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盛岡市中心市街地における

宿泊施設の分布パターン

松村　公明

互　はじめに

　近年，ホテル需要の増大は，大都市のみならず

地方都市にもみられるようになってきた。この傾

向は，1970年代後半に始まる第3次ホテルブーム

の特徴の1つとされている1）。都市におけるホテ

ルの役割は，おもに3つあると考えられる。1つ

は，観光客の宿泊・休息の場としての役割である。

都市は一般的に交通の利便性が高く，地域の観光

客流動の拠点となりうるからである。次には，ビ

ジネス客ならびに用務客の，活動中心の場として

の役割である。ホテルの機能は，都市の業務なら

びに商業機能と補完関係にあると考えられる。大

規模な都市型ホテルには，会議室などの業務機能

をはじめ，交歓の場となる飲食機能が備わってい

る。このような，ホテルのビジネスセンターとし

ての機能は，ますます重視されつつある。最後に，

都市住民・地域住民の社交的行事ならびに娯楽の

場としての役割である。例えば，ホテルの喫茶室

は日常的に利用されており，ホテルの宴会場は，

パーティー，婚礼などの行事で利用される。この

役割は，宿泊施設としてのホテルを利用しない地

域住民に対して，ホテルを活用する機会を提供す

る。

　このように，ホテルに代表される都市の宿泊施

設は，都市機能の重要な要素であるにもかかわら

ず，都市地理学において都市の宿泊施設をメイン

とした分析はこれまでなされてこなかった。わが

国における宿泊施設の研究は，おもに観光地理学

の立場から行われてきた。例えば浮田他2）は，わ

が国の蔀市ならびに地域を，そこに立地する宿泊

施設の規模，洋室率，増減によって類型化した。

しかし，これは宿泊施設の宿泊機能に分析の申心

が置かれたものである。

　そこで本研究では，都市に立地する宿泊施設を

都市機能のユつとして捉え，盛岡市申心市街地に

立地する宿泊施設の分布パターンを明らかにする

ことを目的とする。その際に，宿泊施設の営業形

態，規模，開業年次，付随的機能の差異に着目す

る。

　研究対象地域の盛岡市は，近年，交通の結節点

としての役割を増大させてきた。まず，1978年に

東北自動車道の築館～一関間の開通に伴い，盛岡

市と首都圏は高速道路によって直結した。また，

1982年に東北新幹線が大宮～盛岡聞で暫定開業

し，1985年には上野～盛岡間が開業している。新

幹線のターミナルとなった盛岡駅には，同駅を始

発とする青森・秋田方面への特急列車が頻繁に発

着している。また最近の長距離バス路線網の充実

に伴って，盛岡はその拠点となりつつある。この

ように，新幹線のターミナル化をはじめとする交

通条件の大幅な変化は，盛岡市の都市機能にも大

きな変化を与えていると考えられ，前述の目的を

達成するためには，盛岡市は適当な事例であると

いえる。

皿　宿泊施設の概観

　皿一1　わが国における宿泊施設の現況

　1948年に制定された旅館業法は，宿泊業全体を

次の4つに分類している3）。それらはホテル営業，
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旅館営業，簡易宿所営業，下宿営業の4つである。

