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第１章 調査の概要と予備調査の報告 

１ 調査の概要 

(1) 背景と問題意識 

現在、商店街衰退の状況に対して全国を挙げて活性化の試みが行われている。 

2006 年 6 月の「中心市街地の活性化に関する法律」改正以降、商店街活性化の方

向は広がりつつあり、「不動産の所有と利用の分離・集約化とまちづくり会社の活動に

よる中心商店街区域の再生事業について」（経済産業省中心市街地活性化室中小企業庁

商業課、2008 年 7 月）に見られるように、最近では空き店舗対策を含めたハードの

まちづくりにも注目が集まっている。 

また、2009 年 3 月公表の経済産業省「商店街の活性化のための地域住民の需要に

応じた事業活動の促進に関する法律案（通称：地域商店街活性化法案）」では、商業の

みならず、福祉など地域のニーズを満たす「地域社会の担い手」という位置づけがな

されている。 

今後も、商店街に対して、商業振興のみならず、その物理的空間の改善や地域社会

への貢献を期待する傾向は続くと予測される。しかし、先行調査によれば、現在まで

に成果を挙げた活性化策は限られた分野の事例で、全体として具体的な方向性や指針

は未だ得られていない。 

こうした状況に鑑み、自治体レベルでのより具体的な施策立案には、まちづくりや

地域社会といった観点から、地域の实情に立脚して「商店街」や「活性化」の概念そ

のものを見直す必要性があると考えられる。 

このような見直しには、現状の詳細な把握と理解が必要不可欠だが、中野区では現

在まで商業振興を中心としたアンケート、統計調査が主流で、物理的環境整備や地域

社会への対応といった視点に合致した情報の収集は行われてきていない。 

 

(2) 本調査の目的 

そこで本調査では、まちづくり、地域社会への対応といった視点に配慮し、中野区

における商店街の機能を「商業機能」「都市空間形成機能」「地域活動機能」の 3 つと

仮定し、各機能、及び相互の関係性を明らかにする。 

 

(3) 分析の視角 

・基本的機能である商業機能が都市環境の中にどのように空間的に分布しているかを

把握する。 

・統計などでは明らかにし難い地域社会との関係性を、インタビューなどの質的調査

を用いて解明する。 
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(4) 実施調査の内容 

① 調査内容 

 今回は中野区政策研究機構研究員 4 名が、商店街における商店立地の实地踏査を中

心に、アンケート、統計、資料収集など、下記のような調査を行った。 

表 1－1 今年度の調査概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 用語の定義 

本研究では、商店会、商店街振興組合、商店街、商業集積の用語を以下のように定

義する。 

   ・商店会：一定地域の商業者が結成している任意団体 

   ・商店街振興組合：商業者組織の中で、「商店街振興組合法」（昭和 37 年法律第 141

号）が定めるところの要件を満たし、登記を行っている法人 

   ・商店街：人的組織としては上記商店会、商店街振興組合の総称。また、これら組

織の会員が中心的に立地している商業集積及びその空間。ただし商業者組

織の長については、「商店街長」の言葉は存在しないため、商店会・商店街

振興組合の長を総称する場合、「商店会長」の語を使用する。 

No. 調査名 調査方法 調査対象 調査期間

1 商店街実地調査
政策研究機構研究
員による実地調査

中野区内67商店
街とその周辺域

業種、店舗の位
置、入居階数、建
物階数の確認、商
店主への聞き取り
（随時）
調査商店数6,499、
建物棟数4,433

調査内容について
GISデータ化を行
い、区内商店街
データベースを作
成した。

2008年8月～
12月

2
商店会会長・商店
街振興組合役員簡
易アンケート調査

アンケートは郵送で
配布し、政策研究
機構研究員が訪問
して回収。可能な
場合、回収時にイ
ンタビューを実施

区商連加盟商店
会・商店街振興
組合67のうち56
から回答（回収
率83.6％）

2008年8月～
2009年1月

3
ケーススタディ1
野方商店街振興組
合

政策研究機構研究
員によるインタ
ビュー

野方商店街振興
組合専務理事

2008年9月30日

4
2008年12月
～2009年3月

5

中野ブロードウェイ
におけるリノベー
ション事例に関する
インタビュー

施主、建築士
2008年12月
～2009年1月

6 各種統計調査分析
2008年6月～
2008年3月

国勢調査、事業所・企業統計調査、商業統計調査など各種統計調査の収集・
分析

ケーススタディ2
中野ブロードウェイ
商店街振興組合

調査内容

中野ブロードウェイ関連既往調査収
集・分析（収集した調査の関係者への
ヒアリングも実施）

人通りの多い時間帯・場所、空き店舗
数、ポイントカードの有無、顧客の年齢
層・居住地、街路灯の整備・管理、道路
の舗装整備の有無、町会に対する商店
街の役割など計12問

商店街及び商店街振興組合の沿革、運
営のしくみ、後継者問題、空き店舗や地
域との関係、ICT化の状況など計11問

『平成20年度中野ブロードウェイ商店街
振興組合事業運営』日本マーチャンダイ
ザー協会・日本販売促進学会、2008年
度東京工芸大学工学部建築学科鍛研
究室卒業など

中野ブロードウェイにおけるリノベーショ
ン事例に関する目的、改修ポイントや問
題点など
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２ 予備調査報告 商店会長簡易アンケート 

今年度は本調査の準備段階で、商店街の概況把握と商店会役員の商店街に対する認識

の傾向を知るため、簡易的なアンケートを行った。配布は郵送により行い、基本的に訪

問回収し、可能な場合は商店街についての聞き取りを行った。 

アンケートでは、人通りの状況や平均的営業時間、空き店舗の状況や、ポイントカー

ドの有無、顧実の属性、空間整備の状況、町会との関わりなどについて 12 問 17 項目の

質問をしたところ、区商連加盟 67 商店会のうち 60 商店会から回答が得られた。以下、

主な質問事項と集計結果をあげ、特筆すべき事項については解説を付した。 

(1) アンケートの結果（カッコ内が回答商店会数）  

※人通りの多い時間帯と平均的営業時間については次ページ図 1-1 にまとめた。 

・人通りの多い場所 

 具体的場所名を回答した商店街（49） なし（1） 不明（1） 空欄（9） 

・休業日 

 日（30） 月（4） 火（2） 水（11） 木（2） 金（2） 土（2） 

 二日以上回答した商店街（8） 不定休（8） 不明（2） 空欄（8） 

・空き店舗率・数を知っているか 

 知っている（32） 知らない（15） 空欄（13） 

・空き店舗実数 

 0～10 軒（36） 11～20 軒（1） 住宅に変わった（2） 無効回答（2） 

・ポイントカードの有無  

有（6）      無（54） 

・顧客の属性 

 近隣の住民（57） 近隣の就業者（11） 区内他地域からの来訪者（5）  

区外からの来訪者（3） 

・顧客の交通手段 

 徒歩（53）自転車（29）電車（6）バス（4）自家用車（0）空欄（1） 

・顧客の年齢層  

20 歳未満（0） 20～39 歳（2） 40～59 歳（37） 60 歳以上（4） 

20 歳以上（1） 40 歳以上（9） 50 歳以上（1） 20～49 歳（1） 20～59 歳（1） 

・街路灯整備  

 行っている（55） 行っていない（4）  やめた（1） 

・道路舗装整備  

 行っている（12） 行っていない（45） やめた（1） 不明（2） 

・美観対策  

 行っている（22） 行っていない（34） 空欄（4） 

・町会に果たす役割の大きさ  
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大きい（32） 商店街以外の住民と同程度（13）小さい（11） ほとんどない（3） 

 

図 1-1 人通りの多い時間と平均的営業時間の対応 

 

※斜線が営業時間、濃色部分が人通りが多い時間帯。 
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(2) 特徴的な事項 

・空き店舗 状況把握していないものが 4割・ずれる「空き店舗」に対する認識 

 アンケートを見ると、ほぼ全項目で空欄や「知らない」という答えは尐なく（20％

以下）、商店会長は自商店街の様子を把握しているが、空き店舗については知っている

という答えは 53.3％（32 人）で、4 割以上が状況を把握していない。また、实数につ

いては城山中央通商栄会の 5 軒（50％）、沼袋朝日通商店会の 9 軒（30％）以外はほ

ぼ 10％以下（实数の最高値は都立家政商店街の 12 軒＝8％）だった。 

空き店舗について注目すべき件は、大和町中央通り商店会・城山本通親興会の「商

店から住宅に変わった」という回答で、商店会長はこれを空き店舗だと認識していな

いことが多い。非現用店舗が多いことを示す「シャッター商店街」という表現が、地

域商業衰退の表れととらえられていることを考えると問題である。 

 

・人通りの多い時間と平均的営業時間・休日 20時までに閉店する商店街が半数以上  

 人通りの多い時間帯・平均的営業時間ともに空欄や不明が尐なく（時間帯 4・営業

時間 2）、商店会長は自商店街の人通りや平均営業時間をよく把握している。しかし、

より詳細に見ると把握の仕方にいくつかの特徴が挙げられる。 

   人通りの多い時間帯は大別して朝 6～10 時まで、昼 11～13 時、夕方 15～19 時に

分けられる。朝が通勤通学、昼が昼食、夕方が買い物（特に 15～17 時）や通勤通学

目的の通行者と考えられる。 

注目すべきは、朝のみが人通りのピークとしている商店会が 10 あることで、これ

らの商店街では、通行者の属性に応じて帰りの時間がばらつくか、何らかの理由で帰

りは通勤通学の経路とならないか、通勤通学時間より早く閉店してしまうので通行量

を把握していないかなどの理由が考えられる。 

また、人通りのピークが 15 時台の 1 時間のみとしている商店会も 2 つあり、これ

ら商店街では、通勤者ではなく、主に日常生活に必要な買い物を目的とした専業主婦・

高齢者などが顧実であると考えられる。 

平均的営業時間は 9 時開店が 17、10 時開店が 30 と合計 78％を占めるが、薬師柳

通親交会、中野新橋商店街は朝 8 時台に開店している。閉店時間は 20 時が 18 と最多

で、19 時前も 12 あり、中野区の商店街の半数以上は 20 時までに閉店している。遅

くまで営業している商店会は、中野駅北口などの 24 時と 21～22 時までの 2 種類に分

かれ、中野新橋は朝の通勤実や飲食街の顧実に対応し、8～22 時と営業時間が長い。 

休業日は、日曜が最多の 30 だが、複数曜日が 8、不定が 8 あり、空欄 8、不明 2 で、

営業時間に比べ实態が様々でよく把握されていない。業種の多様化に加え、高齢化や

不況の影響で、極端に尐ない日数や短い時間の営業も見られ、实態がとらえづらいと

考えられる。週のうち 4 日休業日を挙げた商店会もあり、閉店した状態は外観から廃

業か休日か判別しにくく、にぎわい発信の面でも注意すべきである。 
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・顧客の属性 住民密着型が主流 近隣商店街の顧客は 40代以上 

 顧実の属性を「近隣の住民」、「近隣の就業者」、「区内他地域からの流入者」、「区外

からの来訪者」の 4 分類にしたところ、60 商店会中 57 商店会が「近隣の住民」を主

な顧実にあげ、中野駅北口のような広域的集実があると考えられる地域でも、顧実層

でみると区民生活に密着している中野区の商店街の特性を示している。 

さらに中野駅北口は、近隣住民と区内他地域からの来訪者が多いとする商店会が 2

（狸小路・白線）、区外からの来訪者が多いとする商店会が 1（昭和新道）、区内他地

域の顧実のみとした商店会が 1（一番街）、区内外を問わず集実していると答えた商店

会が 1（ふれあいロード北）と、業種構成等により実層が異なる。店舗が商店主の住

居と一致しているかなども、結果に影響を及ぼしていると考えられる。 

顧実の年齢層では 40 代以上が多いが、中野駅の北口が 20 代の若い顧実層を含むの

に対し、60 歳以上とした商店会も 4（江原二丁目・城山本通り・栄町一丁目・南台）

あり、高齢化を意識している商店会もあることがわかる。 

 

・環境整備 まず街灯、つぎにカラー舗装 

 街路灯整備は 4 商店会（白鷺商栄会・早稲田通親和会・東中野並木通商店会・栄町

一丁目商店会）以外、ほとんどが行っているが、やめた商店会も 1 あった。これに対

し道路の舗装整備をしている商店会は 12 のみで、やめた商店会も 1 ある。カラー舗

装（道路の舗装整備）を行っているのは 12 商店会で、うち商店街振興組合は 5（都立

家政商店街振興組合・薬師あいロード商店街振興組合・中野サンモール商店街振興組

合・川島商店街振興組合・中野新橋商店街振興組合）、商店会は 7（中野北口一番街商

店会・中野北口狸小路商店会・中野北口白線通商店会・中野ふれあいロード北商店会・

中野北口南仲見世商店会・サンロード中野桃商会・新中野昭和会）である。 

道路舗装整備を行っているのは商店街振興組合など、組織力の強いところが多い。

その理由は、道路が私有の場合の調整や、経費の補助金申請を行うには、組織力が必

要なためと思われる。 

 

・町会と商店会 町会に果たす役割「大きい」はほぼ半数 

 今回は、住民組織の代表的なものとして、町会との関わりについて尋ねた。町会に

果たす商店街の役割は「大きい」が 32、「商店街以外の住民と同程度」が 13、「小さ

い」が 11、「ほとんどない」が 3 で、役割が大きいととらえている商店会と、ほかの

住民と同程度か小さいととらえている商店会が約半数ずつあった。 

   また、町会に対して果たしている役割の具体的内容を聞くと、祭礼など地域イベン

ト開催（50）、次いで防犯活動（37）、防災活動（31）であった。冠婚葬祭をあげた商

店会も 4 あった。町会活動における人材の提供（26）や、活動資金・資材の提供（12）

もみられ、場所の提供を挙げたものは 7 商店会であった。 
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第２章 中野区の社会・産業構造と商店街 

１ 地域別の社会・産業構造と商店街 

(1) 分析の方法 

    中野区商店街の分析にあたり、本節では商店街を取り巻く地域の社会、産業の構造

を理解するため、住民基本台帳、国勢調査、事業所・企業統計をもとに、統計データ

から中野区の地域性を概観する。 

今回は、中野区の 19 町を個別の単位地域ととらえ、住民基本台帳（平成 20 年 1 月

1 日現在）及び平成 13 年・平成 18 年事業所・企業統計を用いて、人口特性と産業構

造の面から地域性を分析した。単位地域として町を用いた理由は、従来の各種統計調

査との連続性を高め、より包括的な政策立案につながる基礎データとしての性格付け

を目的としたためである。 

中野区全域の人口分布は基本的な統計から、また、業種別の事業所分布は『中野区

産業環境基礎調査報告書』（中野区、2007 年 3 月）から、それぞれ知ることができる。

そこで、今回は商店街の環境として、より地域の側から見た实感に即した現況と変化

の描出を目指し、町単位の人口構造、事業所構成比等を参考指標とした。 

人口については、老年人口率、若年人口率、持ち家世帯率など、中野区の過去の各

種商業調査を参考に、商店街の顧実特性に関連すると思われる指標を抽出した。なお、

持ち家世帯率と共同住宅に居住する人口の比率は、平成 17 年国勢調査による。 

産業構造については、近年商店街にサービス業の立地が進んでいることに配慮し、

また、地域の産業の中でより構造的に商店街の機能を分析することを目的としたため、

卸売・小売業に特化した商業統計でなく事業所・企業統計を用い、従業者数より事業

所数に分析の重点をおいている。 

なお、産業分類におけるサービス関連産業のうち、個人向けサービスの店舗を開業

することが多い金融・保険業、不動産業、飲食店，宿泊業、医療，福祉、教育，学習

支援業は独立した業種として扱い、他に分類されないサービス業を狭義の「サービス

業」と呼んでいる。また、「サービス関連産業」というときは、金融・保険業以下上記

5 業種を含む、広義のサービス関連産業を示している。 

 

(2) 全体の傾向 事業所の減少に地域格差が見られる 

平成 13 年と平成 18 年を比較すると、中野区の事業所減尐率は全体平均で 10.3％だ

が、地域別に見るとその様相には違いがある。 

例えば、丸山地域の減尐事業所数は 29 だが、これは同地域の事業所数の約 20％に

のぼる。また、事業所数が 1,000 を超える 5 つの地域（中野・本町・東中野・中央・

弥生町）のうち、弥生町は▲14.2％と大きな減尐率を示している。弥生町では卸売・

小売業（56 事業所・従業者数 28 名減尐）が特に減尐し、特定産業が集中したため景

気変動の影響を受けやすく、地域への打撃となったと考えられる。 
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表 2-1 地域別の事業所増減率 
   

区平均より減尐していない地域 区平均より減尐している地域 

町名 18 年の事業所数 増減率 町名 18 年の事業所数 増減率 

本町 1,409 ▲5.2 中央 1,188 ▲11.3 

東中野 1,255 ▲7.2 若宮 335 ▲12.3 

中野 2,484 ▲7.3 大和町 433 ▲13.2 

野方 805 ▲8.4 上鷺宮 234 ▲13.3 

鷺宮 549 ▲9.4 江原町 249 ▲14.1 

江古田 332 ▲9.5 弥生町 1,133 ▲14.2 

新井 840 ▲9.7 上高田 640 ▲15.1 

沼袋 526 ▲9.9 白鷺 211 ▲15.6 

   
松ヶ丘 150 ▲15.7 

※減尐率は平成 18 年と 13 年の事業所・企業 南台 719 ▲16.0 

 統計の比較による。 丸山 109 ▲21.0 

 事業所が減尐する状況の差異は、各地域内でも見られ、例えば事業所減尐率が最低の本

町でも、事業所数が現在最も多い本町四丁目（344 か所）では、59 か所減尐（▲14.6％）

しており、地域構造の変化が窺える。 

(3) 地域別知見 

   本項では町別に整理した知見を掲載する。人口関連では、総人口に加え、地域の商

店街の利用者の中で年尐者のいる家族や高齢者の居住の指標として 15 歳未満人口、

65 歳以上の人口（ともに住民基本台帳）をあげた。また、近年商店街にマンションが

建設されている動きや、住民の住まい方と地域の関係を考慮し、平成 17 年国勢調査

の結果から、持ち家世帯率（持ち家に住む世帯÷世帯総数）、共同住宅への居住率（共

同住宅に住む世帯人員÷総世帯人員）を算出し添付した。 

事業所関連については、事業所数、従業者数、減尐率をあげているが、分析の元と

なっている詳細データは、資料編『町別事業所データ表』（76 頁以降）を参照された

い。さらに次頁からの各地域データでは、統計指標との比較の便宜上、当該町に住所

上立地する商店街名をあげた。この際、複数町にまたがる場合は【栄町一丁目商店会

（南側）】などのように記している。 

   なお、指標として用いる中野区全体のデータについては、次の通りである。 

表 2-2 中野区総数・平均比率 

 

 

 

 

 出典 総人口、15 歳未満比率、65 歳以上比率は住民基本台帳（平成 20 年 1 月 1 日）、

持ち家世帯率、共同住宅居住率は、平成 17 年国勢調査、事業所数、従業者数は、平成 18

年事業所・企業統計を用い、増減率は平成 13 年事業所・企業統計と比較している。 

 

総人口 

299,380 人 

15 歳未満比率 

8.6％ 

65 歳以上比率 

19.4％ 

持ち家世帯率 

33.7％ 

共同住宅居住者率 

63.7％ 

事業所総数 

13,601 

従業者数 

117,494 人 

事業所増減率 

▲10.3％ 
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(１) 上鷺宮 戸建て住宅が多い。産業構成の偏りは見られない。 

・全域で年尐人口が多いが、上鷺宮三丁目・五丁目では比較的老年人口の割合が高い。 

・他地域と比べて持ち家世帯率が高く、共同住宅の居住率も低いため、戸建て分譲住宅

が中心となっている住宅街といえる。 

総人口 

12,583 人 

15 歳未満比率 

13.2％ 

65 歳以上比率 

19.1％ 

持ち家世帯率 

41.2％ 

共同住宅居住者率 

49.7％ 

・最も多い卸売・小売業では変化があまり見られないが、運輸業が特に減尐し（▲11 か

所）、事業所減尐率は区平均をやや上回っている。 

・ただし、情報通信業、教育，学習支援業はそれぞれ増加している。 

事業所総数 234 従業者数 1,743 人 事業所増減率 ▲13.3％  

立地する商店街：【富士見銀座通商店会（南端）】【郵便局通り商店街】  

(２) 鷺宮 年少者のいる家族層が多く居住しており、駅付近に学習塾と医療，福祉関連

の店舗が集積している。  

・年尐人口比率が高い。 

・単独世帯に占める高齢単独世帯の割合は 15.3％で区平均並みである。 

・駅に近い丁目には 20 代と高齢者が居住し、周辺部には年尐人口が多く居住している。 

総人口 

18,910 人 

15 歳未満比率 

10.1％ 

65 歳以上比率 

18.4％ 

持ち家世帯率 

38.1％ 

共同住宅居住者率 

60.4％ 

・医療，福祉の事業所が大幅に増加しており、特に駅周辺を中心とした鷺宮三・四丁目

で増加している。 

事業所総数 549 従業者数 3,321 人 事業所増減率▲9.4％  

立地する商店街：【鷺宮商明会商店街振興組合】【都立家政商店街振興組合】 

(３) 白鷺 高齢化が進んでいる住宅地で、事業所の減少は進んでいる。 

・年尐人口比率、老年人口比率ともに高い。 

・共同住宅の居住率が高く、マンション建設が進んでいる影響と考えられる。 

総人口 

10,732 人 

15 歳未満比率 

10.8％ 

65 歳以上比率 

24.4％ 

持ち家世帯率 

32.8％ 

共同住宅居住者率 

70.5％ 

・事業所数は尐なく、減尐率は区平均を上回っているが、情報関連産業は 2 か所増加し

ている。 

事業所総数 211 従業者数 1,117 人 事業所増減率▲15.6％  

立地する商店街：【白鷺商栄会】【白鷺三丁目商店街】【ＯＫ通り商店会】 

本章と巻末資料編では、産業分類におけるサービス関連産業のうち、商店街に個人向けサービスの店舗

を出店することが多い金融・保険業、不動産業、飲食店，宿泊業、医療，福祉、教育，学習支援業は独立

した業種として扱い、他に分類されないサービス業を狭義の「サービス業」と呼ぶ。また「サービス関連

産業」というときは、上記 5 業種を含む広義のサービス関連産業を指す。 
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(４) 若宮 高齢者が多く、戸建てに住む人が多い。事業所は鉄道駅付近に多い。  

