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本調査について



本調査について

4

■調査目的

■調査構成

■表中の比率（％）は、小数点第２位を四捨五入して算出しているため、
率の合計値が100％にならない場合がある。

■複数回答については、回答者数を母数とし、比率を算出しているため、
率の合計値が100％にならない場合がある。

■本文中の「ｎ」は、設問に対する有効回答件数を意味する。

■本文中の「ＳＡ」、「ＭＡ」、「ＦＡ」は以下の略称となる。
・「ＳＡ」（Single Answer）：単一回答形式（選択肢のなかから1 つを選択）
・「ＭＡ」（Multiple Answer）：複数回答形式（選択肢のなかから複数を選択）
・「ＦＡ」（Free Answer）：自由回答形式（文字や数値を解答欄に記述）

■本報告書における注意事項

商店街活性化に向けた地域支援・協働体制づくりの問題を解決し、さらなる連携の促進を図るため、
各地の商店街の連携体制状況を調査・掌握するとともに、連携体制実践により商店街活性化を実現
している事例を収集し分析する。

１.アンケート調査
全国約13,000商店街に対してアンケートを発送し、
回収されたデータから商店街の基礎情報、現状の景況感・課題に
関する情報を収集し分析を行う。

2.事例調査
アンケート調査に回答した商店街の中から、連携を実施している
商店街を約100事例抽出し、連携に関する情報収集にフォーカス
したヒアリングシートを発送・回収し、連携に関する分析を行う。

本調査は「アンケート調査」「事例調査」「インタビュー調査」の3つから構成される。
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アンケート調査報告
第１章



アンケート調査について

6

■調査目的

■調査概要

■調査項目

商店街の現状の景況感と課題について調査を実施する事で、商店街活性化に向けた地域支援ニーズを
把握・分析する。また、連携に係る情報についても調査を行い、さらなる連携の促進を図るための
現状の商店街の連携状況の基礎情報として把握する。

調査地域 全国

調査対象 商店街 ※（商店街振興組合、事業協同組合、任意団体が中心）

調査方法 郵便による発送・回収および、FAX・Eメールによる回収

調査時点 平成23年2月10日（木）現在

調査票発送 12,881件

調査票の回答
調査票回答数 1,524件
うち有効回答数 1,247件

＜1-3.各支援者との連携に係る情報＞
■連携の有無 ■連携が中止・中断、交渉停滞している主な理由
■現在の連携先 ■連携の目的 ■連携により実施している内容（FA）
■連携による商店街活性化の計画策定の進展度 ■連携実施による商店街活性化の成功度合い
■連携のキッカケ ■主体的取組状況 ■資金負担状況 ■連携の継続性
■連携における現状の課題

＜1-2.商店街の景況感および抱える課題＞
■来街者数の変化 ■業績推移 ■景況感の見通し
■現在の課題 ■現在の課題に対する対応状況

＜1-1.商店街に関する基本的な情報＞
■組織形態 ■商店街タイプ ■立地状況
■規模（店舗数） ■予算規模（年額） ■属する市区町村
■中心的な顧客層 ■以前（４，５年前）に比べ最近商圏内に増えている顧客層
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アンケート調査報告
第１章

1-1.商店街に関する基本的な情報



組織形態

任意組合が一番多い39.9％、次いで商店街振興組合が35.8％という結果となった。

また、事業協同組合は一番低い11.8％であった。

8

SA(n＝1247)

組織
形態

任意組合

39.9％

商店街

振興組合

35.8％

事業協同組合

11.8％

その他

10.3％

未回答 2.2％

＝ コメントに関する範囲を表します。 ＝ グラフ化している範囲を表します。

【当資料共通事項】

グラフ化

コメント

※【参考】『平成21年度商店街実態調査』における組織形態の割合
任意団体：61.6％ ・ 商店街振興組合：29.8％ ・ 事業協同組合8.5％



商店街タイプ・立地状況
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近隣型
最寄品中心の商店街で地元主婦が日用品を徒歩又は自転車などで