そのうち下宿営業を除く3つの営業区分が，一般

的に旅館。ホテルなどの宿泊産業であるとされて

いる4）。

　第ユ表は，1965年以降の，わが国の宿泊施設数

ならびに客室数の推移を示したものである。ホテ

ル営業は施設数ならびに客室数において，1965年

以降，常に増加の傾向にある。なかでも，第2次

ホテルブームと呼ばれる1970年代前半の5年問

に，ホテル営業の施設数と客室数はそれぞれ2．5

倍，2．7倍の増加となっている。一方，旅館営業

の施設数は1980年を，客室数は1987年をピークに

その後減少しつつある。全国的な規模では，施設

数，客室数ともにホテルは旅館を依然として下

回っているが，ホテル施設数ならびに客室数の増

加率は，旅館のそれを大きく上回っている。

　1施設当りの客室規模についてみると，ホテル

営業のユ施設当りの平均客室数は，1965年に93．7

室であったのに対して，ユ989年ぞは74．2室と小規

模になっている。これは，旅館がビル化すること

などによる中小規模ホテルの増加が，互つの要因

として挙げられよう。一方，旅館営業の！施設当

り平均客室数は，1965年には9室であったのに対

し，1989年では13．3室と規模を増加させている。

これは，温泉旅館などの大規模化と，零細旅館の

廃業などの結果と考えられる。

　第1図は，東北地方6県における，ホテルの客

室数の推移を示したものである。それによれば，

ホテルの増加率には地域的な差異がみられること

がわかる。1979年の時点では，客室数の多い順に

宮城，青森，秋田，福島，岩手，山形の各県であっ

た。しかし，その後順位は大きく変化した。1989

年には，宮城，福島，岩手，秋田，青森，山形の

各県の順となった。上位の3県はいずれも，1982

年開業の東北新幹線が県内を縦貫している。この

ようなホテル客室数の増加は，交通条件の変化が

もたらす経済効果と深く結びついていることが推

測できる。

　皿一2　盛岡市における宿泊施設の現況

　ユ990年2月現在，盛岡市内全域で，旅館業法の

許可を受けている有料宿泊施設は，ホテル営業32

軒，旅館営業130軒，簡易宿所営業32軒で，合計

は194軒である5）。しかし，このなかには，実質

的に宿泊業として積極的経営を行っていないも

の，ないしはきわめて零細なものも含まれている

と思われる。そこで，一般利用客が通常利用可能

な宿泊施設を次のように把握した。

第1表 わが国における宿泊施設数・客室数の推移（1965～1989年）

ホテノレ営業 旅負官営業 簡易宿所営業 下宿営業

年次 施設数 客室数 施設数 客室数 施設数 施設数

1965 258 24，169 67，485 608，349 11，569 2，333

五970 454 40，652 77，439 763，091 19，597 2，453

1975 1，！49 109，998 82，456 902，882 25，733 2，758

1980 2，039 178，074 83，226 964，063 28，511 3，019

1985 3，332 267，397 80，996 1，022，005 28，417 2，934

1986 3，730 290，505 80，062 1，026，119 28，025 2，886

1987 4，180 324，863 78，727 1，027，536 27，650 2，800

1988 4，563 342，695 78，129 1，026，107 27，405 2，821

1989 4，970 369，01！ 77，269 1，024，287 27，104 2，728

　　　　　　　　　　各年12月末現在

（厚生省衛生行政業務報告により作成）
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　　　　　　　　　　　　（厚生省衛生行政業務報告により作成）

　まず，盛岡市役所観光物産課がまとめている，

宿泊施設一覧表には1990年7月現在営業中の宿泊

施設，97施設が掲載されている6）。つぎに，職業

別電話帳7）の，盛岡市の旅館・ホテルの項，およ

び保養所の項に掲載されている施設で，上記の一

覧表に掲載されていないものを付け加えた。その

結果，盛岡市全域の宿泊施設は，合計122軒となっ

た。ここには，岩手県旅館環境衛生同業組合盛岡

支部に加入する宿泊施設，また，日観連加盟旅館

ならびに交通公社協定旅館もすべて含まれてい

る。そのため，この122軒の宿泊施設は，盛岡市

内の宿泊施設数として捉えるのに，’ほぼ適当であ

ると考えられる。

　第2表は盛岡市全域の宿泊施設の分布を，地域

別営業形態別に示したものである8）。中心市街地

の範囲は，JR東北本線ならびに国道4号線，国

道46号線，北上川とに囲まれた地域に概ね相当す

る（第2図）。この地域は，盛岡市の最高地価点

ならびに県庁，市役所などの官庁街である大通・

内丸地区を中心とするほぼ半径2k㎜の圏内とな

る。繋温泉は，盛岡市の西端部に位置する御所湖

の南岸に位置する。第2表によると，中心市街地，

第2表盛岡市における地域別宿泊施設数
　　　　　　　　　　　　　　　　（1990年）

中心 その他の

市街地 繋温泉 市域 計

ホテル 23 O O 23

旅館 虹 17 7 65

会館等 10 5 2 17

その他 12 1 4 17

計 86 23 13 122

（盛岡市観光物産課資料

職業別電話帳により作成）

繋温泉における宿泊施設は合わせて109軒であり

全軒数の89％に相当する。とくにホテルはすべて，

本研究で設定した中心市街地に立地している。中

心市街地を含んだDID（1985年国勢調査時）と繋

温泉以外に立地する宿泊施設は，わずか2軒であ

る。盛岡市街地の東側の市域には，宿泊施設は皆

無である。このように宿泊施設は，温泉などの保

養地を除けば，きわめて都市部，ないしは中心市
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街地への集積度が高く，都市的な要素として機能

していることがわかる。

皿　宿泊施設の分布バターン

皿一1　中心市街地の概観

本章では，盛岡市申心市街地に立地する宿泊施

設に関して，旅館・ホテル別，規模別，開業年次

別，機能別それぞれの分布パターンを考察する。

まず，盛岡市中心市街地の概観について述べたい

（第2図）。

　本研究では盛岡市中心市街地を駅前，河北，河

南の3地区に区分した9）。河南地区は中津川の南

　　／

本町通

睡魏中心商店街

第2図
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研究対象地域（1990年）
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側に当たる。同地区は南部藩時代の商人・職人町