・鉄道駅に近い若宮一丁目・三丁目では、20 代の人口割合が大きい。 

・老年人口比率が高いが、若宮二丁目は、年尐人口が多く住んでいる。 

・共同住宅の居住率が他地域と比べて低く、戸建てが多い地域である。 

総人口 

11,853 人 

15 歳未満比率 

7.9％ 

65 歳以上比率 

22.1％ 

持ち家世帯率 

35.8％ 

共同住宅居住者率 

49.6％ 

・卸売・小売業が最も多いが、事業所数は大幅に減尐している。 

・卸売・小売業は都立家政駅南側の若宮三丁目で特に減尐しており、駅周辺の商業集積

が縮小していることがわかる。 

事業所総数 335 従業者数 1,570 人 事業所増減率▲12.3％  

立地する商店街：【野方商店街振興組合（東端）】【都立家政商店街振興組合（南側）】 

(５) 大和町 一・三丁目に若い世代が多い。不動産業が集積し、商業・「サービス業」事

業所数は大幅に減っている。  

・高円寺駅に近い大和町一丁目・三丁目では、20 代から 30 代までが多く居住する。 

・大和町二丁目・四丁目では、年尐人口と老年人口が多い。 

・共同住宅居住者率が他地域と比べて低い。 

総人口 

14,627 人 

15 歳未満比率 

7.1％ 

65 歳以上比率 

19.7％ 

持ち家世帯率 

32.0％ 

共同住宅居住者率 

53.3％ 

・不動産業が集積しており、構成比も高い。 

・卸売・小売業、「サービス業」の事業所数は大幅に減尐している。 

・事業所の約 8 割が 4 人以下の小規模な事業所である。 

事業所総数 433 従業者数 1,961 人 事業所増減率▲13.2％  

立地する商店街：【大場通り商和会】【大和町商栄会】【大和町中央通り親和会】【大和町商盛会】 

(６) 野方 丁目により人口構造の特色が異なり、医療，福祉の事業所が急増している。  

・野方一丁目・二丁目では 20 代の人口が多く、野方三丁目・五丁目では年尐人口が多い。

さらに野方四丁目・六丁目では高齢者が多く居住している。 

・共同住宅の居住率が他地域と比べて低く、戸建てに住む人が多いことがわかる。 

総人口 

19,303 人 

15 歳未満比率 

8.4％ 

65 歳以上比率 

19.8％ 

持ち家世帯率 

34.7％ 

共同住宅居住者率 

55.6％ 

・事業所は五丁目（285 か所）、六丁目（184 か所）、一丁目（142 か所）に多い。 

・医療，福祉の事業所が、特に商店街のある五・六丁目で増えているため、商店街で診

療室や療術業などの開業が増加していると考えられる。 

事業所総数 805 従業者数 4,700 人 事業所増減率▲8.4％  

立地する商店街：【早稲田通り親和会（北側）】【大新商栄会】【野方二丁目商盛会】 

【あづま商工会（西側）】【野方公会堂通り商店会】【野方名店街やっほーろーど】  
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(７) 丸山 年少人口比率が高い住宅地で、事業所数は区内最少である。 

・他地域と比べて、年尐人口比率が高く、老年人口比率は区平均を下回る。 

・持ち家世帯率は区平均より高い。 

総人口 

4,570 人 

15 歳未満比率 

11.6％ 

65 歳以上比率 

18.6％ 

持ち家世帯率 

38.2％ 

共同住宅居住者率 

61.2％ 

・事業所数は区内最尐で、特に集積が著しい産業はない。 

・このため一件の事業所の減尐が減尐率に与える影響は非常に大きく、減尐率は高い。 

事業所総数 109 従業者数 1,445 人 事業所増減率▲21.0％  

立地する商店街：なし 

(８) 江古田 年少人口、老年人口ともに多く、医療関連の事業所数が増加している。  

・年尐人口比率、老年人口比率ともに高い。 

・単独世帯に占める高齢単独世帯の割合も高い（21.3％。区平均 15.1％）ため、3 世代同

居などの形態より、核家族と単身高齢者が多く住んでいるといえる。 

総人口 

11,877 人 

15 歳未満比率 

10.5％ 

65 歳以上比率 

21.3％ 

持ち家世帯率 

34.5％ 

共同住宅居住者率 

63.3％ 

・運輸業の比率が区平均よりも高いが、事業所は減尐している。 

・建設業の事業所は大きく減尐している。 

・医療，福祉の事業所が増加し、従業者数 300 人以上の事業所も 1 つある。 

事業所総数 332 従業者数 3,102 人 事業所増減率▲9.5％  

立地する商店街：【江古田一丁目商店会（北側）】【江古田三丁目商栄会】 

(９) 江原町 団地やマンションが多く、年少人口とともに老年人口も多い。卸売・小売

業、運輸業の減少幅は大きい。  

・老年人口比率は高いが、年尐人口の比率も高い。 

・持ち家世帯率は区平均より 5％程度高く、共同住宅の居住者率は区平均を 4％程度下回

る。 

総人口 

8,711 人 

15 歳未満比率 

9.3％ 

65 歳以上比率 

21.5％ 

持ち家世帯率 

38.2％ 

共同住宅居住者率 

59.6％ 

・運輸業の地区内構成比は特に高いが、卸売・小売業と運輸業の減尐は著しい。 

・飲食店，宿泊業、医療，福祉、教育，学習支援業など複数の業種で事業所が増加して

いる。 

事業所総数 249 従業者数 1,635 人 事業所増減率▲14.1％  

立地する商店街：【江原二丁目ショッピング通り商友会】【江原町商店会】 
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(10) 松が丘 年少人口の割合が高い。情報通信業などが増加している。 

・人口規模は小さいが、年尐人口の比率が高い地域である。 

・持ち家世帯率は区平均を 6％程度上回っている。 

・老年人口比率は区平均をやや下回っている。 

総人口 

5,988 人 

15 歳未満比率 

9.2％ 

65 歳以上比率 

18.6％ 

持ち家世帯率 

40.2％ 

共同住宅居住者率 

63.6％ 

・新井薬師前駅に隣接する一丁目方面に事業所が多い。 

・事業所数は大幅に減尐し、特に運輸業、卸売・小売業が減尐しているが、情報通信業、

医療，福祉は増加している。 

事業所総数 150 従業者数 1,319 人 事業所増減率▲15.7％  

立地する商店街：【薬師駅北口商店街（北西側）】【江古田一丁目商店会（南側）】 

(11) 沼袋 老年人口比率は高いが、四丁目では年少人口が多い。商業・「サービス業」の

大幅な減少は商業地域での住宅建設の影響か。  

・全丁目で高齢化が進んでいるが、沼袋四丁目では、年尐人口が多い。 

・持ち家世帯率は区平均並みだが、共同住宅居住者率が他地域と比べて低く、賃貸も含

めて戸建て住宅の比重が高い。 

総人口 

13,218 人 

15 歳未満比率 

7.6％ 

65 歳以上比率 

20.8％ 

持ち家世帯率 

34.0％ 

共同住宅居住者率 

56.2％ 

・卸売・小売業、飲食店，宿泊業、「サービス業」が多い。 

・卸売・小売業、「サービス業」の事業所数は大幅に減尐しており、商業地域での住宅建

設などが影響していると思われる。 

事業所総数 526 従業者数 2,716 人 事業所増減率▲9.9％  

立地する商店街：【沼袋栄通睦会】【沼袋親交会】【沼袋朝日通商店会】【百観音通商店会】 

【江古田商和会（南側）】 
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(12) 新井 老年人口の比率は区内では低く、最も多い卸売・小売業など商業の事業所数

には大きな変動が見られない。  

・20 代から 40 代前半までの人口が多く、老年人口率は区内では低い方である。 

・新井二丁目・三丁目は、年尐人口が多い。 

・持ち家世帯率が他地域と比較して低く、区内で唯一 3 割を切る。 

・マンション化の進行のため、共同住宅居住者率は区内で最も高い。 

総人口 

16,559 人 

15 歳未満比率 

8.4％ 

65 歳以上比率 

16.6％ 

持ち家世帯率 

28.9％ 

共同住宅居住者率 

74.3％ 

・事業所は主に早稲田通沿いの一丁目、二丁目に集中している。 

・医療，福祉の事業所は増加し、飲食店，宿泊業（▲24 か所）と不動産業（▲20 か所）

が大幅に減尐している。マンション化がある程度進み、店舗などの再編が起こった影響

ではないかと考えられる。 

・最も数が多い卸売・小売業の事業所数はあまり変動しておらず、商業機能が維持され

ていることがわかる。 

事業所総数 840 従業者数 6,080 人 事業所増減率▲9.7％  

立地する商店街：【平和公園仲通り商店会】【新井中央商店会（北側）】【あづま商工会（東南側）】 

【新井薬師駅商店会（北西側）】【中野早稲田通商店会（北側）】 

【薬師あいロード商店街振興組合】【薬師柳通親交会（西側）】 

【薬師柳通高新会（西側）】【新井薬師門前通町栄会（北側）】 

(13) 上高田 教育，学習支援業は増加しているが、商業集積を構成する卸売・小売業、

飲食店，宿泊業、「サービス業」などは減少している。  

・全体として 20～30 代の人口が多いが、上高田五丁目では、年尐人口比率が高い。 

・居住人口が従業者数の 5 倍と住宅街であることがよく表れている。 

・持ち家世帯率、共同住宅居住者率ともに区平均並みで、本町や中央、東中野などに比

べると戸建てに住む人の割合が高い。 

総人口 

19,386 人 

15 歳未満比率 

8.0％ 

65 歳以上比率 

18.9％ 

持ち家世帯率 

31.2％ 

共同住宅居住者率 

64.2％ 

・教育，学習支援業が 4 か所増加している。 

・卸売・小売業、「サービス業」、飲食店，宿泊業の数が多い。 

・しかし卸売・小売業、飲食店，宿泊業は大幅に減尐している。 

事業所総数 640 従業者数 3,817 人 事業所増減率▲15.1％  

立地する商店街：【薬師柳通高新会（東側）】【薬師柳通親交会（東側）】【上高田本通り商店街】 

【中野早稲田通商店会（東北側）】【新井薬師門前通町栄会（南側）】 

【新井薬師駅商店会（東南側）】【薬師駅北口商店街（東側）】 
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(14) 中野 従業者が居住人口を上回る中野区最大の事業所集積で、情報通信業も集積し

ている。  

・人口構造は本町、中央、東中野と似ているが、区内で唯一従業者数が居住人口を上回

る地域である。 

・中野二丁目では老年人口比率が高いが、中野六丁目では年尐人口比率が高い。 

総人口 

23,869 人 

15 歳未満比率 

8.0％ 

65 歳以上比率 

19.0％ 

持ち家世帯率 

33.0％ 

共同住宅居住者率 

70.3％ 

・事業所総数は区内最大であり、減尐率は区平均並みである。 

・卸売・小売業、飲食店，宿泊業、「サービス業」が著しく多い。 

・また、情報通信業、医療，福祉は大きく増加しており、特に情報通信業の事業所は全

丁目で増加している。 

事業所総数 2,484 従業者数 26,092 人 事業所増減率▲10.3％  

立地する商店街： 

＜中央線南側＞  

【宮桃商盛会（北側）】【城山本通り新興会】【实業桃光会桃園商店街】【もみじ山共栄千光会】 

【中野南口駅前商店会】【城山中央通り商栄会】【宮園通商友会（北側）】 

＜中央線北側＞  

【中野北口一番街商店会】【中野サンモール商店街振興組合】【中野北口二番街商店会】 

【中野北口三番街親睦会】【中野北口南仲見世通商店会】【中野北口狸小路商店街】 

【中野北口白線通り商店会】【中野新仲見世商店会】【中野北口昭和新道商店街】 

【中野北口ふれあいロード商店会】【中野北口十字路商店街（南側）】 

【中野早稲田通商店街（南側）】【新井中央商店会（南側）】【早稲田通り親和会（東南側）】 

(15) 東中野 駅付近に「サービス関連産業」が集積し、商業の事業所数は大幅に減少し

ている。  

・基本的に本町、中央と似た人口構造であり、新宿方面への通勤利便性から 20～40 代前

半までの人口を引きつけていると思われる。 

・年尐人口は東中野二丁目・五丁目で多く、比較的大きな商業集積を持つ東中野四丁目

では高齢者が多い。 

総人口 

19,017 人 

15 歳未満比率 

7.4％ 

65 歳以上比率 

18.5％ 

持ち家世帯率 

32.4％ 

共同住宅居住者率 

72.4％ 

・医療，福祉の事業所が多数（20 か所）増加し、卸売・小売業は大幅に減尐している。 

・全体として事業所減尐率は低いが、東中野一丁目では大幅な減尐（▲72 か所）が見ら

れ、山手通りや駅南側での再開発に伴い、移転などが起きたものと考えられる。 

事業所総数 1,255 従業者数  10,357 人 事業所増減率▲7.2％  

立地する商店街：【東中野並木通商店会】【東中野名店会】【東中野銀座商店会】【東中野睦会】 

【東中野駅前通商店会】【東中野駅前飲食店会】【東中野本通り共栄会】  
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(16) 中央 人口密度が高く、情報通信業、「サービス関連産業」が地下鉄駅中心に集積し

ている。  

・人口は区内 2 位で、人口密度も高い。基本的には本町と似た人口構造、居住形態を持

つ。 

総人口 

26,072 人 

15 歳未満比率 

7.8％ 

65 歳以上比率 

18.3％ 

持ち家世帯率 

33.1％ 

共同住宅居住者率 

69.5％ 

・青梅街道南の本町と異なり、区平均をやや上回る事業所減尐率を示している。 

・二丁目・三丁目・五丁目で事業所数は大きく減尐しているが、山手通り沿いの一丁目

では微増している。 

・中野坂上・新中野駅周辺に、情報通信業や「サービス関連産業」が集中している。 

・敷地集約により住宅マンションなどの建設も進んでおり、事業所数の減尐に影響して

いると考えられる。 

事業所総数 1,188 従業者数 12,737 人 事業所増減率▲11.3％  

立地する商店街：【鍋横大通商店会（北側）】【新中野商和会（北側）】【宝仙寺商店会（北側）】 

【中央仲通商店街】【三味線橋通共栄会】【追分通勉強会】【中野通橋和会】 

【宮桃商盛会（南側）】【宮園通り商友会（南側）】【中野センター親栄会】 

(17) 本町 中野坂上地区の再開発によりオフィス・マンションの立地が進む。情報通信

業の事業所数は大幅に増加している。  

・最大の居住人口を抱え、年尐人口、老年人口の比率がともに区平均より低く、詳細に

みると 20 代後半から 40 代までの比率が高い。 

・共同住宅居住者率も高いため、マンションなどには子どもを持たない都心の就労者が

多く居住していることがわかる。 

総人口 

26,297 人 

15 歳未満比率 

7.4％ 

65 歳以上比率 

18.4％ 

持ち家世帯率 

32.6％ 

共同住宅居住者率 

70.3％ 

・従業者数は中野に次いで多く、事業所の減尐率は区平均に比べ低く、全体として事業

所数が維持されている。 

・しかし事業所が最も集中している鍋横～中野新橋間の本町四丁目のみ▲14.6%（▲59

か所）と大きく減尐している。 

・従業者数 300 人以上の事業所が 9 か所あり（卸売・小売業 3、製造業 2、金融・保険業

2、その他 2）、企業の状況により従業者数が大きく変動する可能性がある。 

・情報通信業や「サービス業」が増加しているが、派遣の就労形態なども多く、今後景

気に変動が生じた場合、雇用の動向に注意を要する。 

事業所総数 1,409 従業者数 19,037 人 事業所増減率▲5.2％  

立地する商店街：【中野新橋商店街振興組合（北端）】【鍋横商店街振興組合】【鍋横本宮商店会】 

【鍋横大通商店会（南側）】【新中野商和会（南側）】【宝仙寺前通商店会（南側）】  
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(18) 弥生町 事業所減少率は高いが、福祉関連の店舗の出店が増加している。  

・居住人口と従業者数はほぼ半々だが、一・二丁目では 20 代後半から 30 代の人口が多

く、従業者とともに中野新橋の飲食店の利用者層を形成している。 

・共同住宅居住者率は 7 割と高く、旧花街地域などのマンション化の影響が出ている。 

総人口 

10,732 人 

15 歳未満比率 

7.4％ 

65 歳以上比率 

19.1％ 

持ち家世帯率 

32.8％ 

共同住宅居住者率 

70.5％ 

 ・医療，福祉の事業所が増加している 

・卸売・小売業、「サービス業」、不動産業が多いが、うち卸売・小売業、不動産業は製

造業と並び減尐が著しい。 

・商業や不動産業の減尐は、マンション建設などが一定程度進み、店舗の再編が進んだ

影響ではないかと考えられる。 

事業所総数 1,133 従業者数 9,232 人 事業所増減率▲14.2％  

立地する商店街：【富士見通神明商店会】【川島商店街振興組合】【弥生柳通り親交会】 

【栄町二丁目商店会（北側）】【栄町一丁目商店会（北側）】 

【中野新橋商店街振興組合（南側）】 

(19) 南台 住宅地であり、事業所数は卸売・小売業中心に減少している。  

・持ち家世帯率は区平均を 4％近く上回っている。 

・共同住宅に住む人の割合は区平均を 3％程度下回り、中野区内では戸建て住宅に住む人

が比較的多い地域である。 

・居住人口が従業者数の 3.4 倍と上回り、中野区内でも特に、住宅街的な人口構成である。 

総人口 

18,910 人 

15 歳未満比率 

9.1％ 

65 歳以上比率 

20.7％ 

持ち家世帯率 

38.1％ 

共同住宅居住者率 

60.4％ 

・事業所数は大幅に減尐し、特に卸売・小売業が減尐している。 

・一丁目は東大附属中学校が、五丁目は神田川や集合住宅が大きな面積を占めており、

事業所は二・三・四丁目に集中して立地する。 

・4 人以下の事業所が 7 割を占める。 

・卸売・小売業、不動産業、「サービス業」が多い。不動産業は特に南台三丁目を中心に

減尐する傾向を示している。 

・地区内の製造業の割合が 10.2％と、中野区全体の製造業構成比（4.2％）の 2.43 倍で

あり、製造業が比較的多い産業構造といえる。 

事業所総数 719 従業者数 5,495 人 事業所増減率▲16.0％  

立地する商店街：【南台四丁目商店会】【南台商店街振興組合】【栄町一丁目商店会（南側）】 

【栄町二丁目商店会（南側）】 
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第３章 中野区の商店街の空間的特性 

商業集積には、野方のように複数の商店街が集まって一つの集積が形成されているもの

と、川島商店街のように単独の商店街がほぼ集積と一致しているものがある。ここでは、

区内の主な商業集積（もしくは単独の商店街）に対して、①商業の概要②位置と交通③空

間構造の観点から各々の特徴を描出する。 

通常区内の商店街は 10 ブロックに分けられるが、今回の報告では主な商業集積 15 を抽

出し、立地と空間的特性により 4 グループに分けて解説する。 

 

図 3-1 中野区商店街全体図（中野区政策研究機構作成） 

 

 

①西武新宿線沿線 

②中央線北側～早稲田通 

③中央線以南～青梅街道 

④青梅街道以南 
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都立家政・川島等

など 

１ 全体的特徴 

【商業】南部と北部には地域に密着した商店街が多く、構成する業種は変化している。 

・近隣住民が顧実に多い商業集積（南台・川島・江原町・江古田など）と区内全域・

区外からの来街者も多い商業集積（中野・東中野・中央など）に分かれる。  

※野方・沼袋は、地域の住民を中心に、電車での来街者も見られた。 

・現状では、広域から来街者がある商店街は、おおむね活気を維持し、業種転換が進

んでいる場所もある。  

・サービス業の立地が進み、伝統的な物販商店街が変化している。 

【交通】東西は電車、南北はバスを利用し、近い範囲では自転車を利用する人も多い。 

・鉄道駅の有無と他区との隣接関係などが、人の流れに影響している。 

・ＪＲ中野駅の平成 20 年度乗実数は 12 万 3,000 人（6％増）新宿へ流出傾向がある。 

・中野駅周辺へは、関東バスが中央線北側から、京王バスが南側（新宿・渋谷方面）

から乗実を運んでいる。1 日平均乗実数は関東バス 22,538 人（6 路線 1,715 運行）・国

際興業 1,427 人（1 路線 32 運行）・京王バス 29,315 人（6 路線 496 運行）である。 

【空間】広幅員道路との関係・建物の高さと様式・街路形態で類型化ができる。 

・広幅員道路（大規模幹線・地域幹線道）との関係による類型 

→幹線道路の沿道に展開するもの：交通量はあるが道の両側に分断される場合もある。

（早稲田通り・中野坂上・鷺宮・中野新橋） 

→幹線道路からの流入交通が少ないか、ないもの：安全な歩行空間を確保するが、さび

れる場合もある。（都立家政・川島・大新・また中野駅北口の面的集積など） 

・建物規模別類型 中小規模集積：全体として 2～4 階建ての店舗併用住居が主流。 

大規模集積：幹線道路沿いに中層のビル＋裏手の低層商業建築群。 

・建物様式 古い店舗併用住宅は妻入り看板建築が多い。 

現代の店舗併用住宅は 1 階店舗＋2 階建住居部分＝3 階建が多い。 

・街路パターン ①線形 ②グリッド ③放射型 ④線形＋グリッドか放射（下図参照） 

高さ   建物様式  

街路  
中野駅北口・中野新橋

等 

野方等 沼袋・鷺宮・東中野等 
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２ 地域別知見 

中野区の主な商店街は、その空間的特性からみて①西武新宿線沿線②中野駅北側～早稲

田通り③中央線以南～青梅街道④青梅街道以南の 4 つのグループに分けられる。 

①西武新宿線沿線 鷺宮／沼袋／都立家政／新井薬師前駅／野方（※） 

・商業 最寄り品中心の商店街だが、駅ごとに特色がある。 

医療関連業の出店（鷺宮）や、集積中心部でのマンション建設（沼袋）、銀行撤退に

よる顧実動線の変化（都立家政）など、各駅に特徴的現象が見られた。 

・交通 西武新宿線を中心に南北の住宅街から自転車・徒歩・バスで集客する。 

 特に都立家政や鷺宮などは、西武池袋線方面からの自転車利用実が多い。 

・空間 西武新宿線に垂直な線状商店街で、駅近くには面的広がりがある。 

東西に長い駅舎と駅西側の道路で、面的集積の規模がほぼ決まる。主に集積は妙正

寺川を避けて北に広がるが、新井薬師の駅前は北に学校があり南に展開する。 

 ※野方は第 4 章ケーススタディで扱うため本章では記述しない（50 頁参照）。 

 ②中央線北側エリア 中野駅北口／新井／環七早稲田通周辺／大和町周辺／東中野 

  ・商業 中野駅、東中野には飲食店が多く、新井や大和町では最寄り店が多い。 

中野駅北側、東中野には飲食店に加え、日常生活の需要を満たすスーパーや食料品

店なども立地している。新井には若者向けの雑貨や食料品の店も出店している。 

  ・交通 中央線と大規模な幹線道路の交通に加え、近隣の徒歩客も多い。 

中野駅周辺は JR と南北のバス交通、東中野は JR に加え大江戸線、大和町周辺で

は高円寺駅の利用者も多い。幹線道路の自動車交通量は多い。 

  ・空間 大きな面的集積と鉄道、幹線道路が空間を規定している。 

中野駅北口では用途指定と結びついた変化に富んだ景観が展開し、大和町、東中野

で線状商店街も見られるが、幹線道路が商業集積の分断を起こしている場所もある。 

 ③中央線以南～青梅街道 中野駅南口／中野坂上周辺／新中野～鍋横周辺 

・商業 幹線道路付近でも古い商業集積の名残が見られる。 

幹線道路の裏側に商店街が残る。ビル化していても地元商店が経営するものも多い。

医療や福祉関連、薬局や学習塾など、近年区内で増加している業種が多い。 

・交通 中野駅から新宿、渋谷方面へ向かうバス、地下鉄利用者も多い。 

新宿・渋谷方面行バスは路線が拡充され、鉄道を補完する働きが強化されている。 

・空間 幹線道路沿いのビル街の裏側に旧中野町時代の都市構造が残る。 

幹線道路沿いの集積と線状商店街が見られる。大久保通り沿いは土地区画整理事業

の空間計画の影響が残り、戦前に形成された商店街は比較的建築規模が小さい。 

 ④青梅街道以南 中野新橋／川島／南台 

  ・商業 中野新橋以外は地域の最寄り品を扱う商店が中心である。 

以前花街があった中野新橋以外では最寄り品を扱う店が多い。また、中野新橋は夜

間まで営業している飲食店が多いが、風俗的営業の店は尐ない。 
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  ・交通 丸の内線とバスが主要交通手段となっている。 