買い物を行う商店街。

地域型

最寄品及び買回り品※が混在する商店街で、近隣型商店街よりも

やや広い範囲であることから、徒歩、自転車、バス等で来街する

商店街。

広域型
百貨店、量販店を含む大型店があり、最寄品より買回り品が多い

商店街。

超広域型
百貨店、量販店、を含む大型店があり、有名専門店、高級専門店

を中心に構成され、遠距離から来街する商店街。

【タイプの定義】

商店街
の

タイプ

商店街のタイプで一番多かったのは近隣型であり49.0％と約半数を占めた。

また、地域型⇒広域型⇒超広域型と、来街範囲が広がるにつれて該当する商店街数が

尐くなっていく結果となった。

汎用性のあるデータとしては、近隣型・地域型がベースとなると考えられる。

近隣型

49.0％
地域型

29.3％

中心市街地 都市の中心部(駅周辺を除く)にある繁華街やオフィス街に立地する商業集積地区。

駅前地区 JRや私鉄などの駅周辺に立地する商業集積地区。ただし、原則として地下鉄や路面電車の駅周辺に立地する地域は除く。

ロードサイド沿い 国道あるいはこれに準ずる主要道路の沿線を中心に立地している商業集積地区(都市の中心部にあるものを除く)。

住宅、団地地区 住宅地又は住宅団地を後背地としている商業集積地区。

農林漁業地区 農村周辺に立地する商業集積地区。おもに農業、畜産業、林業、漁業に従事する人々が多く居住する地域。

その他 上記「中心市街地」～「農林漁業地区」までの区分に特性付けされない商業集積地区をいい、

神社・仏閣周辺などにある商店街なども含まれる。

【立地状況の定義】

立地
状況

立地状況では、「中心市街地」と「駅前地区」がともに27％代であり、
次いで「住宅、団地地区」が17.1％であった。
「ロードサイド沿い」・「農林漁業地区」ではそれぞれ10％を切る結果となった。

広域型

7.9％

超広域型

2.3％ 未回答

11.5％

SA(n＝1247)

SA(n＝1247)

※【参考】『平成21年度商店街実態調査』における商店街タイプの割合
近隣型：57.4％ ・ 地域型：30.9％
広域型：5.3％ ・ 超広域型：2.0％ ・ 無回答：4.3％

※【参考】『平成21年度商店街実態調査』における立地状況の割合
繁華街：25.4％ ・ 住宅街：33.0％ ・ 駅前・駅ビル：15.9％ ・ ロードサイド：13.3％ ・ オフィス街：2.9％
その他： 6.6％ ・ 無回答：3.0％



規模（店舗数）・予算規模（年額）
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予算
規模

予算規模としては「100万円以上500万円未満」の29％が一番多く、
次いで「100万円未満」で20％と予算状況が厳しい商店街が多数伺える結果となった。

規模
（店舗数）

店舗数では「50店舗未満」の商店街が58.5％と半数を占めており、

店舗保有数が多い規模になればなるほど該当する商店街が尐くなった。

「100店舗以上、200店舗未満」と「200店舗以上」の商店街をあわせても

13％程度となっており、大規模商店街は一握りであった。

SA(n＝1247)

SA(n＝1247)



予算規模（年額）- 【クロス分析】
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予算
規模

●「近隣型」の商店街では年額「100万円未満」と「100万円以上、500万円未満」の

商店街をあわせると、42.7％という結果となった。

●「地域型」と「広域型」ではともに「100万円以上～5000万円未満」の商店街が

主なウェイトを占め、「超広域型」では1000万円以上の商店街が多く見られた。

商店街タイプ

×

予算
規模

●「100万円以上、500万円未満」の予算規模では「駅前地区」の商店街が最も多く、

「5000万円以上」の商店街としては「中心市街地」が大きな割合を占めた。

●「住宅、団地地区」・「農林漁業地区」では年額「100万円未満」が最も多く、

予算的に厳しい状況が伺える。

立地状況

×

(n＝1247)

(n＝1247)



