらに SNSを活用してフォーム式のアンケートを

実施して、「小布施町に来たことがある方」も対象として回

答を得て、町内と町外の比較ができるデータを採取した。

調査期間は、平成 29年 10月 1日～平成 30年 1月 31日と

し有効回答数 112件であった（回答率 約37.3％）。回答

者の構成は以下のようである。 

 

図 4 住民アンケート調査の回答者の構成 

アンケートの中で、「４．町中心部へどのように移動するか」

という問で町内者は、「車利用」と「歩き」が多い。 

 

図 5 ４．町中心部への移動方法の分析 

長野県内からは、車での来訪が多く、県外は電車などで来

て駅から歩きで中心市街地に向かうという人が多い。ただ

し、本データが観光バス等での来町者を収集できていない

ため、観光客の中心市街地への移動は、実際がさらに異な

ると推測される。また、町内者・県内者は、「歩き」での移

動が多い。より近くの長野県内からの来町（リピーター）

は、近隣や県内の鉄道網の不便さなどから、車利用が高く
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なる。県外からの集客には、歩きの方が高くなるため、県

外来町者の満足度上昇のためには、歩いてくる来町者への

対応が必要である。ただし、回答者は小布施に何度も足を

運んでいる方からも集めており、いわゆる観光客の動向と

は異なることは留意しなければいけない。 

次に、国道 403号沿いでの買い物動向について考察する。

国道 403号で買い物をするかという問いに対して、以下の

結果が得られた。 

 

図 6 中心市街地での買い物動向 

現在の小布施町の中心市街地では、町内外者問わず、「お土

産を買う」「飲食をする」という観光目的が強く現れており、

日用品などを買う生活目的では、郊外店や他地域を利用し

ている傾向が顕著になっている。さらに、中心部に必要な

機能をきいたところ、休憩所、店舗誘致など観光機能の強

化に加え、回遊性を高めるような「歩道の整備や開店時間

の延長」などの希望が多いことがわかった。 

 

表２ 中心市街地に望む機能 

アンケートを回答した一部であるが、道の在り方として望

む姿を聞いたところ、歩きやすい歩道を望む意見が多い。 

車はないと困るが、駐車場など整備し、中心市街地内での

車を抑制してでも回遊性を望む声がみられた。さらに、店

の形態についても、新規店舗の誘致を期待する一方で、食

べ歩きや立ち寄りしやすい店舗の要望が大きい。待ち時間

が長いことや休憩場所の不足、子連れなどが気軽に立ち寄

れる場所がないことから、こうした要望も増えている考え

られる。「回遊性」をキーワードとした、外部空間づくり・

店舗展開がコンセプトとなることがわかった。 

 

 

図 7 中心市街地・道路空間に望むこと 

実店舗事業把握調査 

国道 403 号沿いの実店舗事業把握調査として、A 社の物

販、宿泊、喫茶の 5年間の売り上げデータを取得し、月次

売上推移のデータを分析した。販売品目による売上に加え、

季節、5年間の経年による比較を行った。 

 