であり，従来の商業の中心であった。仙北町から

明治橋を経由して河南地区に至る街路は，従来の

奥州街道筋に相当する。また，肴町に隣接する八

幡町付近は伝統的な歓楽街であり，現在でも繁華

な飲食店街が形成されている。現在，中ノ橋付近

には，申三デパートを核とする肴町の商店街なら

びにバス交通の結節点である盛岡バスセンターが

ある。

　一方，中津川以北は一般的に河北地区と呼ばれ

る地域である。本研究では河北地区を2つに区分

し，北上川以東に限定して河北地区の呼称を用い，

北上川以西は駅前地区と呼称する。

　河北地区は，現在の盛岡市のCBDを含む地区

である。県庁ならびに市役所のある内丸は，南部

藩時代の屋敷町に相当する。大通および菜園付近

にはかつて南部藩の莱園が位置した。この地域は，

1890年の盛岡駅開業以降，駅から河南地区への最

短ルートとして重要視されてきた。1930年に土地

造成が行われ，現在の大通商店街の土地は，その

際に分譲されたものである1O）。現在，大通商店

街には肴町から菜園に移転してきた川徳デパート

が隣接しており，同街路は盛岡市の代表的な中心

商店街となっている。

　駅前地区においては，東北新幹線開業に合わせ

て，1976～1982年にわたり，駅前北地区区画整理

事業が行われた。また，河北地区中心部への街路

は，開運橋のみであったが，新たに開運橋の北

400mに旭橋が架設され，都心部への利便性が増

した。現在，盛岡駅ビルのフェザンが核となって，

商業地区が形成されつつある。

　盛岡市申心市街地においては前述のとおり，現

在，3カ所の商業地区が存在する。！つは盛岡駅

前であり，もう1つは河北地区を東西に横断する

大通りであり，さらには，河南地区の肴町付近で

ある。これらの商業地区は，東西に1本の街路で

結ばれている。路線価による地価の変化において

も，駅前から開運橋，大通商店街を経由して，肴

町の中三デパート前までの間，駅前，大通，肴町

とそれぞれ3つの地点で路線価の高まりがみられ

るu）。このような理由で，中心市街地を3つに

区分して考察するのが適当であると考える。

　筆者は，1990年7月に，盛岡市中心市街地に立

地する宿泊施設に対して，アンケート調査ならび

に聴き取り調査を行った。本章で分析の対象とす

るのは，ホテルに関しては，盛岡市観光物産課の

宿泊施設一覧表に掲載されている22軒，旅館に関

しては岩手県旅館環境同業者組合盛岡支部加入の

34軒で，合計56軒である12）。ただし，唖一2では，

・宿泊施設の所在地が考察の中心となるために，宿

泊施設二覧表掲載のホテルならびに旅館，さらに

職業別電話帳掲載の旅館を対象としている。

　皿一2　旅館。ホテル別分布パターン

　第3図に，盛岡市中心市街地におけるホテルと

旅館の分布を示した。まず，ホテルの分布に関し

て述べたい。盛岡市のホテル22軒はすべて，中心

市街地に立地している。駅前，河北，河南の各地

区別では，それぞれ6軒，15軒，1軒である。河

北地区のホテルでは，15軒申10軒が都心部13）に，

3軒が国道4号線沿いに，2軒がJR上盛岡駅付

近に立地する。河南地区に立地するホテルはわず

かに1軒であり，河南地区の商業集積地からは離

れた国道4号線に近接して位置している。

　ホテルの分布から以下の3つのことがいえる。

まず，ホテルは商業地区への近接性よりも，業務

地区ならびに鉄道交通の利便性をより指向すると

考えられる。例えば河南地区の肴町を中心とする

地区は，商業地区であるばかりでなく，観光性の

高い地区でもあるにもかかわらず，そこにおいて

ホテルは立地していない。つぎに，盛岡駅ならび

に都心部から離れた国道4号線に沿った申心市街

地の外周部に4軒のホテルがみられることであ

る。このような立地は，自動車利用客の利便性に

対応したものとみられる。これら4軒のホテルの

駐車台数は，市内のホテルの総駐車台数の31％を

占めている。JR上盛岡駅付近にみられるホテル

にとって，鉄道交通の利便性は低いものとみてよ

い。なぜならばJR山田線には，1日に上下合わ

せてわずかに14本の普通列車しか運転されていな
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盛岡市申心市街地におけるホテルと旅館の分布（ユ990年）