属する市区町村・中心的な顧客層

12

●中心的な顧客特性としては「主婦」が61.0％と圧倒的に高く、
年代層では「50～60代」で68.0％であった。

●「学生」や「観光客」が中心となる商店街は、それぞれわずか1％程度。
年代では「10～20代」が2.0％、「70代以上」が5.2％ と、
若年層と高齢層の取り込みが弱い状況が伺える。

中心的な

顧客層

●「政令指定都市、特別区」が25.4％と最も多い。
●「町」では10％を下回り、「村」では1％にも満たない事から、
基本的に「市」での展開が中心となる結果となった。

属する

市区町村

(n＝1247)

SA(n＝1247) SA(n＝1247)



中心的な顧客層 - 【クロス分析】

13

●顧客の中心が主婦である商店街が「近隣型」で43.1％、「地域型」で22.2.％と、

群を抜いて高い割合を占める結果となった。

●一方、「広域型」では「主婦」3.0％、「家族連れ」2.1％、「ビジネスマン・OL」2.4％と

横ばいで母数が尐ないながらも顧客特性に偏りなく取り込めている様子が伺える。

顧客
特性

顧客
特性

●「主婦」の取り込みでは「駅前地区」が20.9％と最も高い割合を占めた。

●「中心市街地」の商店街では、「家族連れ」で4.0％、「ビジネスマン・OL」で5.3％と

それぞれ他の立地状況よりも高い結果となった。

商店街タイプ

×

立地状況

×

(n＝1247)

(n＝1247)



中心的な顧客層 - 【クロス分析】

14

●30～40代では「地域型」商店街が5.3％と他の商店街タイプよりも高い割合を占めた。

●50～60代では45.4％と「近隣型」が最も高い割合となり、

70代以上の顧客取り込みでも4.5％と他商店街タイプよりも高い結果となった。

●「広域型」では30～60代まで偏りなく取り込んでいる。

顧客
年代層

顧客
年代層

●「30～40代」では「中心市街地」が6.2％と他の立地状況よりも高い割合を占めた。

●「50～60代」では「駅前地区」が24.2％と最も高く、

「70代以上」では「住宅、団地地区」が1.7％と他立地状況よりも高い結果となった。

商店街タイプ

×

立地状況

×

(n＝1247)

(n＝1247)



以前（4、5年前）に比べ最近商圏内に増えている顧客

●以前に比べて増えている顧客特性でも中心的な顧客特性と同じく、

「主婦」が23.5％と最も多く、「家族連れ」が次いで13.9％となった。

●年代層ではやはり「50～60代」が28.1％と最も多い。

一方で、中心的な顧客とまでは至っていないが、

「30～40代」で21.3％、「70代以上」で17.6％と増加傾向が伺える結果となった。

15

以前より増えている

顧客

特性

年代層

SA(n＝1247)

SA(n＝1247)
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アンケート調査報告
第１章

1-2.商店街の景況感および抱える課題



来街者数の変化

17

来街者数
の変化

2～3年前と比較して来街者数が「減尐している」46.2％、「やや減尐している」32.3％、

合わせて78.5％の商店街で、来客の面で衰退している結果となった。

SA(n＝1247)



業績推移

業績推移・景況感の見通し

売上業績の推移に関する質問では、「衰退している」と回答した商店街が56.4％と半数

以上を占め、逆に「繁盛している」と答えた商店街は2.2％とかなり尐ない結果となった。

18

衰退している

56.4％
停滞している

29.6％

上記、業績推移で衰退している商店街が半数以上いる状況からも予想出来る通り、

今後の景況の見通しでは「下向き、悪化の兆しがある」と答えた商店街が58.5％と

半数以上を占めた。

景況感の

見通し

下向き、悪化の兆し

58.5％現状のまま

22.8％

未回答

11.9％

繁盛している 2.2％

未回答

12.8％

上向き、回復の兆しがある 6.0％

SA(n＝1247)

SA(n＝1247)



現在の課題

商店街の抱える現在の課題としては、

1位「商店街への来街者の減尐（顧客の流出）」58.2％、

2位「商店街活動への各商業者の参加意欲の低下」40.0％、

3位「高齢化等による後継者難」37.8％

という結果となった。

今後、現状打破に向けた改善策のカギとなるのは、

「集客」・「モチベーション」・「後継者」の３ポイントであると言える。

19

課題

MA(n＝1247)