中野新橋駅、中野富士見町駅、方南町駅、中野車庫があり、丸ノ内線もバスも利用

できる。南台の南部では京王線初台駅も利用可能である。 

  ・空間 商店街単位で独立した商業集積を形成している。 

南台や川島等は、南北の幹線道路に直交する線状商店街を形成している。中野新橋

は花街が住宅街化して用途地域が現用とずれ、商業集積の比重も南側に移っている。 

 

 図 3-2 は、外観から営業が確認できた店舗と空き店舗のように見えた建物の様子を GIS

表示したもので、商店街の中央部や端部で空き店舗に見える建物がある（商店会長アンケ

ートでの空き店舗实数は 7 店だが、16 軒程度が空き店舗のように見えた）。 

 

図 3-2 ＧＩＳによる三味線橋通りの空き店舗の状況の表示 

 

実際に営業が確認できた店舗       点線部は空き店舗に見える商店建築 

中野区政策研究機構作成（以下図 3-16まで同様） 
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以下、各商業集積の調査結果を挙げる。なお、説明の中で、特に位置関係を示す必要が

あると思われる部分に関しては、基準となる商店会名や地名を添付図中に示した。 

 

(1) 西武新宿線沿線：西武新宿線に垂直な線状集積が中心の商店街群 

＜鷺宮＞ 

【商業】駅北側を中心に日常的な需要を満たす店舗が充実し、医療ビルも立地する。 

・鷺ノ宮駅の西側の中杉通り沿いに主な商業集積が形成されている。駅北側の方が店

舗集積は大きい。 

・主に、最寄り品を扱う商店や飲食店、医院や薬局などがあり、コンビニエンススト

アなども立地して、日常生活に関わる財やサービスを購入できる。 

・中杉通り沿いにはチェーン店なども多い。 

・中杉通りの駅北側では駅から離れるにつれ空き店舗が増え、店舗の密度も下がり、

新青梅街道付近にいたると商店街としての一体感が感じられにくい。 

【交通】鷺ノ宮駅、阿佐ヶ谷、練馬区方面からの自転車客が多い。 

・鷺ノ宮駅は、阿佐ヶ谷（中央線）と中村橋（西武池袋線）を結ぶバスと西武新宿線

の結節点になっている。 

・広い住宅地を後背地とし、自転車の顧実も多い。 

【空間】中杉通りには並木があり、駅北側の集積ではマンション建設が進んでいる。 

建物規模別類型 中小規模集積 街路パターン 線形＋グリッド 

・鷺ノ宮駅西側の中杉通りは、広幅員で並木があり、商業集積は東西に分かれている。 

・中杉通り西側は 3～4 階建ビルだが、並木通りと駅近くの比較的大規模なチェーンの

飲食店や遊興施設が、郊外ロードサイド的景観を示している。 

・中杉通り沿道と駅西北周辺のみが容積率 300％の近隣商業地域に指定され、駅北東で

はビルの裏側でマンション建設が進んでいる。それ以外の地域は第一種低層住居専用

地域になっているため、商業空間と住居空間が明確に分かれている。 
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図 3-2 鷺宮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単独の商店が入居している建物 

複数の商店が入居している建物 

(塗り潰し) 

鷺ノ宮駅 

新青梅街道 

駅前の商業集積 
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＜沼袋＞ 

【商業】沼袋駅北側に集積の中心がある。チェーン店の進出も目立つ。 

・沼袋駅北側の新青梅街道に向かう通りが最も店舗が連続している。最寄り品の店舗と

飲食店が集積する。駅東北方面の面的集積には飲食店が多い。 

・スーパーやチェーン店の進出が見られる。 

・人通りもあり、にぎわいも感じられるが、新しい物件の空き店舗なども発生しており、

今後の動向に注意を要する。 

・松が丘一丁目方面に、沼袋朝日通商店会がある。数軒の店舗が点在している。 

【交通】バスは 1系統で、駅が交通の中心となっている 

・バスは 1 系統で西武新宿線から南への交通を確保している。 

【空間】平和公園通りに続く地区集散道路では実相院の南側で局地的に敷地が集約され、

中層化が進行している。駅前景観に特色がある。 

建物規模別類型 中小規模集積 街路パターン 線形＋グリッド 

・平和公園通りに続く地区集散道路が实相院前で屈曲しており、視線も抜けず、空間上、

分節点となっている。また、实相院の南北で、建物規模も異なるため、街路景観に変化

が生じている。 

・商業集積は駅北側中心にある。 

・实相院以南~西武新宿線の地区集散道路沿道は、容積率 400％の商業地域で、それ以

外は容積率 300％の近隣商業地域である。 

・实相院南の地区集散道路西側でチェーン店化、東側で 7～8 層以上のマンションの新

築が相次ぎ、既存商店のうち老朽化が進んだものとの違いが目立つ。 

・地区集散道路西側のチェーン店には更新が容易な仮設的建築もあり、大きく変化する

可能性がある。 

・地区集散道路東側では中層ビル化した店舗にも信用金庫支店が存続し、1 階に商業機

能を入居させるなど、商業地域としての維持努力が見られる。 

・沼袋駅前の道路幅員が広くなっており、公衆便所や鋼板が設置され、広場的に利用さ

れている。また、沿道には洋館風の地元不動産業者のビルや、伝統的な材木商が隣接し

て立地しており、印象的な景観を形成している。 
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図 3-3 沼袋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沼袋駅 

実相院 

新青梅街道 

単独の商店が入居している建物 

複数の商店が入居している建物 

 
(塗り潰し) 
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＜都立家政＞ 

【商業】最寄り品を扱う店のほか、飲食店、医療関連、美容室も多い。銀行撤退の影響が

大きい。 

・駅の南北に細長く線状の商業集積が形成されている。 

・商店街は、主に最寄り品を扱う商店や飲食店、薬局や医院、療術院なども多く、美容

室も増えている。 

・チェーン店やスーパー、コンビニエンスストアも出店している。 

・駅南側にも最寄り品を扱う店や飲食店が立地しているが、北側の銀行支店が撤退して

顧実動線が変化し、空き店舗も多く見られ、商業集積の縮小が進んでいる。 

【交通】都立家政駅利用客が多い。聞き取りでは練馬方面からの自転車客もある。 

・近隣の徒歩・自転車利用実、北からの自転車実、西武新宿線利用実が中心である。 

・駅前の銀行の支店が撤退し、北からの主婦の自転車実が減った。 

【空間】沿道に商店が連続し良好な歩行空間だが、銀行跡の景観が問題化している。 

建物規模別類型 中小規模集積 街路パターン 線形 

・新青梅街道からの通過交通もなく、舗装整備された良好な歩行空間を保っている。 

・容積率 300％の駅西側区域の南北に商店建築が連続し、ビルへの更新が進んでいるが、

特に新青梅街道に接続している北側では、敷地の集積が進み規模が大きいマンションが

建っているのに対し、南側では 2～3 階建ての店舗が多い。 

・しかし、住宅街にあって沿道のみが店舗のため、これら建物の商業用途が失われると、

にぎわいや商業空間としての景観に対する影響は大きい。 

・特に駅前のみずほ銀行が空き店舗となったことにより、銀行利用目的の通行者が減尐

するとともに、夜間、周辺が暗くなるなどの問題が生じている。 
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図 3-4 都立家政 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都立家政駅 

新青梅街道 

単独の商店が入居している建物 

複数の商店が入居している建物 

(塗り潰し) 
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＜新井薬師前駅＞ 

【商業】新井薬師前駅から南側の薬師あいロード方面への商店連続性が低い。 

・新井薬師前駅を中心に商業集積が形成され、北口には薬師駅北口商店街が、南口には

新井薬師駅商店会がそれぞれ広がる。 

・駅南側には飲食店が多く、商業ビルも何棟か見られる。 

・梅照院（新井薬師）から新井薬師前駅に向かって、新井薬師門前通り町栄会が線状商

店街を形成しているが、この間に空き店舗化や住宅化が見られ、商業集積は分断しつつ

ある。 

【交通】西武新宿線とバスの結節点である。上高田から新宿方面の住民も利用している。 

・バス路線が充实しており、上高田・松ヶ丘方面の住民だけでなく、練馬、新宿方面の

住民も利用している。 

【空間】薬師あいロード方面と分断し、線形集積からグリッドパターンへ変化している。 

建物規模別類型 中小規模集積 街路パターン 線形＋グリッド 

・西武新宿線北側には高校・小学校があり、線路南側で新井薬師方面に向かって商業集

積が広がっている。 

・駅周辺では、線路南側沿いの東西方向へも商業集積が見られる。 

・容積率 400％の指定地域が集積の中心で、中でも特に 1976 年建築の駅前協同ビル（60

戸）周辺が最も賑わっている。 

・上高田本通り交差点以南は幅員が狭く、バス通行が商業を阻害していると認識されて

いる。 

・旧来、梅照院と駅前がつながる線形集積であったが、新井薬師門前通町栄会と新井薬

師駅商店会の接続部の店舗集積が低密度化し、駅前を拠点としたグリッド型へと空間構

造が転換しつつある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

図 3-5 新井薬師前駅 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新井薬師 

上高田小学校 

東亜学園高校 

新井薬師門前通町栄会 上高田本通商店会 

新井薬師駅商店会 

新井薬師前駅 

薬師駅北口商店街 

単独の商店が入居している建物 

複数の商店が入居している建物 

 
(塗り潰し) 



29 

 

(2) 中央線北側～早稲田通り：駅北側の巨大集積と早稲田通り沿いの他区隣接商店街 

＜中野駅北口＞ 

【商業】飲食店が多いが、食料品、日用品を扱う店などが並ぶ区域もある。 

・アニメなど趣味に関する店は、中野ブロードウェイ内に集中している。 

・飲食店が多いが、ふれあいロード北など食料品や日用品を扱う店が多い場所もある。 

・中野サンモール商店街には衣料品店や時計店なども多く、チェーン店は周辺の商店街

より多く見られる。 

【交通】ＪＲ中野駅・東西線・南北バスターミナルを有する中野区の交通結節点である。 

・中央線と中野通りが駅で交差しており、電車、バス両方の結節点となっている。 

・交通の利便性から他地域からの集実も多い。 

【空間】土地利用の多様さが景観とまちの魅力になり、区域ごとの個性が光る。 

建物規模別類型 大規模集積 街路パターン グリッド 

・区域ごとに街路や建築形態、店舗構成に特徴がある。 

・中野通りと中野サンモールには中高層の建物が多く立地するが、業務系ビルも多く、

一棟に店舗が集積していない建物も多くある。 

・中野通りと中野サンモール以東では、比較的低層な店舗が、一棟に複数集積する形で

一帯に広がっている。 

・中野通りから東に容積率 600％・500％の商業地域、容積率 300％の近隣商業地域、容

積率 200％の第 1 種住居地域と用途地域が細かく設定されており、建築規模はそれぞれ

異なっている。そこで飲食店や商業ビルが多い区域と、植栽などのみどりが見られ開放

的な歩行空間が連続する、中野駅北口周辺独特の景観が形成されている。 

・飲食店が多い区域の外周に、比較的大きな病院、線路沿いの専門学校や研究機関など

が建ち、第 1 種住居地域に指定されているため、マンションや戸建てなどがあって比較

的閑静な居住空間が確保されている。 

・しかし、集積縁辺部にあたる商店街（昭和新道・早稲田通り周辺など）では、近年開

発業者が住居マンションへの商店入居を嫌う傾向があり、マンション建設が進むと集積

が縮小するという危機感を訴える声も聞かれた。 
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図 3-6 中野駅北口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中野駅 

中野サンモール 

単独の商店が入居している建物 

複数の商店が入居している建物 

(塗り潰し) 

ふれあいロード北商店会 



31 

 

＜新井＞ 

【商業】理美容室や飲食店なども多く、店舗の入れ替えも起きている。 

・中野駅北口の商業集積に連続して、薬師あいロード商店街が立地する。 

・食料品、衣料品などの店舗とともに、理美容、飲食店も多い。近年若者向けの雑貨店

や食料品店が出店して店舗の入れ替えが生じている。 

・柳通りには、北から柳通高新会、柳通親交会の 2 つの商店街が立地し、古くは花街が

あったため、そば店、すし店など飲食店が多かったが減尐し、商店の集積は縮小してい

る。 

・薬師あいロードには若い商店主が進出している一方、50 年以上続き、2、3 代目と続く

歴史ある店舗も多く立地している。 

【交通】中野駅北口から徒歩圏で、北へのバス路線も充実している。 

・中野駅の徒歩圏であり、柳通りも池袋、江古田方面へのバスが通るなど、南北のバス

路線が充实している。 

・自転車利用による来街者も多く、多様な世代に利用されている。 

【空間】開放的な歩行空間で、デザインの良い店舗も増えている。柳通りでは、花街の消

滅により、住宅建設が進んでいる。 

建物規模別類型 中小規模集積 街路パターン 放射型 

・薬師あいロード、柳通り商店街ともに、2～4 階建の店舗併用建築が残存し、近隣商店

街らしい空間の雰囲気を残している。 

・中野駅北口に近く、舗道など空間整備も進んでいる薬師あいロードでは、低層の木造

店舗にも若手経営者が出店する動きがあり、デザインセンスを活かした店舗建築の増加

が商店街に活気をもたらしている。 

・柳通りでは、薬師あいロードとの間にあった二業地（花街の一種）が廃止されて、飲

食店などの空き店舗が住宅に変わりつつある。 

・早稲田通り沿いではマンション建設が進んでいる。 
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図 3-7 新井 
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＜環七早稲田通り周辺＞ 

【商業】古くからの商店はあるが、幹線道路周辺では商業集積の密度が低くなっている。 

・早稲田通り沿いに商業集積があり、古くからの商店が多く、業種的には飲食店や理美

容店が多い。 

・飲食店などの新規出店も見られるが、空き店舗があり、商業集積の縮小が進んでいる

ことが窺える。 

【交通】駅は中野か高円寺を利用し、環七より東側では中野へ向かう人が多く見られる。 

・環七通りと早稲田通りが交差し、自動車の通行量が多い。 

・JR 中野駅、高円寺駅が徒歩圏だが、環七より東側では中野駅へ向かう人が多い。 

【空間】早稲田通りと環七の交差点付近では隣接の杉並区と対照的な都市構造が見られる。

幹線道路の裏側で消滅する商業集積もある。 

建物規模別類型 大規模集積 街路パターン 線形 

・広幅員の幹線道路が通過し、大規模な公共施設が立地しているため、沿道ビル 1 階の

テナントが新井交差点（中野通り×新井通り）から西に向かうにつれ減尐する。 

・早稲田通りと環七の交差点から大和町一丁目 66 番までの両側が中野区だが、容積率

300%の近隣商業地域で敷地集約が進み、特に南側で比較的大規模なマンションや変電所

などが立ち並んでいる。 

・南側の大規模マンションや変電所の背面は、杉並区の第 1 種中高層住居専用地域（容

積率 200％）で、街区の奥行き、道幅が狭く、敷地集約が難しいため、小規模な戸建て

が並ぶ対照的な都市構造である。 

・野方一丁目の大新商栄会では 2、3 の店舗を除き、ほぼ転出もしくは廃業したが、これ

は、バスが環七本線を通って野方へ向かうようになったためと地元では認識されている。 

・幹線道路が歩行者交通を分断したり、建物更新で商店の連続性が低くなったりしてい

るため、商店街としての一体感はあまり感じられない場所が多い。 
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＜大和町周辺＞ 

【商業】食品・日用品の商店が主に立地しているが、連続性は失われつつある。 

・大和中央通りには、大和町商栄会（大和町一丁目・三丁目）と大和町中央通り親和会

（大和町二丁目・四丁目）が連なる線状商店街が形成されている。 

・商業集積には食料品店、飲食店、クリーニング店、理美容店などが点在し、大和町中

央通り親和会には、コンビニエンスストアが数軒ある。 

・食料品店で総菜や弁当など中食製品を置く店が多い。（中食＝なかしょく：家庭外で調

理・加工された総菜や弁当などの持ち帰り食品。農林水産省 HP「基本統計用語」） 

・空き店舗が多く見られ、商店の連続性が失われている場所も多い。 

・徒歩や自転車などで、高円寺駅前の商店街へ向かう通行者が多く見られた。 

【交通】駅は高円寺を利用しており、幹線道路が境界の役割も担っている。 

・高円寺駅の徒歩・自転車圏内にある。 

・環七通りと早稲田通りが交差し、自動車交通量が多い。 

・大和町一丁目・三丁目は、杉並区に隣接する。 

【空間】早稲田通りは「高円寺」との連続性が高い。大和町は低層建築が並んでいる。 

建物規模別類型 中小規模集積 街路パターン 線形 

・早稲田通りと高円寺庚申通り商店街が交差する付近から、早稲田通り沿いに中層ビル

が立地し、1 階に資材店、飲食店などの商店が入居している。 

・マンションなどは、中野区内に立地していても「高円寺」を名称に使うものが多く見

られ、高円寺駅方面からの人通りも多く連続性が強い。 

・大和通り中央通り親和会は 2 階建て木造店舗が多く、飲食店や食料品店などが断続的

に立地し、営業を続けている。店舗の老朽化が進んでおり、空き店舗などが増加した場

合の防災対策が求められる。 
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図 3-9 大和町周辺
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＜東中野＞ 

【商業】中央線、山手通りで分節されているが、区域ごとに特色ある集積がある。 

・東中野駅を中心に商業集積が形成されている。 

・駅北側の面的集積には、飲食店と娯楽施設（パチンコ・麻雀店）の他、医療、理美容、

クリーニング店などが立地している。 

・東中野銀座商店街には、食料品店や飲食店が多く、比較的山手通りに近いところに医

院や薬局がある。 

・山手通り近くではチェーン店の進出も進んでいる。 

【交通】新宿に近く、ＪＲ、地下鉄、幹線道路が整備されている。 

・東中野駅と落合駅（東中野四丁目）がある。 

・山手通りと早稲田通りの幹線道路が通っている。 

・東中野二丁目を除いて、全ての丁目は新宿区に隣接する。 

【空間】山手通りと裁判所通り沿いは、中層のビル化が進んでいる。 

建物規模別類型 大規模集積 街路パターン 線形＋放射 

・裁判所通り北側の東中野本通り共栄会は、新宿区との区界である神田川の崖線上にあ

り、特徴的な立地である。 

・山手通り沿いは 5 階建て以上のビルへの建て替えが進み、この傾向は裁判所通り沿い

の南北に続いている。 

・聞き取りによれば、駅北東の低層店舗集積は終戦後の市場的な店舗集積の名残である。 

・山手通り沿いはビルの規模が大きいが、駅周辺を除き店舗集積は進んでいない。 

・東中野銀座商店街は、低層の店舗が並ぶ近隣商店街的な景観で、チェーンの飲食店な

どもこれら低層店舗に入居している。 
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図 3-10 東中野
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(3) 中央線以南～青梅街道：中央線の駅を中心とした集積と青梅街道沿いの高度集積 

＜中野駅南口＞ 

【商業】学習・医療関連も多い。ファミリーロード周辺は遊興施設も見られる。 

・全域で医院や調剤薬局などの増加が目立ち、特に实業桃光会桃園商店街などでは集積

している場所がいくつか見られた。 

・实業桃光会桃園商店街方面は小規模な飲食店が集積しているが、ファミリーロード沿

いには遊興施設も見られる。もみじ山方面は中層ビルの 1、2 階に飲食店が多く入居して

いる。駅近くには学習塾も見られる。 

・中野通り沿いのビルは、地元商店が経営するものも多い。 

・駅近くにはチェーンの飲食店が入居しているものも目立つ。 

【交通】ＪＲ中野駅の東西交通が目立つが、南側は渋谷・新宿へのバスも多数出ている。 

・中野区最大の交通結節点である。 

・バスの本数も多く、南部の地域から中野駅方面への入り口になっている。 

・渋谷・新宿行きは本数も多く、中央線の駅以外の目的地へのバス利用実も多い。 

【空間】中野通り沿いのビル店舗は上階で空きが増加し、桃園の飲食店集積には路地的景

観が広がっている。ファミリーロード周辺は中層ビルが集中している。 

建物規模別類型 大規模集積 街路パターン 線形＋グリッド 

・中野通り沿道は、ほぼ 5 階建以上のビルだが、2 階以上のオフィスには空室が目立つ。 

・中野通りの西側は、桃園通りまで容積率 600％の商業地域だが、低層の飲食店集積が

まとまった街区として立地し、旧中野駅時代の都市構造の名残が見られる。 

・容積率 600％の商業地域と、桃園小を含む第 1 種中高層住居専用地域との間の容積率

400％の商業地域は、大規模マンションが建設されて住宅街化し、植栽のみどりもある落

ち着いた景観を形成している。 

・中央線南沿線部は中層ビルが並び、駅から文化施設などへの道にあたり、飲食店が比

較的多いこと、ビル形状の関係で路面店舖部分の間口も広いことなどから、商業集積と

しての一体感が感じられる。 

・ファミリーロード周辺は 3 階建て程度の雑居ビルが多い。 
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図 3-11 中野駅南口
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＜中野坂上周辺＞ 