　　（盛岡市観光物産課資料，職業別電話帳により作成）

いからである。これらのホテルもむしろ自動車利

用客の利便性と関係がある。最後に，都心部の2

本のメインストリート，すなわち業務地区を横断

する中央通りならびに大通りに，直接面するホテ

ルがみられないことである。このことは，ホテル

が一般に都市の代表的な街路に立地する傾向を考

慮すると，盛岡市におけるホテルの立地にみられ

る特徴の1つであろう。

　同様に，第3図から盛岡市中心市街地における

旅館の分布について考察を進めたい。電話帳に掲

載された盛岡市の旅館65軒のうち41軒が申心市街

地に立地する。その他の24軒中ユ7軒は繋温泉に立

地するので，旅館もまた申心市街地に集積してい

るといえる。これらを，駅前，河北，河南地区別

にみると，それぞれ9軒，20軒，12軒であり，ホ

テルの分布と比較すると，旅館の分布に地域的な

偏りはみられない。

　駅前地区の旅館はきわめて密集して立地してお

り，ホテルを加えた15軒のすべてが，盛岡駅から

ほぼ200㎜の範囲に含まれる。旅館の密集は，前

述の区画整理事業の結果，従来の駅前旅館が限ら

れた区画に移転したためでもある。河北地区にお

ける旅館は，ホテルが立地する都心部の外周に立

地している。河北地区における旅館はかつては都

心部にも分布していた。大通においては，1940年

頃には5軒の旅館があり，戦後さらに3軒が立地

した。また，1970年代末には，1990年現在は存在

しないホテルも2軒が立地していた14）。1990年

現在，盛岡市の申心商店街を含む大通1，2丁目

には宿泊施設は1軒も立地しない。つまりこの現
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状は，いわば旅館の空洞化の結果であるというこ

とができる。河南地区における旅館は，ホテルの

立地がみられなかった河南地区中心部に集積して

いる。旅館の分布は河南地区から上ノ橋を経由し

て本町通へ，また，下ノ橋を経由して大沢川原へ

と伸展しており，伝統的な市街地および街路と一

致している。このように，ホテルの立地が経済効

果をより重視した結果を反映する一方で，現在の

旅館の立地は比較的伝統的な分布パターンを示し

ているものと考えられる。

　中心市街地におけるホテルと旅館の分布パター

ンは以下のようである。盛岡駅から離れた河南地

区においては，旅館の独占的な立地がみられた。

河北地区においては，都心部にホテルが立地し，

その外周に旅館が立地している。河北地区のなか

でも盛岡駅に近接する開運橋付近から駅前地区に

おいては双方が混在する。

　皿一3　規模別分布パターン

　宿泊施設の規模は，一般的に客室数または収容

人員で表すことができる。本研究においてはホテ

ルに関しては，客室数を規模の指標とし，旅館に

関しては収容人員を規模の指標とする。旅館の規

模に関して収容人員を指標とするのは，旅館は和

室中心に構成されており，客室数が固定していな

いためである。

　まず，第4図に盛岡市中心市街地における旅館

ならびにホテルの客室数の推移を示した。1975年

では，旅館とホテルの全客室数は1801室であった。

旅館1255室に対して，ホテルは546室であり，ホ

テル客室数は全体の30．3％を占めるに遇ぎなかっ

た。その後，ホテル客室数の割合は年々増大し，

1980年の時点で旅館客室数を上回り，全体の64％

となっている。東北新幹線開通以降，ホテル客室

数は横ばいであるが，旅館客室数が減少している

ため，1989年現在では，旅館とホテルの全客室数

3096室申，ホテル客室数は2497室で，全体の80．7％

を占めるに至った。また，ユ軒当りの平均客室数

は旅館が12．7室であるのに対し，ホテルは113．5

室である。収容人員に関していえば，1989年に，

ホテルは3480人，旅館は1604人であり，ホテルは

収容人員全体の68．5％を占めている。

　最初に，ホテルの規模別分布について考察した

い（第5図）。駅前，河北，河南地区別のホテル

（室）

4，000

3，000

2，000

1，000

1975 1980 1985 1989（年）

第4図　盛岡市申心市街地におけるホテルと旅館の客室数の推移（ユ975～1989年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（盛岡市観光物産課資料により作成）
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第5図