現在の課題 - 【クロス分析】

20

課題

立地状況

×

● 「駅前地区」商店街 では「商店街活動への各商業者の参加意欲の低下」14.4％、
「高齢化等による後継者難」11.6％の、2つの課題が他立地状況よりも高い結果となった。

●「住宅、団地地区」商店街では、「大型店との競争激化」で5.9％を占め、
「中心市街地」の5.8％を上回る割合となった。

● 「中心市街地」では「空き店舗の増加」が7.5％を占め、他立地状況の2倍以上の
割合となった。

●「農林漁業地区」で最も多く回答された課題は「高齢化等による後継者難」で1.4％。

課題

業績推移

×
●商店街の抱える課題トップ3では、やはり「衰退している」商店街が最も多く回答。
●「繁盛している」商店街では「商店街活動への各商業者の参加意欲の低下」が
最も多く回答された課題となった。

● 「停滞している」商店街では、「業種構成（テナントミックス）に問題がある」で6.5％と
「衰退している」商店街よりも多くの回答が見られた。

(n＝1247)

(n＝1247)



対応状況

現在の課題に対する対応状況

●課題に対する対応状況をみると、31.8％の商店街が

「何を行うべきかわからない状況」と答えており、最も多い結果となった。

●逆に対応策を実施し、かつ成功している商店街は5.1％と一握りであった。

●「対応策実施中（十分な成果は出ていない）」16.1％と、

「対応策を選定・検討中（今後対応策実施予定）」17.7％をあわせると、

全体の33.8％が課題に向けて試行錯誤をしている状況が伺える。

21

課題に対する

SA(n＝1247)



対応状況

現在の課題に対する対応状況 - 【クロス分析】

22

課題に対する

立地状況

×

●「何を行うべきかわからない状況」と回答した商店街では

「駅前地区」が11.7％と他の立地状況よりも最も多く回答。

●「対応策実施中（十分な成果は出ていない）」では、7.7％と「中心市街地」が

最も高い割合を占めた。

●「特に対応策を講じる予定はない」と回答した商店街では、

「住宅、団地地区」が4.1％と最も高い結果となった。

対応状況
課題に対する

業績推移

× ●「繁盛している」商店街では、「対応策を選定・検討中（今後対応策実施予定）」との
回答が1.0％と最も多かった。

●「現在対応策実施中（成果が出ている）」と回答した商店街では、
「停滞している」商店街が最も多く3.6％という結果となった。

(n＝1247)

(n＝1247)



23

アンケート調査報告
第１章

1-3.各支援者との連携に係る情報



連携の有無

●連携の有無について見ると、「連携実施中」33.6％・「連携し計画策定中」7.1％、

合わせて40.7％の商店街が連携事業に取り組んでいる。

●他方、「連携したいがどうしたら良いかわからない」と回答した商店街が

21.8％もおり、連携ノウハウを面拡大出来れば、

全体の半数以上の商店街の連携事業展開へと繋げられる事が考えられる。

24

連携実施中33.6％ （419件）＋連携し計画策定中7.1％（88件）

連携に関する取組を行っていると回答した商店街は

40.7％（507件）

連携の有無

※次頁以降の連携に関する項目では、母数が507件となる。

SA(n＝1247)



連携の有無

連携の有無 - 【クロス分析】

●「連携実施中」の商店街では「中心市街地」が15.2％、「駅前地区」が12.6％が

他の立地状況よりも群を抜いて高い割合を占めた。

●「中心市街地」の商店街では、「連携し計画策定中」も4.3％と他立地状況よりも

多くの回答が見られた。

●「ロードサイド沿い」・「住宅、団地地区」の商店街を見ると、「連携実施中」の商店街

とほぼ同じ割合で「連携したいがどうしたら良いかわからない」商店街も見られた。

立地状況

×

25

(n＝1247)