【商業】中野坂上駅周辺に医療機関が多数立地している。 

・中野坂上駅付近（本町一丁目・二丁目の青梅街道沿い）は再開発の印象が強いが、宝

仙寺前通商店会などに地元商店も立地している。 

・中野坂上駅周辺に、医療機関や薬局等が多く見られる。 

・青梅街道沿いのマンションの低層部には飲食店が多く、居酒屋などの立地が目立つ。 

・青梅街道沿いには自動車販売、レンタカーなどのロードサイド型店舗も立地している。 

【交通】広幅員の幹線道路と地下鉄駅がある。人通りはビル内と裏の街区に見られる。 

・中野坂上駅（中央一丁目・二丁目）がある。 

・青梅街道、中野通り、山手通り、大久保通りの幹線道路が通り、新宿、渋谷、中野駅

方面のバス路線も充实している。 

【空間】中野坂上交差点周辺は高層化しているが、街区内部には低層の店舗も混在する。 

建物規模別類型 大規模集積 街路パターン 線形＋グリッド 

・中野坂上交差点周辺の高層ビルを中心に、青梅街道沿いの宝仙寺前通商店会でもほぼ 7

階建て程度のビルに更新が進んでいるが、古くからの低層店舗も混在しており、青梅街

道沿いの古い集落の構造が残っている部分もある。 

・青梅街道沿いの商業集積が主要商店街となっているが、青梅街道南側、地区内部にも

商店が点在している。 

・新中野～鍋横周辺の商店の連続は、関東財務局の住宅や警察署により分断されている。 

・中野坂上交差点付近の大規模な建物の集積は、新宿区の再開発地区付近まで連続性を

持っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

図 3-12 中野坂上周辺
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＜新中野～鍋横周辺＞ 

【商業】多様な需要を満たす様々な業種が立地するが、空き店舗もある。 

・青梅街道沿いの商業集積のみでなく、中野通りが開設される以前からある鍋屋横丁沿

いに、鍋横商店街振興組合・追分通り勉強会が線状に立地している。 

・鍋横商店街や青梅街道沿いではやや飲食店が多いが、食料品店やクリーニング店など

多様な業種がある。 

・追分通り勉強会周辺では空き店舗も目につく。 

・青梅街道沿いには、自動車販売店や遊興施設、ロードサイド型店舗のレストラン・居

酒屋なども立地している。 

【交通】幹線道路と地下鉄が基本。中野駅方面、新宿へはバス利用も少なくない。 

・青梅街道・中野通りの幹線道路が通り、新宿や中野駅方面のバスの運行本数が多い。 

・新中野駅もあり、利便性が高い。 

【空間】青梅街道沿いの細分化された敷地は古い敷地割の名残である。鍋横はビル化が進

んでいるが地元店が多い近隣商店街である。 

建物規模別類型 大規模集積 街路パターン 線形＋放射 

・中野坂上周辺との連続は、関東財務局の住宅や警察署によって分断されている。 

・青梅街道周辺は戦前より存在し、合併以前の中野町の中心地に近いためか、広幅員の

幹線道路の裏手に、細分化された古い敷地割が残存している。 

・鍋横商店街では、建替え更新により 1 階に店舗、上層階に集合住宅が入居する 7～8 階

建てのビルが並び、地域の商店が多く残っているが、近年、住居専用マンションの建設

が進み、商店の連続性が失われつつある。 
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図 3-13 新中野～鍋横周辺 
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(4) 青梅街道以南：中野駅からはバスでアクセス・独立した集積が多い 

＜中野新橋＞ 

【商業】駅近くの飲食店群が商業集積の中心で、夜間営業の店でも風俗関連店は少ない。 

・中野新橋駅を中心に、弥生町二丁目に飲食店が集積している。 

・飲食店にはバーやスナックも多く、これらはマンションの 1 階や地下に多く立地して

いる。 

・上記のような夜間営業の飲食店は多いが、風俗関連の店舗は尐ない。 

【交通】中野新橋駅に加え、中野車庫へも徒歩圏であり、バスの利便性も高い。 

・本町三丁目と五丁目の一部は、中野新橋駅徒歩圏にある。 

・地下鉄による新宿への利便性だけでなく、京王バス渋 64 号線は渋谷からの深夜バスも

運行しており利便性が高い。 

【空間】花街の街区がマンションに更新され、集積の比重は南側に移っている。 

建物規模別類型 中小規模集積 街路パターン グリッド 

・中野新橋駅を中心に神田川の南北に商業集積がある。 

・区画整理事業や花街の建設など、戦前になされた計画的開発が都市構造の基盤となっ

て、グリッド状の街路構造を持つ面的な商業集積が広がっている。地区の東西を流れる

神田川が、この軸の方向性を規定している。 

・神田川北側の新橋から花見橋周辺までは広範に商業地域に指定されており、かつて花

街の料亭街が存在していた。 

・花街の区域は、廃業によりマンション建設が進んだため、商店はまばらで、現在の商

業集積の中心は、駅南側の弥生町二丁目交差点に至る地域にある。 
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図 3-14 中野新橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中野新橋駅 

神田川 

青梅街道 
単独の商店が入居している建物 

複数の商店が入居している建物 

 
(塗り潰し) 
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＜川島＞ 

【商業】近隣商店街の代表格。しかし、店舗減少が進んでいる。 

・川島商店街（弥生町三丁目）では、最寄り品を扱う店舗が多い。 

・店舗数が減尐しているが、空き店舗対策として、コミュニティスペース・日替わり店

舗などを設けている。 

【交通】バス通りに面し、中野富士見町駅からも徒歩でのアクセスが可能である。 

・中野新橋駅（弥生町二丁目）、中野富士見町駅（弥生町五丁目）がある。 

・弥生町一丁目は新宿区に隣接し、弥生町六丁目は方南町駅徒歩圏にある。 

・2005 年に中野駅と中野車庫を通る京王バス川島循環線が廃止され、中野車庫を通らず、

やや広い領域を往復する中 83 号線に変更された。 

【空間】バス通りから奥まって歩行空間が確保されている。 

建物規模別類型 中小規模集積 街路パターン 線形 

・川島商店街は、舗道整備された良好な歩行空間（16 時～19 時車両通行禁止）が確保さ

れているが、中心的な集積が尐し奥まっており、商店街のにぎわいがバス通りからは確

認しにくい。 

・店舗は多くが 3～4 階建てに更新しており、2 階建ての木造店舗は半数以下である。 

・公共交通によるアクセスがバスしかなく、比較的近くに中野新橋などの集積があるか

らか、空き店舗も目立つ。 

 

図 3-15 川島 

 

 

 

 

方南通り 

川島商店街入口 

中野富士見町駅↑ 

中野通り 

単独の商店が入居している建物 

複数の商店が入居している建物 

 
(塗り潰し) 
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＜南台＞ 

【商業】人通りの多い夕方には子どもも多く見かけられる。活気のある近隣商店街である。 

・南台三丁目交差点付近を中心に、南台二丁目・三丁目に商業集積が形成されている。 

・特に、南台三丁目側に店舗が集中し、最寄り品を扱う店が多く立地している。 

・夕方には主婦や高齢者に交じって、子どもも多く通行し、にぎわいを見せている。 

・南台商店街振興組合の南に立地する新山通商店会は、商店が減尐している。 

【交通】渋谷・杉並・新宿に隣接し、バスの便が豊富である。 

・南台は、渋谷区と杉並区に隣接し、新宿にも近い。 

・南台四丁目は笹塚駅徒歩圏、南台五丁目は方南町駅も徒歩圏にある。 

・中野通り・方南通りの幹線道路が通り、新宿・渋谷方面のバスの運行本数は全時間帯

で多い。 

【空間】バス通りからにぎわいが見えやすい空間構造となっている。 

建物規模別類型 中小規模集積 街路パターン 線形＋グリッド 

・南台三丁目交差点から西に、8～9ｍ幅の街路に間口 1～1.5 間、2～4 階建ての店舗が

連続し、商店街らしい景観が形成されている。 

・南台三丁目交差点から、東西に延びた商店街を見渡すと、両角の商店は隅切面を店舗

としており、注視点をつくっている。また、東西に街路が直交しているため、買い物実

でにぎわう様子が大通りから見えやすい。 

・南台商店街は、生鮮品や日用品などの品ぞろえも良く、買いものが容易であり、平均

営業時間が長い（9～20 時）。 

・新山通商店会方面と南台四丁目商店街の間は、店舗減尐により商業集積が分断され、

商店街と認識することが難しい場所もある。 
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図 3-16 南台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南台商店街 

中野通り 

南台三丁目交差点 

新山通商店会 

南台四丁目商店会 
単独の商店が入居している建物 

複数の商店が入居している建物 

 
(塗り潰し) 
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第４章 ケーススタディ 

１  野方商店街ケーススタディ－岐路に立つ伝統的商店街 

本節では事例として野方商店街を取り上げ、商店街振興組合役員へのインタビューを

題材に個別商店街の具体的様相を記述する。 

(1) 野方商店街の空間と基本データ（今回調査結果） 

 

中野区政策研究機構作成 

【商業】日常生活の需要を満たす店が多い。チェーン店は駅近くに多く出店している。 

・最寄り品店に加え、夜間に営業している飲食店も多い。 

・医院や療術院なども増加している。 

【交通】西武新宿線と中野駅方面行のバスの結節点であり、利便性が高い。 

・野方駅と中野駅方面行のバス停の間がもっとも歩行者が多い。 

【空間】旧野方村の都市構造の名残で線状商店街が放射状に連担している。 

建物規模別類型 中小規模集積 街路パターン 放射型 

・中低層の小規模な店舗建築が集積しているが、廃業した商業店舗の住宅化やマンショ

ン建設が進み、商業集積の連続性が失われている部分もある。 

 

野方駅 

環七通り 

新青梅街道 

みつわ通り商店会 
野方名店街やっほーろーど 

野方駅前 

ときわ通り 

本町通り 

北原通り 

単独の商店が入居している建物 

複数の商店が入居している建物 

 
(塗り潰し) 
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 (2) 野方商店街振興組合 黛専務理事インタビュー北原通り町会会館 9月 30日 15時 

前章では、主に商店街を踏査し観察した中野区全域の商店街の概要を中心に記述し

た。ここでは商店街振興組合役員へのインタビューを読み解くことによって、個別商

店街の实像のより立体的な記述を試みた。 

インタビューは野方商店街北原通り町会会館において、中野区政策研究機構研究員

2 名による野方商店街振興組合の黛専務理事との一問一答形式で行った。なお、本節

の末尾に読解のポイントとなるキーワードを挙げている。 

 

問：商店街と商店街振興組合の沿革について教えてください。 

答：昭和 30 年前後、今の 5 商店会（「通り」）の組織は独立して存在し、年 2 回の福引な

どの事業を行っていた。しかし、顧実から見た「野方」は一つということで、売り出しな

どの販売促進事業を、5 会合同でやるようになったのが始まりだと認識している。 

この合同事業はやがて通年化し、振興組合の前身となる「野方商店連盟」ができ、5 会

の会長を役員として、長は互選方式で運営していた。しかし、次第に他の団体との交渉な

ど、法人化が長年の懸案となっていった。 

この状況が変わったのは平成 6 年で、スタンプ事業導入を円滑に、安全に行う意味もあ

って法人化に踏み切った。しかし、やはり街路灯など各通りの資産管理や、小回りのきく

活動の必要もあり、5 会の組織も残した現在の体制が成立した。 

参照キーワード☞商店街法人化について・商業集積と商店街について 

 

問：運営のしくみはどうなっているのでしょうか。 

答：基本的に各商店街の問題には、各会が個別に対処している。組合は、5 会が同時に行

う事業などの共催化やタイトル設定など、いわば共同事業の「容れ物」をつくり、交渉窓

口となったり、ＰＲを行ったりしている。例えば児童館などと協力する祭りの運営や、里

まち事業の補助などが良い例だと思う。 

賦課金は、大手企業などには一般会員より多い金額を設定する二段階制で、街路灯など

は各会の資産となっている。このように「各会の自立に基づいた組合」が基本方針だが、

このため、「5 つの通りのサービス機関」なのか、より「求心化」して指導力を発揮するべ

きなのかというジレンマも抱え、組合員の間でも意見が分かれるところである。 

 しかし、分権、多様化の趨勢により財源の効率的運用のため現組織の形態をとっている。 

 

 

 

 

 

                    参照キーワード☞商店街と商業集積について 

 
事業例 1  児 童 館           事業例 2 里まち事業 

         ↓↑             スタンプ事業だが、目的に応じ 

        組  合            組合から補助している 

        ↑↑↑↑↑ 

  各会の決議＝協賛店や協賛額等の内容 
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問：最近の商店街や商業者の方の変化はどのようなものでしょうか。 

答：野方でいえば構成員も大きく変化している。現組合員の半数は戦前からの野方の商業

者だが、残り半数は戦後、さらにその半数がここ 10 年で野方に転入した人である。 

商業者でいえば、意識も大きく変わったといえる。昭和 40 年頃までは職住近接で、商

業者も地域に在住しており、「自分だけでは商売できない」という「ご近所づきあい」の意

識から商店会に加入する人が多かったが、他地域に住む商店主の通いの店舗が増加し、ゴ

ミや防災などの問題を抱えるとともに、「商売人気質」も変化したと感じている。 

近年では、元商業者が、廃業後もつきあいで商店会に残留してくれる場合もあるが、非

商業者の会員による出金では、運用上、街路灯の整備まではスムーズに進んでも、カラー

舗装の段階にまでは進むことが難しいようだ。 

参照キーワード☞地域の社会構造について（町会・地域社会と商店街） 

 

問：街路灯やカラー舗装のお話が出ましたが、商店街と物理的な都市構造の関係について

教えていただけますか。 

答：野方商店街の始まりは、農村に駅ができ、商店が集積して、街路灯の整備をしたり親

睦を深めたりするようになって、それから共同化へ進んだ、というものである。商店の構

成は物販からサービス・飲食に変化しても、物理的資産としての商店街は残っていく。 

 野方は、農村の地主の土地所有の上に複雑な権利関係が成立し、供託などに付されたと

ころも多く、基本的に商業者が商業施設や店舗に設備投資をしていない。  

昭和戦前期には、小資本の商業者が元手に応じて開業し、成功すれば新宿へ転出すると

いうパターンがあった。また、昭和 30 年代から 40 年代の最盛期には、激しい競争のため

マージンを切り詰め、狭い店舗で薄利多売を行ったため、店舗への追加的投資も低い。そ

こで、昭和初期の建物などが残っていても、保存するには価値が低すぎ、歴史的な街並み

を特色として売り出すまでには至らない。 

また、店舗を分割して独立するという細分化への欲求はあるが、まわりを淘汰してまで、

間口を広げていくという競争意識が低いところも、狭い間口の店が多い原因となっている

と思う。 

そこで、商店街のまちづくりには、既存の店舗や建物の周旋にあたる不動産業者の役割

が大きいと考えてはいる。 

また、照明については、特に駅前などは明るさが大切で、経費はかかるが照明を明るく

するように努めている。 

参照キーワード☞地域の社会構造について（商人と商店街空間について） 

 

問：商店街の後継者問題がよく議論されていますが、野方の状況はどうでしょうか。 

答：野方に限らず、後継者問題は基本的に個人や家庭の問題となってしまうのが難しいと

ころだと思う。30 年から 40 年ほど前だと思うが、いわゆる「三ちゃん商業」が成立した。 
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 当時の通常の商店経営主は、高校を卒業し、見習いに入り、後継者となるというのが普

通の過程だったが、家内商業化する趨勢と、労働に対する認識の変化もあって、見習い期

間中の息子にも給料を出さねばならないが、売上が増加しないかぎり、親が引退してその

収入を振替えるしかないという状況が出てきた。 

 また、息子の方でも見習い期間の低給に耐えられず、大きな企業体であるスーパーの社

員になることをむしろ「出世」と家族で喜ぶ空気すら、個人店側にあった様に思う。 

参照キーワード☞後継者問題 

 

問：空き店舗や店舗の回転状況について教えてください。 

答：空き店舗問題は野方ではそれほど深刻ではない。不動産市場に出ているが借り手がな

い本来の空き店舗は、5～6 軒くらいではないだろうか。不動産業者の努力か、比較的回転

が速く、5、6 年も放置されているような店舗は尐ない。 

 ただ、気になっているのは、最近店舗として建築されたにもかかわらず、あまり利用さ

れていない新築物件が目立つことである。みつわ通りの南側など、最初は埋まったにもか

かわらず、減尐したように感じている。 

 野方の場合、2 階や 3 階にある店舗の状況はよく分からない。バーやスナック、カラオ

ケなどの営業時間は各通りでもあまり把握していないのではないかと思う。ただ、1 年と

もたない店もあるのは、商店会への加入・脱退の状況からわかっている。新宿など他地域

で店舗を持つ事業主の支店的出店が多いともいわれている。 

 店舗の変遷といえば、本来商店街とは物販店から成り立っていてこそ機能を果たすと感

じているが、近年ではサービス業や医院などが増え、商店会への参加意識や、商店街本来

の機能が低下しているように感ずる。 

参照キーワード☞空き店舗 

 

問：商店街活性化についてのご意見をお聞かせください。 

答：商店街の機能ということ自体を考えても、先行きは決して明るいとはいえないと思う。

個々の意識を、共通の意識にまで持っていくにはどうしたらよいのか、考えなくてはなら

ないだろう。他の地域の事例を見ていても、歴史的な魅力的町並みなど、ハードな部分の

資源が大きいように思うが、特別な街並みでなくても「商店街」であることそのものを魅

力にできないかと最近では考えている。 

参照キーワード☞商店街活性化について 

 

問：ＩＣＴ化の状況はいかがでしょうか。 

答：野方全体で、個店での導入は 20 軒以下といったところではないか。新しい道具を導

入しようとする進取性や必要性がないのだと思う。導入しているところでは、導入の契機

は自店の帳簿管理で、そこから必然的に広告に進んでいるようだ。 
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 ＰＣ導入店以外は経理士さんに自店の記帳を任せる人が多く、多くが白色申告で、青色

申告は尐ない。 

 今までは、店舗が信用の根拠という考え方があったが、これからはインターネットや通

販などの新展開も必要だと思う。 

参照キーワード☞商店街とＩＣＴ 

 

問：西武新宿線の立体化についてどのようにお考えですか。 

答：西武鉄道は営利企業であり、地域への貢献をあまり期待することはあまりできないの

ではないだろうか。現在の景気の状況では、大規模な駅ビル開発で地域商業が脅かされる

不安もあまりないと考えている。 

 ただ、これまで大規模店などと交渉してきた経験から、問題が生じたとしても、対症療

法的に対応していくしかないだろうとは感じている。 

参照キーワード☞西武新宿線立体化 

 

問：野方商店街一般に対する感想を教えていただけますか。 

答：商人には、見方によっては「えげつなさ」と受けとられかねない商魂のたくましさや

成長への意欲が、創意工夫や努力の源泉として必要な部分があるが、野方の商店主には良

くも悪くもそれが欠けているのかもしれない。 

 個性ある商店街には、豆腐店、製麺店など、特色ある味を自店で開発し、製造販売する

店が不可欠だと思うが、現在のことろ野方にそれがあるとは言い難い。 

 ただ、今後消費者である住民の方々の意識が変わってきた場合、相互作用的に商店街に

も変化があるのかもしれないと考えている。 

 

問：最後に野方の地域構造の変化と、その中での地域活動の担い手としての商店街につい

て、お聞かせください。 

答：先ほども触れたが、野方は元来農村であり、現在でも商店街に多くの土地を所有する

農村の地主が存在している。最近では尐し売却することもあるようだが、基本的な権利関

係が複雑になる要因となっているともいえる。 

 こうした農村の住民は、町会員としても地域を支えてこられたが、高齢化や世代交代な

どで活動に積極的に参加することが難しくなり、祭礼の实施構造が変化してきた。元々、

神社の氏子はこうした農村の方々であり、これに地域の建設業の人々が加わって祭りを主

催し、商家は、神輿の担ぎ手である建設業や工場出入りの職人衆の慰安のために出金する

というのが伝統的な構造だった。 

しかし今は、地域の変化を反映して、商店のほうに奉納金や担ぎ手、主催者といった役

割が課せられるようになってきている。祭礼などでも、子どもたちに配る御菓子をもらう

だけの親御さんもおり、フリーライダー的な住民の方がいらっしゃることも否定できない
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ように思う。 

 町会の構成員は現在約半数が商店街の人で、住宅街から参加されるのは主婦の方が中心

で、男性は尐ないように思う。この結果、防災訓練なども男性が多い商人主体となるが、

商店街として出金することはそれほどない。ただ地域の合同事業の場合は、振興組合と共

催することもある。 

 また、商店街に祭りや町会など地域活動への期待が高まっているのはわかるが、商人の

側にも商業のしくみと結びついたいろいろな意識の変化が起き、これも問題だろう。 

まず、現代の商店ではいわゆる「旦那」が不在だということだ。使用人を雇い、自分は

商店街の役員活動や地域活動に積極的にかかわることができる商店主は減り、店の営業も

他の活動もすべて自分でやらなくてはならず、昔のように自由にならないのが实情だ。 

また、支店や加盟店のあるフランチャイズチェーンなどが増えているが、これらは店長

が短期間で交代してしまうため、商店主（店舗責任者）に「地元意識」をもってもらうの

は難しい。支店等にも「地域」に参入するのだという意識を持たせる、なんらかの「説得

力」が必要だと思っている。 

そして、他地域に居住する商店主の通いの店舗が増加する中で、防災やごみ処理などの

日常生活の中でも、地域意識は低下してきている。近年では「同じ商売人」という意識が

持ちにくく、参入者が既存の組織に加入することを嫌う傾向も感じられる。 

 商店街は、全住民の代表者ではないが、確かに地域の一員だという意識はある。これか

らは我々も含め、全ての住民の「住民パワー」が発揮されることが重要ではないだろうか。 

参照キーワード☞地域の社会構造について 
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(3) インタビューのまとめ 中野区政策研究機構分析 

野方は、低層の住居併用店舗群を中心とした、典型的な近隣商店街のイメージに近

く、急速な郊外化で形成された住宅街を後背地とするという意味でも、中野区の商店

街の代表的な例といえる。今回の調査は中野区全域の商店街を、あくまでも外観から

実観的に把握することを一つの目的としたが、商店街の背景にある社会構造の解明に

は、さらに地域に深く踏み込んだ定性的研究が必要である。 

以下、今回のインタビューのポイント 3 点をあげる。 

・ポイント１ 商業の構造変化と商店街 

商業者家庭でも高学歴・企業志向が高まる一方、自己雇用（本人もしくは本人と

家族のみで稼働する商店）が進んでいる。こうした自己雇用化のため、商店主が地

域活動に参加する時間や労力を提供することが難しくなっている。 

 

・ポイント２ 地域の社会構造の変化と商店街 

旧来、祭礼などの地域活動を支えてきた農業者や建設業者の参加の程度が、高齢

化などの要因で低くなった。また、住宅街の住民が増えた。こういった中で「商店

街」に地域活動への期待と負担が集中している現象が見られる。 

 

・ポイント３ 物理的都市構造と商店街 

  「商店街」という空間であることがまちの魅力を創出するとともに、地域の求心

力となっている。防犯や美観などを含めて商業以外の公共性があり、商店が複数廃

業した場合、その機能が失われてしまう。こうした機能を維持していくための有効

な方策を探っていく必要がある。 
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付：インタビューを読み解くキーワード集 