側　　O ヂ

　　㊥客室数50～工49室　　　　　　　N
　　⑱　客室数　12－49室

　旅館
　　○　収容人員　40人以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

盛岡市中心市街地におけるホテルの規模別分布と大規模旅館の分布（ユ990年）

　　　　　　　　（1990年7月盛岡市観光物産課資料，現地調査により作成）

客室数は，それぞれ680．1781，36室であり，河

北地区が全体の71．3％を占める。駅前，河北地区

のホテル1軒当りの平均客室数は，それぞれ113，

118室で，ホテル1軒当りの規模としては双方と

もに大きな差異はみられない。

　申心市街地におけるホテル1軒の客室規模で最

大は249室であり，最小は12室である。本研究で

は便宜的に，客室150室以上のホテルを大規模ホ

テル，50～149室のものを中規模ホテル，49室以

下のものを小規模ホテルとした。その区分でいう

と大規模ホテルは6軒，申規模ホテルは10軒，小

規模ホテルは6軒となる。大規模ホテルは平均階

数が地上12．3階である。その客室数は合計1243室

で，ホテル客室数2497室のほぼ50％を占めている。

大規模ホテルの2軒は駅前地区に，その他の3軒

も河北地区ではあるが，同地区と駅前地区とを結

ぶ開運橋に近接して立地する。なかでも，菜園に

位置する客室数で市内最大のホテルは，地上17階

建てであり，市内で最高層建築物となっている。

大規模ホテルが面する街路は，盛岡市のなかでも

路線価の高い街路であり，大規模ホテルが面する

街路の平均路線価は49．5万円／m2である（平成2

年分の盛岡市の最高路線価は大通2丁目で，85万
円／狐2）。

　大規模ホテルのうち4軒は，全国的なチェーン

ホテルである。そのうち2軒は駅前地区に，1軒

は河北地区ではあるが駅に近接して立地してい

る。これらの4軒のホテルは，各系列のなかでも，

それぞれ大規模な客室数を有している。なかでも，

わが国最大の店舗数を有するホテルチェーンに加
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盟するホテルは，同チェーンホテル73店中，客室