連携の有無 - 【クロス分析】

景況感・業績推移

×

26

連携の有無
景況感・業績推移で見ても、「連携実施中」がそれぞれの商店街で多く、

同じく「連携したらどうしたら良いかわからない」・「連携したいと思わない」と続き、

全体と大きな変化は見られなかった。

(n＝1247)



理由

連携が中止・中断、交渉停滞している主な理由

「連携中断中、もしくは中止予定」1.4％、「現在は連携なし（過去あり）」2.6％、

「連携先と交渉停滞」1.4％（Ｐ21参照）、

あわせて5.4％の連携がうまくいっていない商店街に対してその理由を聞いたところ、

「商店街メンバーの参画意欲丌足」が40.3％と最も多い回答となった。

27

中止・中断、

交渉停滞の

SA(n＝67)



理由

連携が中止・中断、交渉停滞している主な理由 - クロス分析

28

中止・中断、

交渉停滞の

立地状況

× ●商店街メンバーの参画意欲丌足を抱える商店街では、

「駅前地区」が最も多い15.0％という結果となった。

●活動資金が丌足と回答した商店街では「中心市街地」9.1％と

「住宅、団地地区」4.5％が他立地状況よりも高い割合を占めた。

(n＝67)



連携が中止・中断、交渉停滞している主な理由 - クロス分析

29

理由

中止・中断、

交渉停滞の

業績推移

×
景況感・業績推移の回答状況で見たところ、「繁盛している」商店街では

中止・中断、交渉停滞している事例がなかった。

「停滞している」商店街、「衰退している」商店街ともに、

「商店街メンバーの参画意欲丌足」が最も多く回答され、「活動資金が丌足」が続き、

アンケート回答全体と大きな変化は見られなかった。

(n＝67)



連携先

現在の連携先

●主な連携先としては、1位「自治体等の支援団体」72.3％、2位「地域住民」39.6％、

3位「まちづくり団体」29.9％となり、地域に密着した人々との関わりがほとんどであった。

●4位で「大学、教育機関」25.3％、5位に「NPO」20.1％と続いた。

30

MA(n＝507)



現在の連携先 - 【クロス分析】

31

連携先

立地状況

× ●連携先として地域住民と回答した商店街では、「中心市街地」と「駅前地区」がともに、

12.5％で他立地状況よりも高い。

●地域金融機関では「住宅、団地地区」が2.7％と「駅前地区」2.5％よりも上回る

結果となった。

(n＝507)



連携先

現在の連携先 - 【クロス分析】

32

業績推移

× 基本的には「衰退している」商店街がほとんどの連携先において高い割合を占めて

いるが、「外部企業、大規模商業事業者、異業種企業」が連携先の商店街としては、

「停滞している」商店街が4.2％と最も高い割合を占めた。

(n＝507)



連携目的

連携の目的

連携の目的についての回答で最も多かったのが

1位「イベント、話題性喚起による集客強化」で69.7％、

2位「地域コミュニティの活性化・地域（顧客）サービスの向上」が47.6％、

3位「買物のニーズの充足による商店街の活性化」が26.7％と続き、

商店街メンバーの意識向上へも繋がる「集客」と「売上」の向上が最も多い

目的であると言える。一方で、地域貢献となるコミュニティ機能も

重要な目的と捉えられている事が伺える。

33

MA(n＝507)



連携目的

連携の目的 - 【クロス分析】

34

立地状況

×

立地状況で見ても、連携の目的では「イベント、話題性喚起による集客強化」、

「地域コミュニティの活性化・地域（顧客）サービスの向上」、

「買物のニーズの充足による商店街の活性化」が上位を占める結果となった。

「連携先の事業・活動への純粋な協力」と回答した商店街では、

「住宅、団地地区」よりも「ロードサイド沿い」の方が多く見られた。

(n＝507)



連携の目的 - 【クロス分析】

35

連携目的

業績推移

×
●「繁盛している」商店街で最も多く回答された連携の目的は、

「地域コミュニティの活性化・地域（顧客）サービスの向上」となった。

●「停滞している」商店街、「衰退している」商店街ともに、

連携目的トップ3が上位を占め、全体と大きな変化はない結果となった。

(n＝507)