 

商店街法人化について  

一般に商店街は中小企業等協同組合法（昭和 24 年法律第 181 号）に基づく事業協同組

合、または商店街振興組合法（昭和 37 年法律第 141 号）に基づく商店街振興組合という

法人組織の形態か、法人格を持たない任意団体の形態で存在する。平成 16 年度の東京都

商店街实態調査によると都内商店街 2,404 のうち 2.7％（64 件）が事業協同組合、14.6％

（350 件）が商店街振興組合、82.8％（1990 件）が任意団体である。法人化のピークは昭

和 31 年～40 年で全体の 27.8％、次いで昭和 61 年～平成 7 年の 22.5％である。 

 

商業集積と商店街について  

中野区商店街連合会名鑑（2002 年）掲載の区商連加盟商店街のうち、単独の商店街で構

成されている商業集積は、都立家政商店街振興組合、川島商店街振興組合など尐数である。

野方商店街振興組合はときわ通り商店会・駅前通り共栄会・みつわ通り商店会・本町通り

商店会・北原通り振興会の 5 つの商店街の連合体である。 

 

地域の社会構造について  

・農村地主 

中野区の農地改革は昭和 21 年 12 月に始まったが、野方から鷺宮地域にかけては中野区

では数尐ない開放地区に指定され、特に野方地域では住宅指定地区と開放地区が混在する

状況となった。都市の農地解放は、戦中戦後の土地利用の混乱（食糧難のための宅地の耕

地化など）により困難を極めたが、中野区も例外ではなく、農村の民主化の一方で大量の

小土地所有者を生みだし、農民の保守化をもたらした側面もある。（中野区史昭和編２）野

方の現況からは、土地所有のあり方が、このような歴史的経緯に影響を受けていることが

わかるが、今後は世代交代による変化が起こりうる。 

・地域住民 

野方の地域社会には①農村住民→②戦前の郊外化で流入した中流層（西武新宿線の通勤

者・中野学校の軍人など）→③戦後復興や環七建設の影響で存在する建設関連業→④戦後

の都市化による流入層が存在し、このうち商店街は戦前の西武新宿線建設及び戦後の都市

化による住民増にのって発達したことがわかる。 

・町会・地域社会と商店街 

商店街は消費者の動線沿いに商店が集合したもので、基本的に町会の空間的範囲と一致

しない。また、野方のように元来小資本の商売の出発点としての役割を持ち、さらに急激

な郊外化により形成された商業地域では、住民の定住サイクルに比べ商店の継続性が長い

とは言えないことが推察される。 

しかし近年、上記①～③の旧来の住民の構成や意識が変化し、さらに、新しい住民から

みた可視性（目立ちやすさ）や、職住一致の形態が多いと見られていることから、商店街

に対し、「地域社会」の代表としての期待が高まってきている。インタビューからはこうし

た事態へのとまどいが感じられる。 

・商業の近代化と地域活動 

地域活動への期待が高まる中で、商店主には商業の近代化により、地域活動を行うこと

が難しい状況があらわれてきている。昭和 42 年の『中野区商業地域診断報告書（商店街

診断編）』（東京都中野区役所）をみると、ときわ通り商店街には 100 名を超える従業員が

おり、うち住み込みのものも 71％をしめるが、現在ではほとんどいない。従業員＝使用人

の減尐はまた、「旦那衆」の消滅をも示し、商売を使用人に任せ、地域活動に専念すること

のできる商店主は現代ではほぼいないことがわかる。 
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商人と商店街空間について  

聞き取りから、商業の内容や業態が変わっても初期に整備された物理的構造が持続的に

商店街を形成していくことがわかる。野方の場合、インタビューでは、初期の段階で借地

上に開業した小資本の商店が多く、初期投資の小ささが貧弱なストックを生んだと意識し

ているようだった。しかし踏査では（現在の外装で隠れてはいるが）、2 棟ほどの出桁造の

店舗や、昭和の雰囲気を感じさせる看板建築も数棟見られ、防災上の問題とともに意匠上

の配慮をしていけば、魅力的な都市ストックとして保っていくことができると思われる。 

 

後継者問題 

インタビューからは、商店街の後継者問題には商業の近代化の問題そのものが潜在して

いることがわかる。前出の昭和 42 年の中野区商業地域診断報告書をみると、ときわ通り

商店街の従業員のうち 104 名に対するアンケートでは、そのうち約 7 割をしめるのが 35

歳以下の独身者（25 歳以下だけで 43％）である。彼らの多くは勤務年数 5 年以内で、従

業員の就入・離職が多い。 

現在の後継者問題は、家内商業化した商店の後継者問題が各家庭の子弟のキャリア選択

の問題に一致してしまっていること、また商業の近代化により修業期間の雇用形態、修業

システムなどが変質してしまったことが大きい。 

奉公という前近代的商人養成システムが消滅していると、子弟の修業の場は家庭となる

が、商業収入＝家計の状態で従業員としての子弟に正規の給与を支出することは売り上げ

の倍増がないかぎり世帯主の所得の分与に過ぎない。 

 

空き店舗  

3 章でも紹介したが、通常来街者が「空き店舗」とみなす廃業後の旧商業店舗建物に対

する認識は所有者のものと異なる場合がある。そこで、所有者に店舗としての維持の意向

があるかないかで、「空き店舗」問題を商業振興策の課題と認識するか、都市環境整備上の

問題と認識するか、背景にまで踏み込んだ理解が必要になる。 

全国 33 商店街の空き店舗所有者 114 名を対象とした『空き店舗所有者の意識等に関す

る調査・研究報告書（概要版）』（中小企業庁商業課、平成 20 年 3 月）によると、75.4％

が「賃貸の意思あり」、24.6％が「賃貸の意思なし」、また売却については賃貸の意思の有

無にかかわらず 32.5％が「売却はしない」、29.8％が「条件が合えば売却する」、37.7％が

「わからない」と答えている。 

なお、本報告書の対象空き店舗選定の基準はわからないが、今回の踏査を通じ、我々が

視覚的に認識する「空き店舗」（現状非商用の商業建築）より、聞き取りやアンケートで地

元が「空き店舗」と認識している店舗数ははるかに尐なかった。非商用となった商業建築

が住居や倉庫に転用された場合、商店街側ではそれらを「空き店舗」ととらえる認識その

ものが存在していないことが多い。 

上記の中小企業庁調査結果は、空き店舗の所有主がそれほど経済的には困窮しておらず、

賃貸条件のマッチングが問題であることや、高齢者が新たな賃貸契約を億劫がっているこ

となど、部分的に我々の聞き取り結果とも合致する。しかし、そもそも「空き店舗」の概

念自体が明確でなく、真に实効性のある政策を立案するためには、「空き店舗」概念そのも

のの再構築と、それに沿った調査研究が必要であろう。 

現在経済産業省が推進している不動産の所有と利用の分離による中心商店街区域の再生

（『不動産の所有と利用の分離とまちづくり会社の活動による中心商店街区域の再生につ

いて 中間とりまとめ報告書』中心商店街再生研究会、経済産業省中心市街地活性化室・

三菱総合研究所、平成 20 年 3 月）も、日本の近隣商店街の多くを形作る小規模の 2 階建

て木造店舗は、元来店舗併用住宅として上に述べたような商人個人の資産運用・生活形態

における意思決定の上に存在することを強く意識する必要があると考える。 

商店街活性化について  
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東京都による『わが商店街の「自慢の取り組み」－事例集－』（東京都産業労働局商工部

地域産業振興課、平成 17 年 2 月）では「防犯」「地域連携」「都市連携」「文化」「ブラン

ド」「コミュニティ活動」「観光」「環境」「学生・子ども」「施設」「その他」「空き店舗活用」

の分野に沿った事例が紹介されている。しかし、根本的に誰を対象としたどのような「活

性化」が目的なのか、また景観や文化的背景を含めたそのための資源がどれほどあるのか、

商店街側の事情や問題は個々に異なり、個別の振興策が必要であることがわかる。 

また、第 171 回通常国会に提出される「商店街の活性化のための地域住民の需要に応じ

た事業活動の促進に関する法律案（通称：地域商店街活性化法案）」（経済産業省、平成 21

年 3 月発表）では、商店街を「地域コミュニティの担い手」としている。しかし、施策の

内容は伝統的商業振興策に近いものである。元来個別商業者の集団である商店街に対し、

「地域コミュニティ」のニーズを満たすことが、むしろビジネスの振興に高い確率でつな

がるというシステムを、より具体的に提示していくことが今後の課題であろう。 

 

商店街とＩＣＴ  

「商店街情報化アンケート調査」（（財）流通システム開発センター、平成 18 年度（全

国商店街振興組合連合会に所属する組合 1,600 件を対象。有効回答数 262、近隣型商店街

51% 、地域型商店街 28％、広域型 11％、超広域型 2％））によると、組合事業へのパソコ

ン、またはコンピューターシステムの導入が最も多いのは、組合の経理事務 58％、ＨＰ開

設など 51％、電子メールなど 37％、加盟店カード端末などとの接続 6％であった。商店

街ソフト事業の具体的内容ではチラシ・イベント開催など広告活動 69％、商店街ＨＰ運営

53％、駐車場事業 36％が上位三位を占めている。 

インタビューではＩＣＴ導入は主に個店レベルでの経理・広告などの問題としてとらえ

られていたが、区内での個店レベルでのＩＣＴ導入の实態は明らかでない。また、中野駅

の北口などほかの商店街では、特に区外にも店舗を持つ商店主などから、販売促進事業の

一環として、中野区全域での商店街ポイントカード導入の提案もあった。 

 

西武新宿線立体化  

今回調査によると、駅出口・地域センター・バスターミナルなどの施設が南側に集中し

ているにもかかわらず、北側の商業集積は依然として長く伸びており、顧実は西武新宿線

南側で降りても北側をよく利用していることが推察された。 

立体化し南北両側に出口ができた場合、最も大きな問題は商業集積の分断であり、改札

で出口を選ぶため、①北側へ帰る実の南側への立ち寄りの機会が減る、②北側の商業集積

が線路から見えにくくなったり、南側との行き来が分断されたりすると、長期的に北側の

商業集積自体が縮小する、など様々な事態が予測される。そこで、より正確な影響を予測

するには、来街者の経路・買い物行動の調査を行う必要がある。 
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２ 中野ブロードウェイケーススタディ―商業施設として 都市型住居として 

(1) ケーススタディの目的 

中野ブロードウェイのケーススタディでは、近年の新しい調査や事業例を紹介し、

以下の 3 点を中心に中野ブロードウェイの特性を明らかにする。 

・商業部分の特性と地域との関わり（商業、施設に関する調査研究から） 

・都心における良好な住宅ストックとしての側面（リノベーション事例から） 

・都市空間との連続性を意識した空間計画の重要性（今回の調査の知見から） 

 

(2) 施設の概要 

中野ブロードウェイは 1966 年、中野駅北口開発の一環として建設された。住商一

体型複合施設で、地下 3 階、地上 10 階建、地下 1 階から 4 階までが商業スペース、5

階以上が居住スペースである（延べ床面積約 56,000 ㎡、商業床面積約 27,000 ㎡）。 

建設当時は東京有数の高級施設で、原宿コープオリンピアビルの計画者宮田慶三郎

が計画した。住戸は約 220 戸、店舗数は近年は 400 店弱を推移し、中野区を代表する

商業施設だが、80 年代にはテナント数が 200 以下に落ち込んだ。また、現在も施設

の老朽化などの課題を抱えている。 

近年、アニメ関連や古物などの趣味的な商品を置く店舗が増え、こうした個人の趣

味、嗜好を産業の価値として積極的にとらえる動き（『感性価値創造イニシアティブ―

第四の価値軸の提案』経済産業省、2007 年 5 月）の中で注目されているが、これら

業種の地域商業における位置づけや、現在の状態の形成過程は明確でない。 

 

(3) 商業部分の特性と地域  

① 商業、施設に関する調査研究の紹介 

2009 年には中野ブロードウェイの商業や施設空間を扱った二つの調査研究が出さ

れた。 

一つは「平成 20 年度 中野ブロードウェイ商店街振興組合・事業運営白書」（2009

年 1 月）で、30 名の中小企業診断士が商業環境、顧実の購買行動、加盟店の意識を

調査・分析し、組織と団体運営について調査分析と提言を行っている。 

もう一つは東京工芸大学工学部建築学科鍛佳代子研究室の学生による卒業論文（茂

垣慧「テナントの業種の変遷にみる商業空間の変容 中野ブロードウェイに見る商店

街の特性変化」、戸川慎也「中野ブロードウェイ商店街の研究 1 アンケートによる

利用者増について」、松田修「中野ブロードウェイ商店街の研究 2 利用者の歩行経

路分析」）で、過去 20 年間の資料から業種の変遷と特徴を分析し、アンケートから

顧実の居住地域と店舗・各階空間の関係を分析しており、中野ブロードウェイにおけ

る趣味に関わる商店と近隣住民の日常の需要を満たす商店の関係性を明らかにして

いる。 
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② 既存調査研究から明らかとなった中野ブロードウェイ商業の特徴 

・地域外からの顧実を誘引することが必要とされ、他地域からの顧実も多いが、近

隣の需要を満たす生活商店街としての役割も大きく、地元住民の利用頻度は極めて

高い。 

・1999 年以降、秋葉原と同様趣味に関わる産業が増加しているが、装身具や生活に

近いもの（貴金属や雑貨など）は店舗数が安定せず変動が大きい。 

・趣味に関わる産業は遠方からの顧実を多く引き付けているが、現状では顧実の居

住地が遠くなるほど目的志向的で施設内での回遊を行わない。 

・経営面では、衣料品とそれ以外の業種に買掛処理や顧実層などの面で違いがある

が、現金取引による店舗対面販売が主力で、ネット販売やポイントカード導入には

消極的である。 

・施設老朽化が大きな問題となっている。 

・中小企業集合体の振興組合では行動範囲が限られるため、株式会社化を視野に入

れた、より強い営利法人設立を視野に入れている。 

 

③ 今後の地域商業分析における課題 中野区政策研究機構分析 

趣味に関わる産業について 

事業白書は、従来の商業調査の基盤に立つ調査だが、本節冒頭でもあげた、中野ブ

ロードウェイの特徴である、アニメや古物など趣味に関わる産業に対する意識が不明

確で、顧実の全体像がとらえにくい。この点、鍛研究室は取扱品により業種を生活、

趣味、その他に分類し、顧実属性と合わせて具体的な顧実像を描いているが、分類基

準に個人の判断が影響する要素が大きく、施策への応用には、既存の統計や調査と補

完する公正な判断基準の確立が望まれる。 

これは、先述した趣味や感性を対象とする産業を具体的に地域商業の中に位置づけ

る難しさを反映している。さらに中野ブロードウェイでも、こうした業種だけでなく、

近隣商店街的な商店が商業基盤維持の力となっていることに注目すべきであろう。 

「計画」行為と都市 

現在の中野ブロードウェイの店舗構成は、商業部分も分譲され、区分所有されたた

め、各所有者が比較的自由に不動産契約を重ねられたことにより形成されたといえる。

また、高級店舗の脱退後、一旦不動産価値が下落し、地元店舗の継続や資本蓄積の尐

ない若手経営者の出店が可能になった面があることも理解しておかねばならない。 

しかし、施設の持続再生を可能にした要因は、偶然の結果や単純な利便性、不動産

価格の低下だけでなく、後述する住居部分の存在や、周辺の都市空間と連続する施設

計画の影響も大きい。この意味では、やはり開発計画そのものにもその後の施設の運

命が規定される部分があり、計画の限界がある一方、可能性があることも示唆してい

る。 
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「平成 20年度中野ブロードウェイ商店街振興組合・事業運営白書～商業ビルの活性化及び客質

変化対応診断～」日本マーチャンダイザー協会、日本販売促進学会、2009年 1月 

○調査の概要 

 2008 年 9 月～2009 年 1 月实施。实地調査（店格・実質・歩行量・アンケート）は 10 月 31

日～11 月 3 日。調査員は各フロア 6～8 名程度の中小企業診断士。事後支援体制を確立し内容

報告、提言などを行う。 

○商業環境の概要 

 駅周辺環境分析 幼児、高齢者、単身者向けの商業展開と二次商圏の開拓を提言している。

中野区の潜在購買力（一般小売業向け家計支出×人口修正済み世帯数）2,192 億円に対し、平成

18 年度小売業販売高は 2,980 億円と 778 億円の需要を他地域から吸引している。特に中野五丁

目は支持人口（在住人口÷店舗数）が尐なく、特に顧実吸引が必要と指摘。 

 競合商業地域分析 ハフ指数を用いた計算では、中野からの他地域への出向確率は新宿

50.2％、地元 26.2%と他地域に流出しやすい。交通分析ではＪＲに加え、南北のバス交通とバ

ス内の広告活動の重要性を示している。1 日平均乗降実数は関東バス 22,538 人（6 路線系統・

1,715 運行）、国際興業バス 1,427 人（1 路線系統・32 運行）、京王バス 29,315 人（6 路線系統・

496 運行） 

 商業の国際化 フランス、東南アジア、南米など今後増加が予測される国からの移住者に対

応する必要性を示唆している。訪日外国人の季節性（4・7・8・10 月に多い）と在日期間に対

応した企画立案を提案。観光実：旅行会社との協力、期間在住実：日本文化や地域文化に触れ

ることのできる祭りなどのイベント企画、在住者：海外の祝祭や文化と連動するなどのアイデ

アを提出している。 

○利用客の購買行動 

来街者アンケート 独自に「買い物意識」「家計意識」「原油高対応」「飲食生活」「服飾生活」

「趣味志向（ママ）」「催事活動」「情報活用」「サービス意識」「エコ生活意識」の 10 項目を立

てて聞き取り。（土曜日の昼 2 時間程度）、回答数 86（男 24、女 62）。 

価格防衛意識が強く、近隣の店を愛好するなどの結果が出ているが、鍛研究室の成果と合わせ

ると、母集団自体が中野ブロードウェイで生活品を購入する女性実に偏っている可能性がある。 

○加盟店の経営意識と対策 

加盟店アンケート 「販売」「経営」「商品」「利益」「サービス」「従業員」「販売促進」「商店

会」「店舗」「顧実」について質問。76 店回答（最寄り品業 3 店、雑貨関係 5 店、婦人服衣料関

係 16 店、文化趣味関係 10 店、サービス 8 店、飲食業 3 社店、業種不明 31 店）。 

 販売面：売上げはやや減尐。特売対策の効果は薄い。現金取引中心で売掛回収の問題はない。

経営状態：顧実年齢層が広がっている。買掛処理の問題も尐ない。商品対策：マーチャンダイ

ジング意識は強い。仕入れコストは上昇。利益面：価格サービスや営業コスト上昇のため粗利

益が低下している。サービス活動・顧実対応：値下げや通信・クレジット販売、宅配やスタン

プ制度などには消極的、接実サービス向上に積極的。従業員対策：人件費の増加と能力向上が

課題。後継者難。店舗イメージ：建物の老朽化が問題。 

○団体運営について 

 協力意識は高く、活動も活発だが、施設面の老朽化などの対策をとる際、中小企業集合体で

は動きにくいため、将来的に不動産管理を兼ねた事業会社の設立準備を提言。 
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2008 年度東京工芸大学鍛研究室卒業研究（茂垣慧「テナントの業種の変遷にみる商業空間の変

容 中野ブロードウェイに見る商店街の特性変化」、戸川慎也「中野ブロードウェイ商店街の研

究１」、松田修「中野ブロードウェイ商店街の研究２」） 

○調査の概要 

 ①1987 年～2008 年 6 月のガイドマップ資料によるテナント業種分析、②2008 年 11 月のア

ンケート（平日 2 回・休日 4 回）をもとに、①から商業施設としての特性とその形成過程、②

から顧実像と利用店舗の対応関係、顧実とビル空間内での歩行経路を分析している。 

○テナント変遷による商業の特徴 地域に密着した商店街の機能も果たす。趣味型にも明暗が

ある。 

 ガイドマップを分析した結果、年間平均テナント数は 398 軒、取扱商品により下記の 3 類型

21 業種に分類。分類基準は趣味に関わる産業の特殊性を考慮し、实際の取扱品を確認して行っ

ている。 

趣味型 レンタルショーケース／書籍関係／フィギュア・玩具／占い／電化製品／ＣＤ・

ＤＶＤなど／ゲーム関係／貴金属・時計／メガネ・アクセサリー／雑貨 

生活型 整体・美容・理髪関係／医薬品・化粧品／病院／バッグ・靴／日用品関係／食料

品／洋服・服飾関係／飲食店 

その他 事務所・倉庫／その他／不明 

 2008 年現在でも生活型商店が多い（趣味 34.9％生活 42.1％その他 23％）。秋葉原と同時期の

1999 年以降、趣味型が増加しているが、趣味型でもレンタルショーケース、書籍、フィギュア・

玩具、占い、電化製品の単純増加型、ＣＤ・ＤＶＤは落ち込み後に回復した谷型、ゲームは 99

年以降安定する前期変動型、貴金属、メガネ・アクセサリー、雑貨は乱高下型と違いがある。

生活型の中でも整体・理美容関係は増えており増減率も大きい。 

○買い物客の居住地と購買特性 

 居住地、交通手段、利用頻度（利用曜日）、利用階、購入商品、店舗評価、商店街評価などに

ついての対面式アンケート。総計 307 名（男性 120 女性 187）回答を 5 エリア（1 中野区、2

杉並・新宿・練馬・渋谷、3 その他 23 区、4 東京市部、5 他府県）に分類し分析。 

 区内の利用者は毎日利用するという回答が 25.6％と最も多く、土日の利用率は遠方に行くほ

ど高いが、地元も含めた全居住エリアを通じて高い。 

購入品を生活型（食料品・洋服・日用品）と趣味型にわけると、遠くなるにつれ趣味型が増

える（エリア 2、3 間で比率が逆転）が、女性は全エリアの利用者が比較的生活型商品を購入し、

男性は区内の利用者のみ生活型商品を購入する比率が高く、男女の顧実の傾向がはっきりと別

れている。 

 各階店舗数は地下 1 階（75）、1 階（67）、2 階（94）、3 階（78）、4 階（102）で、店舗構成

と利用者の属性から地下・1 階が生活型、2～4 階が趣味型といえる。中野区民では、男性は 3

階の利用頻度が 1 位（19％）だが地下・1 階も経由しており「趣味・巡回型」、女性は地下の利

用頻度が 1 位（30％）で 3 階も経由しおり「生活・巡回型」、近隣区の利用者は男性では 3 階が

突出し、他階利用時も回遊せず直行する「趣味・目的型」、女性は地下が突出し、他階利用時も

回遊せず直行する「生活・目的型」である。それより遠い地域では、男女とも 3 階、地下の利

用度の突出度は減るが、近隣区と同様男性「趣味・目的型」、女性「生活・目的型」の傾向があ

る。 
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(4) 住宅ストックとしての中野ブロードウェイ―「リノベーション」というブランド 