数で第7位である。盛岡店よりも客室数で上位に

当たるものは，東京（2店舗），大阪，名古屋，

札幌，船橋に立地するものであり，盛岡より下位

に，仙台店が続いている。さらに他の3軒のチェー

ンホテルも，それぞれの系列ホテル11店中3位、

15店中7位，5店中2位である。いずれも，盛岡

よりも上位のものは，人口規模で盛岡市を大幅に

上回る都市に開設されているものである。このよ

うに盛岡市の大規模ホテルは，全国に店舗網を有

するチェーンホテル，すなわち県外資本によって

おもに構成されており，それぞれのチェーンホテ

ルの中でも客室数で大規模なものとなっている。

　申規模ホテルの平均階数は6．9階であり，大規

模ホテルと比較すると低層である。中規模ホテル

が面する街路の平均路線価は33．2万円／㎜2であ

り，10軒申7軒は，都心部の副次的街路または縁

辺部に立地している。中規模ホテルで全国チェー

ンのホテルはみられない。このように，大規模ホ

テルと申規模ホテルは，面する街路ならびに資本

系列の点で差異がみられた。

　つぎに旅館の規模については，おもにその収容

人員によって考察する。申心市街地の組合加入旅

館は34軒であり，客室の総計は492室，収容人員

の総計は1，335人である。旅館ユ軒当りの平均客

室は！4．9室であり，平均収容人員は40．5人である。

これはユ室当り2．7人ということになる。盛岡市

中心市街地の旅館で，収容人員が最大の旅館は

160人であり，最小は10人である。最大の旅館は

客室数では48室であるが，これは収容人員で盛岡

市の同規模のホテルにすると，m～140室の中規

模ホテルに相当する。平均収容人員を超える旅館

を大規模旅館と考え，その分布を第5図に示した。

それによると，大規模旅館はユ4軒であり，そのう

ちの11軒は河南地区から河北地区東部に分布す

る。それらの旅館は駅前地区には1軒も分布して

いない。また，ホテルと大規模旅館の分布には明

らかな差異がみられる。旅館の規模を地区別にみ

ると，駅前地区の7軒の旅館1軒当りの平均客室

はユ！．7室，平均収容人員は23．1人であり，1室当

り収容人員は2人である。河北地区の17軒の旅館

ユ軒当りの平均客室数は17室，平均収容人員は45

人であり，1室当り収容人員は2．6人である。河

南地区の9軒の旅館の平均客室数は13．4室，平均

収容人員は45．4人であり，1室当り収容人員は

3．4人である。このように旅館の！軒当り収容人

員規模は駅前，河北，河南地区の順に大きくなっ

ている。

　以上の結果から次のことがいえる。大規模ホテ

ルは盛岡駅と都心部相互の近接性を指向する。そ

のため，駅前と都心部を結ぶ街路に直接面して立

地する傾向にある。また，盛岡に進出したチェー

ンホテルのうち，4軒中3軒は駅に近接した立地

を方針とするするチェーンであり，それぞれが系

列中大規模な客室数を有している。旅館に関して

は，駅前地区の旅館では，客室数，収容人員とも

に小規模なものが多く，1室当りの収容人員も少

ない。これらは，かつてのいわゆる駅前旅館であ

り，現在ではビジネス旅館と呼ばれるものを多く

含んでいる。そのため，旅館のユ軒当り平均収容

人員規模は駅前地区で小さく，河北地区から河南

地区にかけて大きくなる。また，1室当り収容人

員も駅前，河北，河南の順に大きくなっている。

河南地区の旅館は，いわばシングル比の小さい，

家族，団体向け旅館がおもであるといえる。また，

ホテルと大規模旅館の分布には明らかに地域分化

がみられた。

　皿一4　開業年次別分布バターン

　本節では開業年次の差異に着目して，ホテルお

よび旅館の分布について考察を進める。ホテルは

1975年に7軒（うち2軒は1990年現在既に閉店）

であったが，1990年現在では22軒へと増加した。

一方，旅館はヱ975年に107軒であったが，1990年

現在では41軒に減少している。

　まず，盛岡市に現在立地するホテルの多くは，

1970年代前半から1982年の聞に開業または進出し

てきたものである（第6図，第7図）。盛岡市に

戦前から立地するホテルは3軒である。そのうち

の2軒は都心部に，1つは駅前に立地する。例え
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第6図
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　　ホテル　開業年次
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　　　　㌻ 牛
秋醐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J
盛岡市中心市街地におけるホテルと旅館の開業年次別分布（1990年）

　　　　　　　　　　　　（1990年7月アンケート調査により作成）

ば，都心部に立地するホテル11は，明治時代に木

造2階建て30室の旅館として開業したもので，

1980年に7階建て101室に建て替えられて現在に

至っている。他の2軒のホテルもまた，新幹線開

業前後に旅館をビル化することによってホテルと

なっている。

　ホテル22軒中半数を超える14軒のホテルが1975

年～1982年の間にホテルとして開業している。第

7図からもわかるように，そのうちの9軒が1980

年～1982年の新幹線開業年を含む3年間に集申的

に開業している。1978年までのホテルは河北地区

を中心に立地していたが，1979年から駅前地区に

集申的に立地し始めた。例えば，駅前地区におけ

るホテルの集積をみると，1973年に1つのホテル

が開業して以降，東北新幹線開業前後のユ979年，

1980年，ヱ98ユ年，1982年，ユ983年と順次開業して

いる。また，河北地区の開運橋付近にも1980．

198！年にホテルの開業がみられた。それ以降，盛

岡市におけるホテルの開業は例外的である。1984

年に開業したホテルは1964年開業のホテルの別館

であり，！985年に開業したホテルは，最も小規模

な家族経営のホテル15）である。従って，盛岡市

への新規のホテル進出は，ユ982年以降はみられな

いといえる。

　盛岡市観光物産課の資料によれば，1980年以降

のホテルの定員稼働率16）は低い水準で推移して

いる。1980年以前，定員稼働率はほぼ60～70％で

推移していたが，1980年をさかいに50％代に低下

し，1985年頃からようやく上昇し始めた。1989年

においてその値はほぼ60％である王7）。そのため
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　駅寄り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N　河南

　　第7図　盛岡市中心市街地におけるホテルの開業年次と変化（1990年）

　　　　　　　　　　　　　　　　（1990年7月アンケート調査により作成）

ユ982年以降，ホテルの増改築の際に，客室を増加

させているホテルはみられない。増改築はおもに

客室を削減することによって，宴会場または喫茶

室などの付随的施設を備える傾向にある。このよ

うに一時的にせよ，稼働率を低下させる要因と

なったのは，なかでも大規模ホテルの急激な出現

にあると思われる。大規模ホテルの出現は，1974

年にユ軒，1980年に2軒，ユ98ユ年に2軒，ユ982年

に1軒と新幹線開業前に相次いでおり，ホテル客

室の供給過剰が，稼働率の低下および新規ホテル

開業の抑制に結び付いたものと考えられる。

　つぎに，旅館について考察を進めたい（第6図）。

伝統的な市街地である河甫地区および河北地区の

本町通および大沢川原に，戦前からの古い旅館が

みられる。現在営業申の旅館で最も古くから立地

するものは，河南地区の肴町付近の3軒である。

例えばそのうちの1軒は！897年（明治30）に15室

で創業し，1968年にビル化によって，客室数は25

室となった。付近が観光街区であることから，

1983年に1階に喫茶店を開設している。その後

1985年に客室を削減して，1990年現在13室で，家

族経営によって営まれている。

　旅館の多くは，1950年代中頃からユ960年代末に

かけて開業したものである。駅前地区にみられる

1980年代開業の旅館は，前述のとおり，区画整理

で移動したものであり，これらは新規の開業とは

いえない。したがって，旅館ではホテルと異なり，

新幹線開業に合わせた急激な新規立地はみられな

い。逆に前述のとおり旅館は減少し続けているの

である。旅館の定員稼働率はホテルよりもさらに
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低率であり，1989年で24．7％となっている。近年