連携により実施している内容（FA）

36

連携実施

内容

祭り・イベント

ボランティア

設備開発・整備

コミュニティ

セール
・商品券・抽選会

勉強会・研修会

205件

32件

34件

18件

21件

73件

19件

12件 9件

その他 56件

Ｗｅｂ・情報誌
商品・地域
ブランド開発

ポイント事業
・サービス券

【取組例】
・夏まつり
・七夕まつり 等

【取組例】
・大売出し
・地域共通商品券
・歳末抽選会 等

【取組例】
・防犯パトロール
・清掃事業 等

【取組例】
・コミュニティ広場の設置
・来街者の休憩スペース 等

【取組例】
・商店街のホームページ制作
・まちの情報誌の発行 等

【取組例】
・アーケード内歩道の
バリアフリー化
・街内にビジョンを設置 等

【取組例】
・有職者、学識経験者で
専門委員会を組織
・近隣商店街と定期的に会合 等

【取組例】
・組合ＰＢ商品の開発・作成
・アンテナチャレンジショップ
・地域ブランド 等

【取組例】
・ポイントカード事業
・エコスタンプの発行
・他の商店街との
協同サービス券発行 等

＜記述回答した商店街数：396件＞

連携によって実施している活動内容としては以下10のカテゴリーに分けられた。

連携目的で見られた通り、イベント系が最も多く205件の回答が得られた。

コミュニティに関する取組では21件という結果となった。

実施している商店街

実施している商店街

実施している商店街

実施している商店街

実施している商店街

実施している商店街

実施している商店街

実施している商店街

実施している商店街

【取組例】
・高齢者向けの無料バス ・顧客動向調査 ・アートに関する取組 等、多岐にわたる

※マルチアンサー形式のため、以下の件数の総数とは異なる。



連携による商店街活性化の計画策定の進展度

37

進展度 ●計画策定の進展度を見てみると、55.0％の商店街では順調に進展していると回答。

●他方、停滞しており解決の目途もついていない商店街が11.6％という結果となった。

順調に進展

55.0％停滞しているが、

解決の方向性が見えている

17.9％

停滞しており

解決の目途なし

11.6％

未回答

15.4％

SA(n＝507)



連携による商店街活性化の計画策定の進展度 - クロス分析

38

進展度

立地状況

×

進展度

景況感・業績推移

×

●順調に進展している商店街が大きい割合を占める中、

「駅前地区」では「停滞しているが解決の方向性が見えている」商店街と

「停滞しており解決の目途もついていない」商店街がともに5.0％と同数値となった。

●「住宅、団地地区」・「ロードサイド沿い」・「農林漁業地区」では

解決の方向が見えている商店街よりも目途もついていない商店街の方が多かった。

「衰退している」商店街では「停滞しており解決の目途もついていない」との回答が

「解決の方向性が見えている」との回答よりも若干だが多くなった。

一方、「停滞している」商店街では解決の方向性が見えているとの回答の方が

多い結果となった。

(n＝507)

(n＝507)



成功度

連携実施による商店街活性化の成功度合い

●連携の成功度では「成功している」28.2％・「やや成功している」46.2％と

あわせて74.4％の商店街が連携は成功していると回答。

●他方、「苦慮している」2.2％・「やや苦慮している」12.8％とあわせて14％が、

連携で苦慮しているという結果となった。

39

成功

28.2％

やや成功

46.2％

やや苦慮している

12.8％

SA(n＝507)

苦慮している

2.2％ 未回答

10.7％



成功度

連携による商店街活性化の成功度合い - クロス分析

40

立地状況

×

●苦慮している・やや苦慮していると回答した商店街をあわせると、

「中心市街地」では8.3％、「駅前地区」では4.7％、「住宅、団地地区」で2.7％、

「ロードサイド沿い」で2.3％という結果となった。

●全体に対して1.6％の「農林漁業地区」で1.4％はやや成功していると回答しており、

母数は尐ないながらも、連携している「農林漁業地区」商店街では

健闘している様子が伺える。

(n＝507)