① 住宅市場の変化とリノベーション 中野区政策研究機構分析 

従来、日本の住宅市場は欧米に比べ、新築住宅を重視してきた。しかし、住宅宅地

審議会答申『21 世紀の豊かな生活を支える住宅・土地政策について』（2000 年）以

降、既存住宅の活用と市場整備が政・官・産・学を横断した課題とみなされ、「住生

活基本法」「住生活基本計画」（2006 年）が成立している。 

住宅新築の環境負荷も意識される中で1、「住生活基本法」に基づいた全国計画では

既存住宅の流通シェア（既存／既存＋新築）を 2015 年までに 23％に引き上げると

いう目標が示されている。全国的にみれば、これらは戸建て住宅が中心の議論だが、

共同住宅が多い大都市部では、既存マンションの問題をどう見るかが今後の課題であ

る。 

さらに、棟数ではなく人口を基準としてみれば、中野区の場合でも、区民の 63.7％

は共同住宅に居住しており（平成 17 年国勢調査）、共同住宅の問題はまさに区政の

課題であるといえる。 

上述のような流れを受け、近年では既存住宅の改築に際し、単純な機能面の補強だ

けでなく、むしろ積極的に市場で高く評価される構造・外観上の価値を付加する行為

をリノベーションと呼び、高名な建築家も参加し、専門の不動産業者があらわれるな

ど、市場が形成され始めている。また、住宅に限らず、学校や商業施設など経年した

大規模建築物を「都市ストック」ととらえ、再活用する技術も開発されてきており2、

都市の物理的資産に対する考え方自体の転換期ともいえる。 

本項では中野ブロードウェイで昨年行われたリノベーション事例を紹介し、中野区

で展開する都市居住とマンションの問題について分析を試みる。 

図 4-1 マンション供給戸数の推移（竣工ベース、単位：万戸） 

 

                                                   
1 積水ハイム「サステナビリティレポート 2006・2007」によれば、住宅一棟が 30 年間に排出

する CO2 量の約 26％は新築時に出されるという。また、新築の環境負荷を考慮する中で、住

友林業のように『環境・社会報告書』超長期住宅への対応拡充を今後の課題とする住宅メーカ

ーも登場している。 
2首都大学東京 COE『巨大都市ストックの賦活・更新技術育成プログラム』では、平成 15 年度

から平成 19 年度にわたり大学、实務関係者が国内外で研究開発を行った。 

（社）高層住宅管理業協会「マンション管理

受託動向調査結果報告書」より作成。 
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② 中野ブロードウェイにおける「リノベーション」事例 

2009 年 1 月、中野ブロードウェイにおけるリノベーション事例が『CASA 

BRUTUS』（マガジンハウス、発行部数約 75,000 部）で紹介された。中野ブロード

ウェイは、60 年代の東京を代表する開発であり、商業部分の盛衰をも含めた「歴史」

がブランド価値となって、特集の筆頭に掲載されている。今回はこの事例を紹介し、

中野区における都市居住の在り方と経年マンションの問題について考えてみたい。 

 

基本情報 

構造：SRC 造 10 階建 

設備：セントラルヒーティング、オートロック、24 時間管理、屋上庭園、プール併設 

改修住戸面積：53.13 ㎡ テラス面積：8.53 ㎡ 

主な改修内容：2LDK（和室 1）→ワンルーム（フローリング） 

ガスキッチン→電化  

意匠変更（天井面露出、壁面収納、ペット出入口設置などを含む） 

 

  

設計者より提供。現況では内装は変更されている。 

 

改修前の状況（設計者談）：施主の取得前は、2LDK の和室付住宅に高齢者が単身で居

住していたといい、LDK 部分にベッドが設置されていた痕跡が残り、ほかの居室に使

用の跡が見られなかった。つまり、バリアフリーやユニバーサルデザインの普及以前の

マンションは、そのままでは住民の高齢化に厳しい居住環境となっているといえる。 

現況：施主は老後用に今回の物件を取得したが、区内に本宅を所有しており、管理上の

問題などもあって、該物件をリノベーション物件中心の不動産業者を通じて賃貸に出し

ている。借主は区内在住のコピーライターで 20 代の単身男性である。 

 

今回は改修事業について、施主、設計者にリノベーションの目的や事業に際して遭遇し

た問題点などについてインタビューを行った。 
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施主 老後を楽しむアメニティ高い都市生活をめざして 

今回のリノベーション工事は、業者によるリノベーション済み物件の取得ではなく、

施主の注文によるものである。そこでこうした事業の实施に至る施主の動機や都市居住

に求めるものを中心に聞き取りを行った。 

 

・プロフィルと目的 老後の住宅を確保するために購入した 

施主は、中野区在住の 50 代3独身女性で、会社を経営し、現在も区内に本宅がある。

中野区で生まれ育った施主の購入の目的は、老後の生活に備えた住宅の確保4である。 

 

・購入のポイント 快適な都心居住を求めて物件を決定した 

このため施主が重視したものは、老後の身体的・精神的状況を勘案し、炊事場など居

室の生活関連機能より、商業集積へのアクセスによる衣食・医療介護サービスの享受と、

都市の文化的生活への参加であった。 

これに中野ブロードウェイの立地、周辺商業の構成が適していたことと、ブランド価

値に対する評価が購入の決め手となった。新宿副都心での取得も考慮したが、副都心周

辺では現状単身生活に好適な物件がなく、地元中野への愛着も決定要因の一つである。 

 

・改修のポイント 安全性とデザイン性の両立を重視する 

 機能面で重視したことは、耐震を中心とした構造上の安全性と空調・水回りなどの設

備面の改良で、アメニティ面では、アメリカ留学時代のセンスを活かしたデザイン性と

ペットとの共存がしやすいことを重視している。 

設計は、知人を通じて都市ストック活用の専門家である小泉雅生氏（建築家・首都大

学東京準教授）の推薦を得、区内の自邸リノベーションにも採用した建築家に依頼した。 

 

・改修に際しての問題点 新規入居者には運営上の慣習への違和感がある 

 施主が感じた最大の問題点は、分譲中心に開発されたため区分所有者が多く5、運営上

の慣習が固定化しており、新規入居者に対する管理上の問題についての説明が不十分で

あったり、相互の意思疎通が図りにくいことであった。 

また、現状入居者が高齢化しており、積極的な改善に意欲が見られないという印象も

受けている。 

                                                   
3 リクルート住宅総研『既存住宅流通活性化プロジェクト』2006 年によると、新築購入に積極

的な 20～30 代に対し、中古物件の購入は 40～50 代の年齢層が多い。 
4 平成 17 年度国勢調査によると、中野区の単独世帯に占める高齢者の割合は 15.1％、14,903

世帯である。 
5区分所有法の施行は 1963 年で、1970 年に公庫融資がマンションでも可能になり、マンショ

ンの大衆化が進んだ。なお 2001 年にはマンション管理適正化法が施行され、2002 年にはマン

ション建替え円滑化法が制定され、区分所有法も改正された。 



67 

 

建築家 都市ストック賦活の現場で 技術と管理双方のシステムの開発を求める 

 今回の設計は、若手建築家によるものだが、都市ストック活用の学術研究への参加が

受注のきっかけとなっている。新築の設計ではなく、既存の建物に新しいニーズを盛り

込む作業を建築家の目はどうとらえているのだろうか。 

 

・プロフィールと参加の経緯 都市ストック活用プロジェクトの経験から参加する 

設計者は 30 代男性で、横浜に個人事務所を持つ建築家である。都市ストック活用の

技術開発を目的とした首都大学東京 COE プログラムに、技術者として関わった経験か

ら今回のプロジェクトの推薦を受けた。 

 

・改修のポイント 単身用の間取りと生活機能の配置、デザインがポイントとなった 

 住まい手の将来設計を重視し、協議を重ねた結果、管理が煩雑なキッチンや水回りを

欧米風に一線に配して圧縮し、間仕切り壁を取り払ってワンルームにした。 

 設備面では、将来的な安全性の問題からガスを止め、IH コンロを設置した。狭小感を

緩和するため壁面収納とし、天井を露出させて階高をあげ、水場の仕切り壁に開口部を

設けた。床材と壁面収納の色味を合わせ、落ち着いた空間を演出している。 

 また、施主がペットとの共生を重視していることから、ペット用の出入り口などの設

備も設置した。 

 

・改修に際しての問題点 設備の部分更新がしづらい旧式の構造が問題点になる 

 リノベーションという考えが登場する 90 年代以前に建てられた大型マンションは、

スケルトンインフィルとして、躯体を残し設備や内装のみを交換しにくい構造が多い。 

 間取り変更は、中野ブロードウェイでは、分譲型高級マンションのため、改修をある

程度想定していたのか、室内各部屋の仕切りが耐力壁でなく、比較的容易であった。 

 配管と空調には、大きな問題があり、配管は部分交換が難しい構造の上に継ぎ手部分

に腐食が進み、漏水の心配があった。また、全館集中冷暖房は微調整がきかず、器具も

大きくスペースを圧迫している。 

耐震については、集合住宅では、個別入居者やそれにかかわる建築専門家の側では建

物全体に対する評価、対策がしづらく、診断の透明性の確保や住民相互・また住民と建

築技術者の協力体制の構築が必要である。 

耐震や全体の構造は、竣工から長期間が経ち、構造が管理者にもよく把握されておら

ず、居住者に十分説明されていない。また、入居時の設備交換方式が固定し、合理化を

提案しづらいといったこともある。、物理的構造と管理上の問題が重なり合って問題化し

ているといえる。 
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・「都市ストック」としての中野ブロードウェイ 歴史が建物の価値を高めている 

さらに、建築家は中野ブロードウェイの「都市ストック」としての価値を、その「歴

史」においている。つまり、現代では技術の向上により、経年した建築物の安全性や機

能性を向上させることは、ある程度費用対効果の問題となるが、この場合、リノベーシ

ョンの対象となる建築物の経年が「歴史」として価値をもつかということが、市場にお

いて大きな評価基準となる、ということである。 

この点、中野ブロードウェイはきわめて良好な都市ストックであり、建築家はそのブ

ランド価値の源泉が、第一に商業集積の歴史にあると見ている。また、次項でも具体的

に分析するが、周辺空間との調和を設計の中に取り込んでいる中野ブロードウェイは、

一個の建築物というより、都市環境の一部であり、建て替えなどの問題は周辺地域との

協働が必要となるとの見方も示している。 

 

 

③ 中野ブロードウェイのリノベーションについて 中野区政策研究機構分析 

中野ブロードウェイのリノベーション事例からわかることは、住宅市場や都心居住

の価値観の変化と、物理的都市ストックの持続再生を可能にするハードとソフト両面

からのシステム整備の必要性である。 

・中古住宅への評価の変化と「リノベーション」 

住宅市場において、既存住宅を活用・流通促進する動きが官民を問わず広がり、さ

らに消費者側にも環境意識や文化的価値を重視するライフスタイルが広まる中で、改

築が、既存住宅にデザイン等を加えてむしろ積極的に価値を付与する行為として「リ

ノベーション」と呼ばれ、浸透しつつある。 

   ・ライフステージに対応した住まい方の変化 

家族に対する価値観の多様化や高齢化により、必要なサービスの調達や居住空間に

求める機能が変化しつつある。高齢者にとっては、バリアフリーや、都市的なサービ

ス供給との近接性が重要であり、多様な住み方や住みかえのかたちが生まれる中、そ

れに対応した住空間スタイルの多様化が求められている。 

   ・住宅ストックとしての中古マンション 

こうした中で、60 年代以降建設された大量のマンションが老朽化する時期を迎え、

住宅ストックとしての維持再生が円滑に行われるシステムの構築が課題となってい

る。今回のリノベーションでも、改修が必要な場合、構造的に各戸で対応可能な部分

と、棟全体の対応が必要な部分の対処をどう調整するかということや、技術情報の継

承・伝達に問題があった。また、分譲マンションでは、住民の区分所有権を基礎とし、

長い期間の間に慣習化した運営システムの硬直化も問題になることがある。これらは

今後、住宅ストックとして中古マンションを見直していく上で重要な課題と言える。 

 



69 

 

(5) 中野ブロードウェイの空間計画と北口の都市空間 中野区政策研究機構分析 

   中野ブロードウェイが、長期間にわたり性格を変えながら存続してきた理由の一つ

には、その周辺の都市空間を読み込んでデザインされたエントランスや、内部の平面

計画、店舗配置があげられる。 

   このことは、今後の都市開発を考える上で重要なポイントを含んでいると考えられ

る。つまり、一棟の建物には、その内部の機能性を高める固有の設計原理が存在する

が、中野ブロードウェイのように、都市のただ中に立地している施設では、周辺街区

の商店構成や動線などの空間構造と、うまくバランスをとった設計を行うことが重要

である。中野ブロードウェイの事例でも、下記のようにそうした設計が利用者の行動

に影響を与えていると考えられる。 

  

① 南側入口 中野サンモールと連続したプロムナード形成 

   ・ゲートのような対称形のエントランスは中野サンモールと幅員をあわせ連続性を

演出。 

・1 階 西側に奥行の浅い個店と背後のゲームセンターを配置する平面計画により、        

個店面積はせまくなるが、廊下と中野サンモールの連続性が確保される。 

＝店舗建築の原理より都市の回遊性の原理を重視した設計 

   ・両商店街の個店も各々の外観イメージを類似させており、空間の一体性が強まる。 

② 西側入口 スマイル中野との連続性が中野通りからのアクセスを確保 

・スマイル中野の入口がゲームセンターの入口に連続し、中野通りから迂回せずに

入ることができる。 

・放置自転車が問題化しているが、市街地中心部に駐輪空間を提供するとともに、

店舗が立地しない路地でも駐輪目的の人通りが生じているため、路地裏の死角が発

生しにくい点もある。 

③ 東側入口 地上の近隣商店街を地下のスーパー・食品フロアに直結 

・ビルの東側の商店街には生活に密着した品を扱う店が多く、これを地下の西友及

び食料品店や衣料品店の多い売り場に直結させるエントランスがある（地下のみに

アクセス可能なため、1 階の遊興施設との分離性が確保されている）。 

・1 階遊興施設前は、一部買い物実の自転車だまりになっている。（鍛研究室の成果

では地階利用実は近隣の日常的利用実が多く、商店街の集実維持のためには、一方

的な駐輪制限でなく利用者側のニーズを活かす方法を考える必要がある）。 

④ 北側入口 控え目な商業入口が住居棟エントランスの高級感を維持 

・現在、マンションでは 1 階への店舗入居を嫌う傾向があるが、この点、北側は商

業部分の入口の場所が西に寄せられ、デザインも控えめなので東側や南側の街区、

中野ブロードウェイ商業空間に庶民的要素が増えても、価値を保っている。 

   ・早稲田通りの並木の存在も住居棟の価値維持につながっている。 
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図 4-2 中野ブロードウェイと周辺の都市空間 

    近隣エリアとの接続と分節が巧みにデザインに活かされている 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中野通りとのアクセス確保 
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第５章 まとめ 

１ 中野区における商店街の機能 

今年度行った踏査での観察と統計による把握、聞き取りなどから、以下のような中野区

における商店街の基本的機能と状況が明らかとなった。 

 

(1) 商業機能  

中野区の商店街は地域により特色ある商業を展開している。北部と南部の商店街は食

品や日用品を取り扱い、近隣住民が主な顧実である。中野や東中野等、中央線周辺の集

積は、飲食店や服飾品店などが他地域から顧実を引き付ける一方、生活に密着した需要

を満たす店も多く立地し、地域のにぎわいの基盤である。 

また、全域で美容室やマッサージなどサービス業の店舗が増加し、物品販売店が中心で

あった商店街の姿が変化している。さらに、医薬分業が進んだ結果、ビル内の小規模な診

療所の周辺に調剤薬局が立地している状況も各所で見られた。 

 

(2) 都市空間形成機能 

商業者による店舗の建設や改築、維持管理には、土地や建物を所有しているか、また賃

貸契約で改築や更新の自由度がどの程度あるかなどが影響する。さらに、商店街の街路灯

管理や舗道整備、区分所有ビルの改築には、組織力が強いところがより積極的であること

がわかった。 

空き店舗の問題では、次節で概念整理するように、商店建築の外観を残したまま住宅や

事務所に転用された店舗について、来街者の認識と商業者の認識がずれる現象が起きてい

た。 

  また、商店街の美しい街並みや整備された街路は、商業者にとって「資産」ととらえ

られているが、地域全体の環境整備にも影響を持つものである。そこで、地域商業が衰

退したり、商店街組織が弱体化していたりする地域では、これらの維持、改良の負担を、

住民間でどのように公平化するか、再考が必要である。 

 

(3) 地域活動機能 

商店街に対する地域貢献への期待は高いが、商業活性化の方策になっている場所があ

る一方、商業者が負担に感じている場所もある。負担に感じる理由は、自己雇用が進み、

地域活動に時間や労力を割ける商店主が減尐したこと、商店主以外の旧来の住民が高齢

化し、彼らの参加の程度が下がる一方で、新たに転入した住民が活動に積極的でない場

合、結果的に商店主に負担が集中することなどである。 

  そこで商店街の地域活動においても、商業者のみでなく、住民全体の参加のあり方を

考える必要がある。また、次節で分析するように、自己雇用化の進展は後継者問題にも

影響を与えていることがわかった。 
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２ 中野区の商店街で観察された問題 

(1) 空き店舗問題 

 空き店舗については、今回は調査日程が限られており、部分的な観察を行った。し

かし、アンケートや聞き取りにから商店会が認識している数と、踏査の過程で空き店

舗のようにみえる建物の数は、かい離していることがわかった。 

 これは空き店舗を生みだす商店街の側と、来街者の認識がずれていることを示して

いる。そこで今回は、踏査での観察をもとに、これら来街者にとって空き店舗と感じ

られる建物を「景観的空き店舗」と称し、商業建築として市場に流通しながら借り手

や買い手がつかない建物を「狭義の空き店舗」と呼んで区別して、図 5-1 のように発

生から問題化に至る概念整理を行った。 

 

図 5-1 空き店舗発生のメカニズム 

 

 

廃業した小売店舗の建物には、後に再び不動産市場へ出され、売買や賃貸に付され

るものと、自家使用されるものがある。このとき、市場に流通しても、買い手や借り

手がつかない場合、建物は未使用のまま管理され、いわゆる「空き店舗」（「狭義の空

き店舗」）が発生する。 

しかし、自家用や賃貸で使用が継続していても、商店建築独特の意匠（看板・外壁

など）が変更されないまま、用途が小売商業以外（住居や事務所）に転用された場合、

これらも来街者には「空き店舗」に見えてしまう。結果的に、これらは倒産や不動産

市場の停滞をイメージさせ、「景観的に」商店街の活気が失われている印象を与える。 

「狭義の空き店舗」は、地域商業の衰退や不動産流通の問題となるが、「景観的空き

店舗」は、所有者や使用者に特に経済上の問題がなくても、来街者から見た街のにぎ

わい感に影響を及ぼす、都市景観の問題である。両者は、問題の構造が根本的に異な

っており、それに応じた公共的支援の方策を考えることが必要である。 
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(2) 後継者問題 

後継者問題については、商業経営のあり方が変質して、丁稚奉公など、低い待遇の

代わりに、独立に必要な技能や経験を獲得するという雇用形態が消滅し、商店街を構

成する家族経営を中心とした零細小売業が、「自己雇用」（自分 1 人または家族のみで

事業を営むこと）化したことの影響が大きいことがわかった。 

1980 年代中ごろ以降、若い人ほど社会移動における機会均等化が高まり6、自己雇

用化した商業者家庭の子弟も家業を継承することが尐なくなり7、上記のような小規模

な商店は、全体として減尐する状況が続いている8。 

こうした状況の中で、商業者家庭においても、見習い期間の子弟に対する給与面で

の待遇が問題となり、これに戦後の高学歴志向や大企業志向が加わって、商業者家庭

の子弟の職業選択から「家業」が排除されることが一般化していった。特に、バブル

期に社会間移動が容易となったことは、むしろこうした商店の後継者に家業以外の選

択肢を広く与えることになったのである。 

統計を見ても、自己雇用の経営者で事業を後継した者の継承の契機は「家庭の事情」

が圧倒的に多く9、後継者問題が、商業者にとっては家庭の問題ととらえられているこ

とは数値的にも証明されている。 

そこで、現代の後継者問題にはまず、家庭の問題と商業者育成の問題を一旦分離す

る視点が必要であるといえよう。丁稚奉公のシステムとは異なるが、商業者の子弟の

みでなく、広く商店経営を志望するものが技能や経験を積み、独立することができる

育成過程を検討することが必要であると思われる。 

図 5-3 自己雇用者中の後継者が事業を継承した契機 

 

                                                   
6 SSM 社会調査『社会階層と社会移動に関する全国調査』日本社会学会、1995 年の結果によ

る。また富永健一『日本の近代化と社会移動』講談社、2002 年など。 
7 北川幸子「高度成長期の零細小売業経営の労働－川辰商店の事例を中心に－」『立命館経営学』

第 45 巻第 5 号、2007 年 1 月。 
8 石井淳蔵『商人家族と市場社会－もう一つの消費社会論』有斐閣、1996 年。 
9 「自己雇用者(≒自営業者)に関する实態調査」国民生活金融公庫総合研究所、平成 14 年 12

月 19 日。従業員 3 人以下の自己雇用者 2,380 件、従業員 20 名以上の企業経営者 1,426 件に対

するアンケート調査である。 

勤務先の問題、友人・知人の勧めなど

他の要因が 2％以下なのに対して、家

庭の事情は 39.1％、前経営者の健康上

の理由 7.2％、家業を継げる経験と知識

の習得 26.1％、家業を継げる年齢にな

った 17.9％など、家族経営であること

を考慮すると、家族の要因、自分個人

の技量に対する自己評価の問題が大き

いことがわかる。 

国民生活金融公庫総合研究所「自己雇

用者（≒自営業者）に関する实態調査」 
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３ 今後の施策に向けた調査研究の提案 

 今回は、来街者の立場で実観的に概要を掴むことを重視し、短期間に集中的な踏査を

行い、聞き取りやアンケートで補完するという調査方法をとった。 

 この結果、中野区全域の商店街の概要や、空き店舗や後継者不足などの問題が浮き彫

りになったが、解決策の立案にあたって、さらに焦点を絞った調査研究を行っていく必

要性があると考える。 

例えば、商店街の顧実の行動をより具体的に知るため、商店街への来街経路や商店街

での回遊路を調査する商店街動線調査や、来街者に対するアンケート及びインタビュー

からなる来街者意識調査などを行う。今回調査で明らかになった商店街の空間特性や周

辺地域の産業構造と比較することによって、より立体的な分析を行うことが可能となる。 

また、本調査では東京工芸大学鍛研究室の事例研究を紹介したが、都市や地域商業に

かかわる学術団体の調査事業との協働の下、個別商店街について専門的に商業、また都

市空間構造の分析を行うことや、モデル商店街のケーススタディも考えられる。これら

の調査から、より実観性を持った分析結果が得られると考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

結びに代えて 

 