の客室の増設は，ビル化を行った一部の旅館を除

いてはみられない。

　以上のことをまとめると以下のとおりである。

盛岡市におけるホテルは分布と規模の面で1980年

前後をさかいに大きく変化した。それ以前は中規

模ホテルが河北地区を中心に立地し，それ以降で

は大規模ホテルが駅前地区を申心に集積した。そ

のため稼働率が低下し，新幹線開業をさかいにホ

テルの進出も止まっている。旅館については，戦

前開業のものは河南地区から，河北地区東部にか

けて分布していることがわかった。しかしホテル

とは異なり，新幹線開業に合わせるような新規の

開業はみられなかった。

　〕皿一5　機能別分布パターン

　宿泊施設の機能は基本的機能，付随的機能の2

つに大きく分けられる。基本的機能とは，宿泊施

設本来の機能である宿泊客に対する睡眠，休息，

飲食の提供である。付随的機能とは，まず，婚礼，

披露宴，宴会等の社交的行事に対する機会提供，

つぎに，商談，会議などの業務活動への機会提供，

最後に，スポーツ，娯楽施設など余暇活動への機

会提供である。

　最初にホテルの基本的な機能に関して考察した

い。ここでは，ホテルの客室料金とシングル比玉8）

を指標にする。客室料金をみると，15，OOO円を超

える2軒とほぼ7，000～11，000円の6軒のホテル

の計8軒のホテルの間には一定の関係がみられ

る。それら8軒のホテルの聞では，客室料金が低

いホテルほど，シングル比は高くなっている。ま

た，駅に近接するほど，シングル比が高くなる傾

向がある。その他のホテルは，客室料金で5，OOO

～6，500円の間にすべて含まれ，シングル比は65％

から94％の間である。それらのホテルの間におい

ては，客室料金とシングル比および駅との距離に

一定め関係はみられない。

　つぎに，ホテルの付随的機能に関して考察した

い。本研究では，つぎの4つの施設を付随的機能

と捉えた。それはレストラン。喫茶室，宴会場，

会議室，結婚式場である。レストラン。喫茶室は

すべてのホテルに備々っている（第3表）。ただし，

小規模で従業員規模も小さなホテルでは，宿泊客

専用の食堂となっている。宴会場ならびに会議室

は，22軒中15軒のホテルに備わっており，7軒の

ホテルが結婚式場を備えている。第3表によると，

ホテルの付随的機能は，客室規模よりも，むしろ

従業員規模との間に関係があることが認められ

る。すなわち客室数よりも付随的機能によって，

従業員規模の差異が生じているということであ

る。従業員規模で，上位7位のホテル8までが，

結婚式場を備えている。ホテル8の従業員数は73

人であり，ホテル1からホテル8までの！軒当り

第3表盛岡市申心市街地におけるホテルの
　　　　付随的施設（1990年）

従 客 レ喫 宴 会 緒
榮 ス

室 ト茶 △
酉 議

婚

員
ラ 式

数 数
（人）

ン室 場
ホテル番号 俸）

室 場
（室） （室） （室）

玉 296 32 3 7 6 有

16 195 209 5 3 6 有

19 130 202 4 略一4坤 有

15 120 194 2 3 4 有

6 108 玉OO 3 3 有

14 105’ 249 5 8 8 有

8 73 97 6 5 有

21 39 144 3 4
17 38 95 2 2
9 30 119 2
3 30 110 1 1
7 30 139 1 1
2 30 117 1 1

13 25 182 3 仲！→
11 25 101 3
5 25 207 2 1

18 12 39 2 ！ 1
ユ2 8 33 ユ

10 7 36 1
4 5 58 ユ 玉

20 5 22 2
22 4 12 1

表中のホテル番号は第7図と対応
　（ユ990年7月アンケート調査により作成）
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の平均従業員数は，147人であった。一方，従業