図 8 実店舗の売上推移比較（5年間） 

物販、商品、宿泊とも10月に繁忙期のピークがあるが、一

方で 12～3月は大幅に減少し一極集中となっている。6～8

月も売り上げの増加が見込めるが、この時期には季節商品・

コンテンツとなるものがない（果物などは季節外）。ピーク

の分散、あるいは繁忙期のみに新たなコンテンツの開発が

必要と考えられる。また、町内の既存店舗だけでは秋のキ

ャパシティオーバーが顕著になってくる。 

A店舗では、年間売上の53％を 8-11月で占めている。4か

月で年間収益の半分を売り上げている。4 半期ごとにみる

と、小布施町の場合は 4～7月で 32％、12～3月で 15％で



あったが、秋に一極的に来町者が集中することが明らであ

る。そして、12月以降急激に来町者が減るが、閑散期の差

は年々激しくなっていることがわかる。 

【考察・今後の展開】 

今回の調査において小布施町の国道 403号と道沿いの市

街地の課題を5つに整理した。 

課題 1.観光客の一極集中と散策者の受入機能の不足 

小布施町は現在、観光客・売り上げともに10月に一極集

中と言える状況にある。これにより、交通渋滞や飲食店の

行列などの待ち時間の増大、休憩場所等の不足によって満

足度が低下している。 

課題２．生活者にとっての快適性（歩きやすさや寛げる空

間）や訪れる目的の検討が必要 

生活者にとっては、中心市街地は「買い物空間ではなく

観光地」であり、商業的空間であるため混雑時期には近づ

かないという傾向がみられる。これにより生活空間として

の便利さや快適さが追及されていない状況がある。 

課題３．進む観光地化による魅力の低減 

観光客の動向を見てみると、通行人の数は午前中から

徐々に上昇し、14～15時をピークに増加する。一方で、15

時以降になると急激に減少することからも、時間でも季節

でも局所的に混雑が集中し満足度が下がってしまう。 

課題４．シーズンごとのコンテンツ整備が必要 

実店舗把握調査で、物販・喫茶・宿泊の売上傾向を見る

と、物販と宿泊は、シーズンごとの秋が最も多く、冬はピ

ーク時の 3分の 1以下である。ウィークシーズンのコンテ

ンツを充実することで売上を上昇する必要がある。一方で

物販は、春夏シーズンの売り上げを伸ばせる可能性がある。 

課題５．新規出店がしづらい 

家賃相場が高く、スペースが限られてしまう。大きな資本

投入が必要でなかなか決まらない。商店街はすでに、建物

のオーナー自身が運営する状況から、賃貸・テナント経営

にシフトしている。ただし、その経営の仕方が来町者に対

してだけ商売をする観光商売では規模・季節格差がありす

ぎて成立していない。 

以上から、観光客の一極集中（時間・季節・目的地）と

混雑解消、ウィーク（弱い）シーズンの売り上げ向上を目

指し、オープンスペースにおけるマーケットの事業性を検

討し、人のための道づくりと実現に向け以下を提案した。 

【提案１】待ち時間を散策時間に代える空きスペースでの

テント商売の展開 

民有地（県有地や裏の小径に隣接する民地等）の一部を

活用し、露店（テント商売）による商店を 8～11月の 4か

月設置することで、飲食店や一部店舗に集中してしまう来

町者を分散させることができる。これにより、待ち時間や

新たな散策目的の創出、子供が安心して歩ける（遊べる）

広場空間の整備などにもつながる。 

【提案 2】テントによるチャレンジショップをしやすくす

ることで、新規出店の誘致や既存産業との連携を強化 

テント商売は常設店と異なり、維持費が低く抑えること

ができ、比較的容易に始められる「チャレンジショップ」

でもある。地元農家や、加工業者、周辺商店が集まること

で多様なお店を展開できる。主幹産業の農家も、販路や商

品開発によって農産物や軽食（フルーツジュースやテイク

アウト）ができれば、新たな需要創出の機会にもなる。 

【提案 3】広場や小径を整備し住む人も訪れる人も快適な

道空間にしていく 

散策する来町者と、生活者が憩える商店街として活性を

生み出すために、休憩所、ベンチ、共同トイレ、水場、木

陰を生み出す植栽などの環境整備が必要。 

【提案 4】歩くことを重視した道づくり具体的イメージ 

「回遊性」と「居心地がよい」ことが人のための道に求

められる。そのための環境整備とコンテンツづくりによっ

て快適な道空間が実現される。表通りだけでなく裏通りを

整備することで、隣接する民地を活用し、庭やテント商店、

小さな公園などの新たなアクティビティを生み出す仕掛け

を考え出すこともできる。これらの踏まえ、下図のような

イメージを提案した。このイメージを共有しながら、人の

ための道づくりの実現を進めていきたい。 

 

  

図 9 提案イメージ図（design by エムアールスタジオ） 
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