本調査では、中野区内の商店街について、空き店舗や後継者不足の厳しい实態や課題が

明らかになる一方、これまでに商店街が担ってきた機能や役割だけでなく、今後も中野区

の地域社会や地域構造の中心として、また中野区の地域産業の基幹として可能性が残され

ていることも明らかになった。 

 今回の調査では、商店街の研究をする上で、一度原点に立ち返り、商店街とはどのよう

なところなのか、ということを単純に把握することに努めた。それは、当初「商業」とい

うビジネスを紐帯に地域との関係性を築いてきた商店街を考えるとき、基本的な問題を問

い直す必要があると感じられたからである。 

 そして、实際に調査をしていく中で、中野区において商店街が果たしている機能は、単

純に財やサービスを提供するという枠を超え、にぎわいや交流の場を提供し、住民が安全

に歩くことのできる明るい都市空間を形成するという、広く地域全体に対する公共的なも

のだということを实感することとなった。地域ごとに特色をもって形成された公共空間と

しての商店街は、中野区の一つの財産ともいえるであろう。 

しかし、われわれは、その商店街の担い手のおかれた現状が、形成期とは大きく異なる

変化の中にあることを忘れてはならない。例えば、商店街を取り巻く地域の産業構造は刻々

と変化しているが、中野区のものづくりを支える製造業などの全容は明らかではなく、今

後調査が必要である。 

 また、後継者育成についても、商業者の子弟の進路選択の問題も重要だが、将来的に商

店経営を志す者に対して、起業以前に、広く商店経営のノウハウ公開や職業訓練の機会を

提供し、商業者育成の枠を広げていく必要があるのではないだろうか。 

 商店街のもつ公共性から考えても、こうした環境変化への対応は、政策課題として取り

組むべき問題である。そのためには、広い視野を備えながら地域に密着して实情を把握し

なければならない。今回の調査報告を出発点に、引き続き研究に取り組み、实効性のある

政策提案を行いたいと考えている。 

 

 最後に、本研究を進めるにあたり、多大なご協力をいただいた中野区商店街連合会、各

商店会及び各商店街振興組合、並びに区内商業者のみなさまに心よりお礼申し上げます。

また、ご指導とご鞭撻、激励をいただいた明治大学政治経済学部森下正教授に感謝申し上

げます。 

 また、中野ブロードウェイ商店街振興組合、野方商店街振興組合、東京工芸大学工学部

建築学科鍛研究室のみなさまをはじめ、多くの方々にご助言や資料の提供をいただきまし

た。この場を借りてお礼申し上げます。 
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資料編 

 

町別事業所関連データ表 

(1) 上鷺宮 富士見台駅からの商業集積があり、教育，学習支援業も増加している。 

事業所数 234 か所 

増減率 ▲13.3％（対前回調査。中野区平均増減率▲10.3％） 

町丁別 

上鷺宮一丁目：27 か所 上鷺宮二丁目：30 か所 上鷺宮三丁目：49 か所 

上鷺宮四丁目：85 か所 上鷺宮五丁目：43 か所 

・上鷺宮一丁目は▲25.0%（▲9か所）と、丁目別に見れば減尐率が高い。 

・上鷺宮三丁目は▲10.9%（▲6か所）、上鷺宮四丁目は▲15.8%（▲16か所）

と減尐率が区平均並みか上回っている。 

・上鷺宮二丁目は▲6.3%（▲2か所）、上鷺宮五丁目は▲6.5%（▲3か所）と

わずかに減尐している。 

規模別 

1〜4 人：158 か所（67.5%） 5〜9 人：32 か所（13.7%） 

10〜19 人：17 か所（7.3%） 20～29 人：11 か所（4.7%） 

300 人以上：なし 

産業別 

【事業所数上位 3 業種】カッコ内は町内の構成比 

卸売･小売業：60 か所（25.6％） 「サービス業」：43 か所（18.4％） 

飲食店，宿泊業：27 か所（11.5％）建設業：27 か所（11.5％） 

【事業所数の増減】カッコ内は増減数 

 ＜増加＞ 

教育，学習支援業（3 か所） 情報通信業（1 か所）  

 ＜減尐＞ 

  増加以外のすべての産業 

 ※特に、運輸業（▲11か所）は当該産業の中野区全体における減尐率を上回

って減尐し、10 か所以上の事業所が減尐している。 

【産業構成の特色】 

（事業所総数が 400 未満の町については、特化係数が比較的尐数の事業所の

変動で大きく影響を受けてしまうため、尐なくとも 10 か所以上の事業所が存在

している業種で、特化係数が 2 以上を示しているもの以外は採録していない） 

備考  

本資料編は、事業所数については平成 13 年及び平成 18 事業所・企業統計に基づき「第

1 表 区市町村、町丁目、産業大分類別事業所数及び従業者数」の数値を比較している。 

また、規模別の項目は平成 18 年事業所・企業統計「第 2 表 区市町村、町丁目、従業者

規模（11 区分）別事業所数」の数値によっている。 
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(2) 鷺宮 鷺ノ宮駅付近に、医療，福祉と教育，学習支援業が集積している。 

事業所数 549 か所 

増減率 ▲9.4％（対前回調査。中野区平均増減率▲10.3％） 

町丁別 

鷺宮一丁目：98 か所 鷺宮二丁目：29 か所 鷺宮三丁目：272 か所 

鷺宮四丁目：79 か所 鷺宮五丁目：32 か所 鷺宮六丁目：39 か所 

・鷺宮二丁目は▲27.5％（▲11 か所）、鷺宮四丁目は▲20.2％（▲20 か所）

で、丁目別にみれば減尐率が高い。 

・鷺宮一丁目は▲8.4%（▲9 か所）、鷺宮三丁目は▲7.5%（▲22 か所）で減

尐率は区平均を下回っている。 

・鷺宮五丁目は 6.7%（2 か所）、鷺宮六丁目は 8.3%（3 か所）で増加してい

る。 

規模別 

1〜4 人：354 か所（64.5%） 5〜9 人：99 か所（18.0%） 

10〜19 人：60 か所（10.9%）20～29 人：18 か所（3.3%） 

300 人以上：なし 

産業別 

【事業所数上位 3 業種】カッコ内は町内の構成比 

卸売･小売業：171 か所（31.1％） 「サービス業」：88 か所（16.0％） 

飲食店，宿泊業：73 か所（13.3％） 

【事業所数の増減】カッコ内は増減数 

 ＜増加＞ 

医療，福祉（6 か所） 

 ＜横ばい＞ 

  情報通信業 総数 6 か所 

 ＜減尐＞ 

  増加・横ばい以外のすべての産業 

  ※特に、飲食店，宿泊業（▲14か所）、「サービス業」（▲10か所）は、そ

れぞれ当該産業の中野区全体における減尐率を上回って減尐し、10 か所以

上の事業所が減尐している。 

【産業構成の特色】 

＜特化係数が 1 を超える産業の事業所数＞（地区内構成比、特化係数） 

  医療，福祉：53 か所（9.7％、1.29） 教育，学習支援業：27 か所（4.9％、

1.36） 

（特化係数＝当該産業の地区内構成比÷中野区内構成比が 1 を超える場合、

相対的に見てその地区ではその産業の比率が高いと考えられる） 

備考 医療，福祉の事業所数は、鷺宮三丁目、四丁目で増加している。 
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(3) 白鷺 事業所数は業種を横断して平均的に減少している。 

事業所数 211 か所 

増減率 ▲15.6％（対前回調査。中野区平均増減率▲10.3％） 

町丁別 

白鷺一丁目：75 か所 白鷺二丁目：97 か所 白鷺三丁目：39 か所 

・白鷺三丁目は▲22.0%（▲11か所）で、丁目別にみれば減尐率が高い。 

・白鷺一丁目は▲12.8%（▲11 か所）、白鷺二丁目は▲14.9%（▲17 か所）

で減尐率は区平均を上回っている。 

規模別 

1〜4 人：159 か所（75.4%） 5〜9 人：30 か所（14.2%） 

10〜19 人：7 か所（3.3%） 20～29 人：6 か所（2.8%） 

300 人以上：なし 

産業別 

【事業所数上位 3 業種】カッコ内は町内の構成比 

「サービス業」：48 か所（22.7％） 卸売・小売業：43 か所（20.4％） 

不動産業：31 か所（14.7％） 

【事業所数の増減】カッコ内は増減数 

 ＜増加＞ 

情報通信業（2 か所） 

 ＜減尐＞ 

 増加以外のすべての産業 

 ※事業所数が 10 か所以上減尐している産業はないが、建設業（▲6か所）、

運輸業（▲9か所）、飲食店，宿泊業（▲7か所）、医療，福祉（▲7か所）

は 5 か所以上減尐している。 

【産業構成の特色】 

（事業所総数が 400 未満の町については、特化係数が比較的尐数の事業所の

変動で大きく影響を受けてしまうため、尐なくとも 10 か所以上の事業所が存在

している業種で、特化係数が 2 以上を示しているもの以外は採録していない） 

備考  
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(4) 若宮 都立家政駅付近に卸売・小売業などが立地している。 

事業所数 335 か所 

増減率 ▲12.3％（対前回調査。中野区平均増減率▲10.3％） 

町丁別 

若宮一丁目：89 か所 若宮二丁目：71 か所 若宮三丁目：175 か所 

・若宮二丁目は▲11.3%（▲9か所）、若宮三丁目は▲15.5%（▲32か所）で、

減尐率は区平均をやや上回る。 

・若宮一丁目は▲6.3%（▲6か所）と減尐率は区平均を下回る。 

規模別 

1〜4 人：260 か所（77.6%）5〜9 人：47 か所（14.0%） 

10〜19 人：14 か所（4.2%）20～29 人：5 か所（1.5%） 

300 人以上：なし 

産業別 

【事業所数上位 3 業種】カッコ内は町内の構成比 

卸売・小売業：105 か所（31.3％） 「サービス業」：66 か所（19.7％） 

飲食店，宿泊業：43 か所（12.8%） 

【事業所数の増減】カッコ内は増減数 

＜増加＞ 

教育，学習支援業（1 か所） 

 ＜減尐＞ 

  増加以外のすべての産業 

  ※特に、卸売・小売業（▲17か所）は、当該産業の中野区全体における減

尐率を上回って減尐し、10 か所以上の事業所が減尐している。 

【産業構成の特色】 

（事業所総数が 400 未満の町については、特化係数が比較的尐数の事業所の

変動で大きく影響を受けてしまうため、尐なくとも 10 か所以上の事業所が存在

している業種で、特化係数が 2 以上を示しているもの以外は採録していない）   

備考  
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(5) 大和町 不動産業が集積している。ほか集積している卸売・小売業、サービス業の事

業所数は大幅に減少している。 

事業所数 433 か所 

増減率 ▲13.2％（対前回調査。中野区平均増減率▲10.3％） 

町丁別 

大和町一丁目：166 か所 大和町二丁目：69 か所  

大和町三丁目：126 か所 大和町四丁目：72 か所 

・大和町四丁目は▲19.1%（▲17か所）で、丁目別にみると減尐率が高い。 

・大和町一丁目は▲10.3%（▲19 か所）、大和町二丁目は▲13.8%（▲11 か

所）、大和町三丁目は▲13.1%（▲19か所）と減尐率は区平均なみか上回る。 

規模別 

1〜4 人：344 か所（79.4%） 5〜9 人：54 か所（12.5%） 

10〜19 人：18 か所（4.2%） 20～29 人：10 か所（2.3%） 

300 人以上：なし 

産業別 

【事業所数上位 3 業種】カッコ内は町内の構成比 

不動産業：95 か所（21.9％） 卸売・小売業：94 か所（21.7％） 

「サービス業」：71 か所（16.4%） 

【事業所数の増減】カッコ内は増減数 

 ＜増加＞ 

金融・保険業 （1 か所） 

 ＜横ばい＞ 

  情報通信業 総数 8 か所 

＜減尐＞ 

  増加・横ばい以外のすべての産業 

  ※特に、卸売・小売業（▲20か所）、「サービス業」（▲16か所）は、それ

ぞれ当該産業の中野区全体における減尐率を上回って減尐し、10 か所以上

の事業所が減尐している。 

【産業構成の特色】 

＜特化係数が 1 を超える産業の事業所数＞（地区内構成比、特化係数） 

  不動産業：95 か所（21.9%、1.75） 

（特化係数＝当該産業の地区内構成比÷中野区内構成比が 1 を超える場合、

相対的に見てその地区ではその産業の比率が高いと考えられる） 

備考  
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(6) 野方 野方駅周辺に商業集積が形成され、医療，福祉の事業所が急増する。 

事業所数 805 か所 

増減率 ▲8.4％（対前回調査。中野区平均増減率▲10.3％） 

町丁別 

野方一丁目：142 か所 野方二丁目：68 か所 野方三丁目：58 か所 

野方四丁目：68 か所 野方五丁目：285 か所 野方六丁目：184 か所 

・野方三丁目は▲18.3%（▲13 か所）、野方四丁目は▲24.4%（▲22 か所）

と、丁目別比較的減尐率が高い。 

・野方一丁目は▲11.8%（▲19か所）、二丁目は▲10.5%（▲8か所）で区平

均並みの減尐率である。 

・野方五丁目は▲4.7%（▲14か所）で区平均を下回る減尐率である。 

・野方六丁目は 1.1%（2 か所）で増加している。 

規模別 

1〜4 人：536 か所（66.6%） 5〜9 人：159 か所（19.8%） 

10〜19 人：70 か所（8.7%） 20～29 人：18 か所（2.2%） 

300 人以上：なし 

産業別 

【事業所数上位 3 業種】カッコ内は町内の構成比 

卸売･小売業：242 か所（30.1％） 「サービス業」：148 か所（18.4％） 

飲食店，宿泊業：123 か所（15.3%） 

【事業所数の増減】カッコ内は増減数 

 ＜増加＞ 

医療，福祉（13 か所） 

 ＜減尐＞ 

  増加以外のすべての産業 

  ※特に、不動産業（▲17か所）、製造業（▲15か所）、「サービス業」（▲13

か所）は、それぞれ当該産業の中野区全体における減尐率を上回って減尐

し、10 か所以上の事業所が減尐している。 

【産業構成の特色】 

＜特化係数が 1 を超える産業の事業所数＞（地区内構成比、特化係数） 

  飲食店，宿泊業：123 か所（15.3%、1.00）建設業：57 か所（7.1%、1.08） 

卸売・小売業：242 か所（30.1％、1.22）医療，福祉：74 か所（9.2%、1.23） 

（特化係数＝当該産業の地区内構成比÷中野区内構成比が 1 を超える場合、

相対的に見てその地区ではその産業の比率が高いと考えられる） 

備考 

・構成比率が高い卸売・小売業の事業所数は全体としてはやや減尐している

が、野方六丁目でわずかに増加している。 

・飲食店，宿泊業の事業所数は、全体としてはやや減尐しているが、野方二

丁目ではわずかに増加している。 

・医療，福祉の事業所数は、野方五丁目、六丁目で増加している。 
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(7) 丸山 事業所数は区内最少で、さらに大幅に減少している。 

事業所数 109 か所 

増減率 ▲21.0％（対前回調査。中野区平均増減率▲10.3％） 

町丁別 

丸山一丁目：32 か所 丸山二丁目：77 か所  

・丸山一丁目は▲13.5%（▲5か所）と区平均を上回る減尐率である。 

・丸山二丁目は▲23.8%（▲24か所）と丁目別でみると減尐率が高い。 

規模別 

1〜4 人：70 か所（64.2%） 5〜9 人：13 か所（11.9%） 

10〜19 人：5 か所（4.6%） 20～29 人：7 か所（6.4%） 

300 人以上：1 か所 （複合サービス業） 

産業別 

【事業所数上位 3 業種】カッコ内は町内の構成比 

卸売･小売業：31 か所（28.4％） 「サービス業」：25 か所（22.9％） 

飲食店，宿泊業：11 か所（10.1%） 

【事業所数の増減】カッコ内は増減数 

 ＜横ばい＞ 

教育，学習支援業 総数 6 か所 

 ＜減尐＞ 

  横ばい以外のすべての産業 

  ※特に、「サービス業」（▲10か所）は、当該産業の中野区全体における減

尐率を上回って減尐し、10 か所以上事業所が減尐している。 

【産業構成の特色】 

（事業所総数が 400 未満の町については、特化係数が比較的尐数の事業所の

変動で大きく影響を受けてしまうため、尐なくとも 10 か所以上の事業所が存在

している業種で、かつ特化係数が 2 以上を示しているもの以外は採録していな

い） 

備考  
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(8) 江古田 ：大規模医療施設が集積し、医療，福祉の事業所数は増加している。 

事業所数 332 か所 

増減率 ▲9.5％（対前回調査。中野区平均増減率▲10.3％） 

町丁別 

江古田一丁目：96 か所 江古田二丁目：70 か所 江古田三丁目：57 か所 

江古田四丁目：109 か所 

・江古田一丁目は、▲11.9%（▲13か所）、江古田二丁目は、▲14.6%（▲12

か所）と減尐率は区平均並みか上回る。 

・江古田四丁目は、▲7.6%（▲9か所）と減尐率が区平均を下回る。 

・江古田三丁目は、▲1.7%（▲1か所）とわずかに減尐している。 

規模別 

1〜4 人：232 か所（69.9%） 5〜9 人：42 か所（12.7%） 

10〜19 人：27 か所（8.1%） 20～29 人：9 か所（2.7%） 

300 人以上：1 か所（医療，福祉） 

産業別 

【事業所数上位 3 業種】カッコ内は町内の構成比 

卸売･小売業：103 か所（31.0％） 「サービス業」：60 か所（18.1％） 

医療，福祉：35 か所（10.5％） 

【事業所数の増減】カッコ内は増減数 

 ＜増加＞ 

医療，福祉（3 か所） 

 ＜横ばい＞ 

製造業 総数 20 か所 金融・保険業 総数 3 か所 不動産業 総数 29 か 

 所 

 ＜減尐＞ 

  増加、横ばい以外のすべての産業 

  ※特に、建設業（▲11か所）は、当該産業の中野区全体における減尐率を

上回って減尐し、10 か所以上の事業所が減尐している。 

【産業構成の特色】 

＜特化係数が 1 を超える産業の事業所数＞（地区内構成比、特化係数） 

  運輸業：18 か所（5.4%、2.45） 

（特化係数＝当該産業の地区内構成比÷中野区内構成比が１を超える場合、

相対的に見てその地区ではその産業の比率が高いと考えられる） 

※江古田は事業所数が 400 未満だが、運輸業は 10 か所を超え、特化係数

も 2.47 を示したため採録した。 

備考 

医療，福祉の事業所構成比は区の平均を下回るが、大規模な医療施設が立地

している。 

（医療，福祉の従業者規模 100 人〜199 人の事業所数は 3 か所、同 300 人以

上が 1 か所） 
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(9) 江原町 事業所数は少ない。卸売・小売業、運輸業の減少が際立っている。 

事業所数 249 か所 

増減率 ▲14.1％（対前回調査。中野区平均増減率▲10.3％） 

町丁別 

江原町一丁目：68 か所 江原町二丁目：105 か所 江原町三丁目：76 か所 

・江原町一丁目は▲30.6%（▲30か所）、丁目別に見れば比較的減尐率が高い。 

・江原町二丁目は▲13.2%（▲16か所）で、減尐率が区平均を上回る。 

・江原町三丁目は、7.0%（5 か所）で増加している。 

規模別 

1〜4 人：165 か所（66.3%） 5〜9 人：46 か所（18.5%） 

10〜19 人：19 か所（7.6%） 20～29 人：8 か所（3.2%） 

300 人以上：なし 

産業別 

【事業所数上位 3 業種】カッコ内は町内の構成比 

卸売･小売業：76 か所（30.5％） 「サービス業」：44 か所（17.7％） 

飲食店，宿泊業：28 か所（11.2％） 

【事業所数の増減】カッコ内は増減数 

＜増加＞ 

飲食店，宿泊業（3 か所） 医療，福祉（3 か所） 教育，学習支援業（1 か 

所） 

 ＜減尐＞ 

  増加以外のすべての産業 

  ※特に、卸売・小売業（▲18か所）、運輸業（▲13か所）は、それぞれ当

該産業の中野区全体における減尐率を上回って減尐し、10 か所以上の事業

所が減尐している。 

【産業構成の特色】 

＜特化係数が 1 を超える産業の事業所数＞（地区内構成比、特化係数） 

  運輸業：20 か所（8.0%、3.63） 

（特化係数＝当該産業の地区内構成比÷中野区内構成比が 1 を超える場合、

相対的に見てその地区ではその産業の比率が高いと考えられる） 

※江原町は事業所数 400 未満だが、事業所数が 20 か所以上ある運輸業が

特化係数 3.67 を示しているため、ここに採録した。 

備考 

江原町三丁目では、不動産業（1 か所）、飲食店，宿泊業（4 か所）、医療，福

祉（4 か所）、教育，学習支援業（2 か所）など複数の業種の事業所数が増加

している。 
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(10) 松が丘 事業所数は少なく、さらに大幅に減少している。 

事業所数 150 か所 

増減率 ▲15.7％（対前回調査。中野区平均増減率▲10.3％） 

町丁別 

松が丘一丁目：95 か所 松が丘二丁目：55 か所  

・松が丘二丁目は▲20.3%（▲14か所）で、丁目別に見れば減尐率が高い。 

・松が丘一丁目は▲12.8%（▲14か所）で、減尐率が区平均をやや上回る。 

規模別 

1〜4 人：102 か所（68.0%） 5〜9 人：21 か所（14.0%） 

10〜19 人：11 か所（7.3%） 20～29 人：6 か所（4.0%） 

300 人以上：なし 

産業別 

【事業所数上位 3 業種】カッコ内は町内の構成比 

卸売･小売業：44 か所（29.3％） 「サービス業」：27 か所（18.0％） 

医療，福祉：18 か所（12.0%） 

【事業所数の増減】カッコ内は増減数 

 ＜増加＞ 

情報通信業（2 か所） 医療，福祉（2 か所） 

 ＜減尐＞ 

  増加以外のすべての産業 

  ※10 か所以上事業所が減尐している産業はないが、運輸業は（▲6か所）、

卸売・小売業（▲8か所）の減尐数である。 

【産業構成の特色】 

（事業所総数が 400 未満の町については、特化係数が比較的尐数の事業所の

変動で大きく影響を受けてしまうため、尐なくとも 10 か所以上の事業所が存在

している業種で、かつ特化係数が 2 以上を示すもの以外は採録していない。） 

備考  
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(11) 沼袋 卸売・小売業、飲食店，宿泊業、「サービス業」が多いが、卸売・小売業、「サ