員数で8位のホテル21の従業員は39人であり，8

位以下のホテルの1軒当り平均従業員数は19人で

あった。このように，結婚式場を備えているホテ

ルと備えていないホテルとの従業員規模の差異は

きわめて明瞭である。さらに，宴会場もまた従業

員規模に差異を生じさせる施設であることも認め

られる。

　結婚式場設置ホテルの立地は，とくに中心部に

集中するという傾向はみられない。これら7軒の

ホテルは，駅前地区に2軒，河北地区菜園に2軒，

開運橋付近に1軒および国道4号線沿いに2軒で

あった。これら7軒のうち4軒が大規模ホテルで

あり！軒は小規模ホテルである。また，それらの

うち2軒が全国チェーンホテルである。結婚式場

設置ホテルに代表される多機能型ホテルは，客室

稼働率のみを重視することはない。それらのホテ

ルは，駅からの集客力以上に地域社会での集客々

を必要としており，比較的分散的に立地して高級

化ないしは差別化を図る傾向にあると思われる。

　旅館の基本的機能に関しては，皿一2で言及し

たとおりである。そこで旅館の付随的機能に関し

ても言及する。一般的に，旅館はホテルと比べて

建築面積も小規模であり，伝統的に客室サービス

を中心としているために，付随的機能については

それほど重要視されていない。しかし，旅館は商

店とは異なり，職住一体が原則である。そのため，

広間のある旅館は，地域社会のコミュニティーセ

ンターとしての役割を有すると考えられる。つま

り，宴会，会合の場の提供である。鹿岡市街地の

旅館において宴会場，または会議室を有する旅館

は，11軒である。そのうちの9軒が河北地区なら

びに河南地区の申心部に位置する旅館である。

　以上の結果，次のようなことがわかった。いわ

ゆる多機能型ホテルの立地にはとくに地域的な偏

りはみられない。多機能型ホテル間では基本的機

能の面からみると，駅に近接するほど，シングル

比の高いホテルがみられた。また，多機能型ホテ

ルは，大規模な従業員数を必要としている。旅館

に関しては，収容人員規模の大きい河北，河甫地

区において，宴会場を備える旅館が多く立地する。

これらの旅館にとっては，宴会などの催しは，予

約客の少ない閑散期に施設の稼働率を上昇させる

ための重要な手段となると思われる。

v　おわりに

　盛岡市市街地において宿泊施設の分布パターン

について考察した結果次のようなことが明らかに

なった。

ユ）旅館とホテルの分布には1つの特徴がみられ

た。河北地区を中心としてみると，最高地価点の

存在する大通の中心部を取り囲むようにホテルが

分布する。旅館は，それらのホテルの，さらに外

周部に立地している。駅に近づくにつれて，ホテ

ルと旅館の分布は一致し，駅前地区においては混

在する。一方，河南地区では旅館が商業地区に集

積し，ホテルの進出はほとんどみられなかった。

2）規模別分布では，大規模ホテルは駅前地区か

ら河北地区の開運橋付近に立地し，高地価な街路

に面する。一方，中小規模ホテルは，駅前，都心

部の副次的な街路ならびに都心縁辺部に立地す

る。旅館においては規模の大きい旅館は河北地区

東部から河南地区にかけてみられ，ホテルの分布

域とは明らかに異なる。

3）開業年次別分布では，東北新幹線開業前に，

大規模ホテルならびに県外資本によるチェーンホ

テルが駅前地区を中心に急増している。そのため

客室稼働率の低下を招き，新幹線開業以降のホテ

ルの立地はほとんどみられない。旅館については，

開業年次の早い旅館は河南地区から河北地区東部

にかけてみられた。新幹線開業は旅館の立地には

影響を及ぼさなかった。

4）機能別にみると，多機能型ホテルは分散的に

立地している。また，それらの聞では，駅に近接

するシングル比が高く，客室料金が低く抑えられ

る傾向にあった。宴会設備を備えた旅館の分布は，

河北地区東部から河南地区にかけてみられた。こ

れは開業年次の早い旅館が分布する地域とほぼ一

致している。

　全国的に旅館が減少傾向にある一方でホテルは

一187一



増加傾向にある。これは，東北地方においても新

幹線の開業に伴って顕著にみられ，とくに盛岡市

においては全国的な大規模チェーンホテルが同時

期に急増した。しかし，盛岡におけるいわゆるホ

テルブームは新幹線開業を最後に終わった。それ

以降，盛岡市におけるホテルは，それぞれが立地

条件，客室規模，客室料金，シングル比，付随的

機能の面で差別化を図りつつ，競合している実態

が明らかになった。ホテルと旅館とは，基本的に

は同様の宿泊機能を有している。これまで旅館が

減少してきたのは事実であるが，盛岡市において，

ホテルと旅館とは，地域的または機能的に分化す

ることで共存していくものと考えられる。将来的

には，東北新幹線の青森への延伸によって，盛岡

のターミナルとしての機能が低下することも予測

される。盛岡のホテルならびに旅館が今後どのよ

うに変容していくのか，将来にわたって分析を

行っていく必要があると思われる。

　本稿を作成するにあたり，筑波大学の奥野隆史先生，井上　孝先生をはじめとする地球科学系の諸先生

方に貴重なご意見を頂いた。また，現地調査の際には，盛岡市役所観光物産課，岩手県旅館環境衛生同業

組合盛岡支部長の折屠明広氏ならびに菊池妙子氏，ホテル協議会の大森武男氏（ホテルニューカリーナ），

ホテル東日本の大林　完氏，岩手県警察本部から，厚いご協力を賜った。また，御多忙の折，アンケート

にご協力下さった盛岡市のホテル・旅館の皆様に摩く御礼申し上げます。
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