ービス業」の事業所数は大幅に減少している。 

事業所数 526 か所 

増減率 ▲9.9％（対前回調査。中野区平均増減率▲10.3％） 

町丁別 

沼袋一丁目：191 か所 沼袋二丁目：115 か所  

沼袋三丁目：133 か所 沼袋四丁目：87 か所 

・沼袋三丁目は▲16.9%（▲27 か所）で、丁目別にみれば減尐率が高い。 

・沼袋一丁目は▲9.0%（▲19 か所）、沼袋二丁目は▲7.3%（▲9 か所）減尐

率は区平均を下回る。 

・沼袋四丁目は▲3.3%（▲3 か所）で減尐率が低い。 

規模別 

1〜4 人：364 か所（69.2%） 5〜9 人：104 か所（19.8%） 

10〜19 人：30 か所（5.7%） 20～29 人：14 か所（2.7%） 

300 人以上：なし 

産業別 

【事業所数上位 3 業種】カッコ内は町内の構成比 

卸売･小売業：132 か所（25.1％） 飲食店，宿泊業：115 か所（21.9％） 

「サービス業」：109 か所（20.7%） 

【事業所数の増減】カッコ内は増減数 

 ＜増加＞ 

建設業（2 か所） 情報通信業（1 か所） 

 ＜横ばい＞ 

  不動産業 総数 50 か所 医療，福祉 総数 39 か所 

 ＜減尐＞ 

  増加・横ばい以外のすべての産業 

  ※特に、卸売・小売業（▲26 か所）、「サービス業」（▲17 か所）は、それ

ぞれ当該産業の中野区全体における減尐率を上回って減尐し、10 か所以上

の事業所が減尐している。 

【産業構成の特色】 

＜特化係数が 1 を超える産業の事業所数＞（地区内構成比、特化係数） 

  飲食店，宿泊業：115 か所（21.9％、1.43） 

（特化係数＝当該産業の地区内構成比÷中野区内構成比が 1 を超える場

合、相対的に見てその地区ではその産業の比率が高いと考えられる） 

備考 
特化係数が最も高い食店・宿泊業の事業所数は全体としてはやや減尐してい

るが、沼袋一丁目では増加している。 
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(12) 新井 医療，福祉が増加し、飲食店，宿泊業と不動産業は大幅に減少している。 

事業所数 840 か所 

増減率 ▲9.7％（対前回調査。中野区平均増減率▲10.3％） 

町丁別 

新井一丁目：340 か所 新井二丁目：253 か所 新井三丁目：56 か所 

新井四丁目：78 か所 新井五丁目：113 か所 

・新井一丁目は▲9.8%（▲37か所）、新井三丁目は▲13.8%（▲9か所）と、

減尐率は区平均並みか上回る。 

・新井二丁目は▲2.3%（▲6か所）、新井四丁目は▲3.7%（▲3か所）で、わ

ずかに減尐している。 

・新井五丁目は▲23.6%（▲35か所）で、丁目別にみれば減尐率が高い。 

規模別 

1〜4 人：541 か所（64.4%) 5〜9 人：154 か所（18.3%） 

10〜19 人：86 か所（10.2%） 20～29 人：22 か所（2.6%） 

300 人以上：なし 

産業別 

【事業所数上位 3 業種】カッコ内は町内の構成比 

卸売･小売業：238 か所（28.3％） 「サービス業」：177 か所（21.1％） 

飲食店，宿泊業：96 か所（11.4％） 

【事業所数の増減】カッコ内は増減数 

 ＜増加＞ 

医療，福祉（4 か所） 「サービス業」（3 か所） 建設業（2 か所） 

 ＜減尐＞ 

  増加以外のすべての産業 

  ※特に、飲食店，宿泊業（▲24か所）、不動産業（▲20か所）、製造業（▲11

か所）は、それぞれ当該産業の中野区全体における減尐率を上回って減尐

し、10 か所以上の事業所が減尐している。 

【産業構成の特色】 

＜特化係数が 1 を超える産業の事業所数＞（地区内構成比、特化係数） 

  医療，福祉：63 か所（7.5%、1.00）「サービス業」：177 か所（21.1%、1.09） 

建設業：63 か所（7.5%、1.14）卸売･小売業：238 か所（28.3％、1.15）  

情報通信業：26 か所（3.1%、1.24）金融・保険業：16 か所（1.9%、1.90） 

（特化係数＝当該産業の地区内構成比÷中野区内構成比が 1 を超える場合、

相対的に見てその地区ではその産業の比率が高いと考えられる） 

備考 

・建設業は、新井二丁目、三丁目、四丁目で増加している。 

・医療，福祉は、新井一～四丁目で横ばいか増加している。 

・「サービス業」は、新井二丁目で増加し、四丁目でもやや増加している。 

・事業所数が最も多い卸売・小売業は、特に三丁目・五丁目で減尐率が高い。 

・特化係数が最も高い金融・保険業は、新井一丁目と五丁目で減尐している。 
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(13) 上高田 卸売・小売業、「サービス業」の事業所数は大幅に減少している。 

事業所数 640 か所 

増減率 ▲15.1％（対前回調査。中野区平均増減率▲10.3％） 

町丁別 

上高田一丁目：132 か所 上高田二丁目：134 か所  

上高田三丁目：201 か所 上高田四丁目：57 か所 上高田五丁目：116 か所 

・上高田一丁目は▲22.4%（▲38 か所）、上高田四丁目は▲24.0%（▲18 か

所）で、丁目別にみれば減尐率が高い。 

・上高田二丁目は▲12.4%（▲19 か所）、上高田三丁目は▲13.0%（▲30 か

所）と減尐率が区平均をやや上回る。 

・上高田五丁目は▲7.2%（▲9か所）と減尐率は区平均を下回る。 

規模別 

1〜4 人：468 か所（73.1%） 5〜9 人：95 か所（14.8%） 

10〜19 人：49 か所（7.7%） 20～29 人：11 か所（1.7%） 

300 人以上：なし 

産業別 

【事業所数上位 3 業種】カッコ内は町内の構成比 

卸売･小売業：147 か所（23.0％） 「サービス業」：130 か所（20.3％） 

飲食店，宿泊業：99 か所（15.5％） 

【事業所数の増減】カッコ内は増減数 

 ＜増加＞ 

教育，学習支援業（4 か所） 

 ＜横ばい＞ 

  金融・保険業 総数 4 か所 

 ＜減尐＞ 

  増加・横ばい以外のすべての産業 

※特に、卸売・小売業（▲35か所）、飲食店，宿泊業（▲28か所）、「サー

ビス業」（▲20 か所）、不動産業（▲13 か所）は、各産業の中野区全体に

おける減尐率を上回って減尐し、10 か所以上の事業所が減尐している。 

【産業構成の特色】 

＜特化係数が 1 を超える産業の事業所数＞（地区内構成比、特化係数） 

  不動産業：89 か所（13.9%、1.11）製造業：31 か所（4.8%、1.14） 

教育，学習支援業：28 か所（4.4%、1.22）建設業：52 か所（8.1%、1.23） 

（特化係数＝当該産業の地区内構成比÷中野区内構成比が 1 を超える場合、

相対的に見てその地区ではその産業の比率が高いと考えられる） 

備考 

・不動産業の事業所数は、全体として減尐しているが、上高田二丁目、五丁

目では増加している。 

・教育，学習支援業の事業所数は、上高田三丁目、五丁目で増加し、上高田

二丁目、四丁目で横ばい、上高田一丁目では減尐している。 
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(14) 中野 中野駅周辺に大規模な商業集積を形成している。情報通信業の割合も高い。 

事業所数 2,484 か所 

増減率 ▲7.3％（対前回調査。中野区平均増減率▲10.3％） 

町丁別 

中野一丁目：211 か所 中野二丁目：303 か所 中野三丁目：459 か所 

中野四丁目：179 か所 中野五丁目：1,243 か所 中野六丁目：89 か所 

・中野一丁目は▲16.3%（▲41 か所）、中野二丁目は▲14.2%（▲50 か所）

で、丁目別に見れば減尐率が高い。 

・中野三丁目は▲8.4%（▲42か所）、中野五丁目は▲6.4%（▲85か所）と減

尐率は区平均を下回る。 

・中野四丁目は 17.0%（25 か所）で事業所数が大きく増加している。 

規模別 

1〜4 人：1,503 か所（60.5%） 5〜9 人：459 か所（18.5%） 

10〜19 人：270 か所（10.9%） 20～29 人：78 か所（3.1%） 

300 人以上：11 か所 

（卸売・小売業：2 か所 教育，学習支援業：2 か所 公務：2 か所 ほか） 

産業別 

【事業所数上位 3 業種】カッコ内は町内の構成比 

卸売･小売業：621 か所（25.0％） 飲食店，宿泊業：604 か所（24.3％） 

「サービス業」：452 か所（18.2％） 

【事業所数の増減】カッコ内は増減数 

 ＜増加＞ 

情報通信業（10 か所） 医療，福祉（9 か所） 製造業（1 か所）  

 ＜横ばい＞ 

  教育，学習支援業 総数 97 か所 

＜減尐＞ 

増加・横ばい以外のすべての産業 

※特に、建設業（▲15か所）、「サービス業」（▲56か所）は、それぞれ当

該産業の中野区全体における減尐率を上回って減尐し、10 か所以上の事業

所が減尐している。 

【産業構成の特色】 

＜特化係数が 1 を超える産業の事業所数＞（地区内構成比、特化係数） 

  卸売・小売業：621 か所（25.0%、1.01） 

教育，学習支援業：97 か所（3.9%、1.08）情報通信業：74 か所（3.0%、

1.20）金融・保険業：37 か所（1.5%、1.50）飲食店，宿泊業：604 か所（24.3%、

1.59） 

（特化係数＝当該産業の地区内構成比÷中野区内構成比が 1 を超える場合、

相対的に見てその地区ではその産業の比率が高いと考えられる） 
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備考 

・情報通信業の事業所数は、全丁目で増加している。 

・事業所数の多い卸売・小売業は全体として減尐しているが、中野四丁目で

は増加しており、㈱丸井のグループ再編が影響していると考えられる。 

・飲食店，宿泊業の事業所数は、中野一丁目、二丁目で大幅に減尐している。 

・教育，学習支援業の事業所数は、中野三丁目、五丁目で減尐している。 
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(15) 東中野 医療，福祉の事業所が多数増加し、卸売・小売業は大幅に減少している。 

事業所数 1,255 か所 

増減率 ▲7.2％（対前回調査。中野区平均増減率▲10.3％） 

町丁別 

東中野一丁目：435 か所 東中野二丁目：78 か所 東中野三丁目：257 か所 

東中野四丁目：334 か所 東中野五丁目：151 か所 

・東中野一丁目は▲14.2%（▲72か所）で、丁目別に見れば減尐率が高い。 

・東中野三丁目は▲3.4%（▲9か所）、東中野四丁目は▲3.5%（▲12か所）、

東中野五丁目は▲5.0%（▲8か所）と、減尐率は区平均を下回っている。 

・東中野二丁目は 5.4%（4 か所）でわずかに増加している。 

規模別 

1〜4 人：774 か所（61.7%）  5〜9 人：259 か所（20.6%） 

10〜19 人：138 か所（11.0%） 20～29 人：29 か所（2.3%） 

300 人以上：2 か所 （製造業：１か所 情報通信業：１か所） 

産業別 

【事業所数上位 3 業種】カッコ内は町内の構成比 

「サービス業」：282 か所（22.5％） 卸売・小売業：235 か所（18.7％） 

飲食店，宿泊業：213 か所（17.0%） 

【事業所数の増減】カッコ内は増減数 

 ＜増加＞ 

医療，福祉（20 か所） 建設業（3 か所） 教育，学習支援業（2 か所） 

 ＜減尐＞ 

  増加以外のすべての産業 

※特に卸売・小売業（▲66か所）、情報通信業（▲16か所）は、それぞれ

当該産業の中野区全体における減尐率を上回って減尐し、10 か所以上の事業

所が減尐している。 

【産業構成の特色】 

＜特化係数が 1 を超える産業の事業所数＞（地区内構成比、特化係数） 

  飲食店，宿泊業：213 か所（17.0%、1.11）「サービス業」：282 か所（22.5%、

1.17）教育，学習支援業：54 か所（4.3%、1.19）不動産業：188 か所（15.0%、

1.20）医療，福祉：118 か所（9.4%、1.25）情報通信業：48 か所（3.8％、

1.52）（特化係数＝当該産業の地区内構成比÷中野区内構成比が１を超える場

合、相対的に見てその地区ではその産業の比率が高いと考えられる） 

備考 

・特化係数が最も高い情報通信業の事業所数は減尐し、特に東中野一丁目で

減尐している。 

・医療，福祉の事業所数は全丁目で増加し、特に東中野一丁目で著しい。 

・教育，学習支援業の事業所数は、東中野三丁目、四丁目でやや増加してい

る。 

・事業所数が最も多い「サービス業」は東中野一丁目で大幅に減尐している。 
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(16) 中央 中野坂上・新中野駅周辺に情報通信業や「サービス関連産業」が集積する。 

事業所数 1,188 か所 

増減率 ▲11.3％（対前回調査。中野区平均増減率▲10.3％） 

町丁別 

中央一丁目：205 か所 中央二丁目：271 か所 中央三丁目：231 か所 

中央四丁目：312 か所 中央五丁目：169 か所  

・中央三丁目は▲21.4%（▲63か所）、中央五丁目は▲18.8%（▲39か所）、

中央二丁目は▲16.1%（▲52か所）、で、丁目別に見れば減尐率が高い。 

・中央四丁目は▲0.3%（▲1か所）でほぼ横ばいである。 

・中央一丁目は 1.5%（3 か所）でわずかに増加している。 

規模別 

1〜4 人：734 か所（61.8%） 5〜9 人：205 か所（17.3%） 

10〜19 人：111 か所（9.3%）20～29 人：47 か所（4.0%） 

300 人以上：3 か所（製造業：1 か所 医療，福祉：1 か所 公務：1 か所） 

産業別 

【事業所数上位 3 業種】カッコ内は町内の構成比 

卸売･小売業：292 か所（24.6％） 「サービス業」：241 か所（20.3％） 

不動産業：164 か所（13.8％） 

【事業所数の増減】カッコ内は増減数 

 ＜増加＞ 

情報通信業（4 か所） 金融・保険業（2 か所） 医療，福祉（1 か所） 

 ＜減尐＞ 

  増加以外のすべての産業 

※特に、飲食店，宿泊業（▲31 か所）、「サービス業」（▲26 か所）、建設

業（▲21か所）、製造業（▲19か所）は、それぞれ当該産業の中野区全体に

おける減尐率を上回って減尐し、10 か所以上の事業所が減尐している。 

【産業構成の特色】 

＜特化係数が 1 を超える産業の事業所数＞（地区内構成比、特化係数） 

  製造業：51 か所（4.3%、1.02）「サービス業」：241 か所（20.3％、1.05） 

金融・保険業：13 か所（1.1%、1.10）不動産業：164 か所（13.8%、1.10） 

情報通信業：42 か所（3.5%、1.40）  

（特化係数＝当該産業の地区内構成比÷中野区内構成比が 1 を超える場合、

相対的に見てその地区ではその産業の比率が高いと考えられる。） 

備考 

・情報通信業の事業所数は、中央一丁目、二丁目、五丁目で増加し、三丁目、

四丁目では減尐している。 

・金融・保険業の事業所数は、中央一丁目、四丁目で増加している。 

・飲食店，宿泊業の事業所数は、中央四丁目では増加している。 

・「サービス業」の事業所数は、中央四丁目で増加し、二丁目、三丁目で 20%

以上減尐している。 
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(17) 本町 情報通信業と「サービス関連産業」が増加し、産業構造の転換が見られる。 

事業所数 1,409 か所 

増減率 ▲5.2％（対前回調査。中野区平均増減率▲10.3％） 

町丁別 

本町一丁目：179 か所 本町二丁目：302 か所 本町三丁目：205 か所 

本町四丁目：344 か所 本町五丁目：181 か所 本町六丁目：198 か所 

・本町四丁目は▲14.6%（▲59か所）で、丁目別に見れば減尐率が高い。 

・本町一丁目は▲2.2%（▲4か所）、本町二丁目は▲1.3%でわずかに減尐。 

・本町六丁目は 1.5%（3 か所）でわずかに増加している。 

規模別 

1〜4 人：841 か所（59.7%） 5〜9 人：271 か所（19.2%） 

10〜19 人：135 か所（9.6%） 20～29 人：53 か所（3.8%） 

300 人以上：9 か所 

（卸売・小売業：3 か所 製造業：2 か所 金融・保険業：2 か所 ほか） 

産業別 

【事業所数上位 3 業種】カッコ内は町内の構成比 

「サービス業」：299 か所（21.2％） 卸売･小売業：289 か所（20.5％） 

不動産業：197 か所（14.0%） 

《事業所数の増減》カッコ内は増減数 

 ＜増加＞ 

情報通信業（12 か所） 「サービス業」（11 か所） 

医療，福祉（9 か所） 金融・保険業（7 か所） 

 ＜横ばい＞ 

  教育，学習支援業 総数 39 か所 

 ＜減尐＞ 

  増加・横ばい以外のすべての産業 

※特に、製造業（▲20か所）は当該産業の中野区全体における減尐率を上

回って減尐し、10 か所以上の事業所が減尐している。 

【産業構成の特色】 

＜特化係数が 1 を超える産業の事業所数＞（地区内構成比、特化係数） 

  建設業：99 か所（7.0%、1.06） 「サービス業」：299 か所（21.2%、1.10） 

不動産業：197 か所（14.0%、1.12）製造業：67 か所（4.8%、1.14）  

  金融・保険業：21 か所（1.5%、1.50）情報通信業：92 か所（6.5％、2.60） 

（特化係数＝当該産業の地区内構成比÷中野区内構成比が 1 を超える場合、

相対的に見てその地区ではその産業の比率が高いと考えられる） 

備考 

・製造業の事業所数は、全丁目で減尐している。 

・事業所増加数が多い情報通信業とサービス業の事業所数は、本町二丁目、

三丁目で増加している。 

・金融・保険業の事業所数は本町二丁目で増加している。 
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(18) 弥生町 医療，福祉の事業所数が増加し、従来多かった産業は減少している。 

事業所数 1,133 か所 

増減率 ▲14.2％（対前回調査。中野区平均増減率▲10.3％） 

町丁別 

弥生町一丁目：197 か所 弥生町二丁目：336 か所 弥生町三丁目：229 か

所 

弥生町四丁目：160 か所 弥生町五丁目：155 か所 弥生町六丁目：56 か所 

・弥生町四丁目は▲18.4%（▲36か所）弥生町六丁目は▲17.6%（▲12か所）、

弥生町三丁目は▲16.7%（▲46か所）と丁目別に見れば減尐率が高い。 

・弥生町二丁目は▲14.1%（▲55か所）と減尐率が区平均を上回る。 

・弥生町一丁目は▲10.9%（▲24か所）と区平均並みの減尐率である。 

・弥生町五丁目は▲8.8%（▲15か所）と区平均以下の減尐率である。 

規模別 

1〜4 人：783 か所（69.1%） 5〜9 人：181 か所（16.0%） 

10〜19 人：83 か所（7.3%） 20～29 人：32 か所（2.8%） 

300 人以上：1 か所 （医療，福祉） 

産業別 

【事業所数上位 3 業種】カッコ内は町内の構成比 

卸売・小売業：276 か所（24.4％） 「サービス業」：184 か所（16.2％） 

不動産業：155 か所（13.7%） 

【事業所数の増減】カッコ内は増減数 

 ＜増加＞ 

医療，福祉（21 か所） 

 ＜減尐＞ 

  増加以外のすべての産業 

  ※特に卸売・小売業（▲56 か所）、不動産業（▲33 か所）、製造業（▲31

か所）、建設業（▲28 か所）、飲食店，宿泊業（▲23 か所）は、それぞれ

当該産業の中野区全体における減尐率を上回って減尐し、10 か所以上の事

業所が減尐している。 

【産業構成の特色】 

＜特化係数が 1 を超える産業の事業所数＞（地区内構成比、特化係数） 

  不動産業：155 か所（13.7%、1.09）建設業：100 か所（8.8%、1.33）  

製造業：71 か所（6.3%、1.50）運輸業：56 か所（4.9%、2.23） 

（特化係数＝当該産業の地区内構成比÷中野区内構成比が 1 を超える場合、

相対的に見てその地区ではその産業の比率が高いと考えられる。） 

備考 

・建設業は、弥生町一丁目、二丁目、三丁目で減尐率が 25.0%を超えている。 

・製造業の事業所は、弥生町二丁目、四丁目、五丁目で減尐率が高い。 

・不動産業の事業所数は、弥生町二丁目、五丁目では大きく減尐しているが、

弥生町三丁目ではやや増えている。 
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・特化係数が最も高い運輸業の事業所数は、弥生町二丁目で減尐率が高い。 

・飲食店，宿泊業の事業所数は、弥生町一丁目や三丁目で減尐率が高いが二

丁目・六丁目は横ばいないしやや増えている。 

 

 

(19) 南台 南台三丁目を中心に事業所数は大幅に減少している。 

事業所数 719 か所 

増減率 ▲16.0％（対前回調査。中野区平均増減率▲10.3％） 

町丁別 

南台一丁目：52 か所 南台二丁目：198 か所 南台三丁目：180 か所 

南台四丁目：172 か所 南台五丁目：117 か所 

・南台三丁目は▲25.0%（▲60か所）、南台一丁目は▲18.8%（▲12か所）、

南台四丁目は▲17.7%（▲37か所）で丁目別に見れば比較的減尐率が高い。 

・南台二丁目は▲12.4%（▲28か所）と区平均をやや上回る減尐率である。 

・南台五丁目は事業所数 117 か所で変化がない。 

規模別 

1〜4 人：522 か所(72.6%) 5〜9 人：105 か所(14.6%) 

10〜19 人：48 か所(6.7%) 20～29 人：14 か所(1.9%) 

300 人以上：1 か所 （製造業：1 か所） 

産業別 

【事業所数上位 3 業種】カッコ内は町内の構成比 

卸売・小売業：166 か所（23.1％） 不動産業：135 か所（18.8％） 

「サービス業」：130 か所（18.1％） 

【事業所数の増減】カッコ内は増減数 

 ＜横ばい＞  

情報通信業 総数 8 か所 

 ＜減尐＞ 

  横ばい以外のすべての産業 

  ※特に卸売・小売業（▲36 か所）、「サービス業」（▲19 か所）、飲食店，

宿泊業（▲10か所）は、それぞれ当該産業の中野区全体における減尐率を

上回って減尐し、10 か所以上の事業所が減尐している。 

【産業構成の特色】 

＜特化係数が１を超える産業の事業所数＞（地区内構成比、特化係数） 

  運輸業：20 か所（2.8%、1.27）不動産業：135 か所（18.8%、1.50） 

  建設業：72 か所（10.0%、1.52） 製造業：73 か所（10.2%、2.43） 

（特化係数＝当該産業の地区内構成比÷中野区内構成比が 1 を超える場合、

相対的に見てその地区ではその産業の比率が高いと考えられる。） 

備考 製造業の事業所数は、全丁目で減尐している。 
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