成功度

連携による商店街活性化の成功度合い - クロス分析

41

業績推移

× ●「繁盛している」商店街では「苦慮している」との回答がほとんど見られなかった。

●「苦慮している」と回答したのは「衰退している」商店街が大きな割合を占めた。

(n＝507)



キッカケ

連携のキッカケ・主体的取組状況・資金負担状況

連携のキッカケとして「商店街からの働きかけ」が48.7％と半数を占め、

課題に対して切迫している状況が伺える。
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連携先からの

働きかけ

32.0％

商店街からの

働きかけ

48.7％

仲介・紹介

9.3％

主体的

取組状況

●連携に関する主体的な取組状況では「双方とも積極的、主体的に連携」が

44.6％と最も高い結果となった。

●他方、「連携先が中心」の商店街が22.7％おり、約2割の商店街で

主体的に取り組む方向へシフトする必要性が伺えた。

双方とも積極的、

主体的に連携

44.6％
連携先が中心

22.7％

商店街が中心

21.1％

資金負担

状況

●資金負担の面では、「主に商店街が負担」39.8％、「ほぼ折半」が32.5％となった。
●「主に連携先が負担」と17.0％の商店街が回答し、約2割の商店街では連携先に
依存している結果となった。

主に

商店街が負担

39.8％
商店街と連携先が

ほぼ折半

32.5％

主に

連携先が負担

17.0％

SA(n＝507)

SA(n＝507)

(n＝507)

未回答

10.1％

未回答

11.6％

未回答

10.7％



連携の主体的取組状況・資金負担状況 - 【クロス分析】

43

主体的

取組状況

「双方とも積極的、主体的に連携している」との回答が多い中、

●「停滞している」商店街では「商店街が中心」に取り組んでいるとの回答が多く、

●「衰退している」商店街では、「連携先が中心」に取り組んでいるとの回答が多かっ
た。

業績推移

×

資金負担

状況

●「中心市街地」商店街では「商店街と連携先がほぼ折半」しているとの回答が
最も多かった。

●「駅前地区」・「住宅、団地地区」・「ロードサイド沿い」では「主に商店街側が負担」
しているとの回答が多く見られた。

立地状況

×

(n＝507)

(n＝507)



連携の継続性

44

継続性

・連携事業の継続性を見てみると、連携実施中の507商店街に対して、

「長期的に継続」と答えた連携を実施している商店街が62.7％、

「長期的に継続予定」との回答が15.0％見られ、連携を実施している商店街では

約8割が、継続的な活動へと繋げられている結果となった。

長期的に継続

62.7％
長期的に継続予定

15.0％

やむをえず

一時的な活動に留まる

9.7％

当初から一時的な活動として実施

5.7％

未回答

6.9％

SA(n＝507)



連携の継続性 - 【クロス分析】

45

継続性

立地状況

×

％

長期的に継続している商店街が多い中、

「中心市街地」の商店街では「やむをえず一時的な活動に留まる」との回答が5.7％と

「長期的に継続予定」5.3％の回答を上回った。

(n＝507)



連携の継続性 - 【クロス分析】
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継続性

業績推移

× 「繁盛している」「停滞している」「衰退している」どの商店街でも、

「長期的に継続」と回答した商店街が最も高い割合を占め、

連携実施している商店街全体と大きな変化は見られなかった。

(n＝507)



課題

連携における現状の課題

連携における現状課題としては、

1位「商店街メンバーの参画意識が低い」64.0％、

2位「活動資金が丌足している」55.3％、

3位「事業の成果が見えない、測定できない」27.3％であった。

連携においても「モチベーション」の問題は大きなウェイトを占める結果となった。

47

連携における

MA(n＝507)



連携における現状の課題 - 【クロス分析】

48

商店街タイプごとでの大きな課題の差異は見られず、

「商店街メンバーの参画意欲が低い」・「活動資金が丌足している」・

「事業の成果が見えない、測定できない」の3つの課題は、

共通の課題として見出す事ができる。

商店街タイプ

×

課題
連携における

(n＝507)



連携における現状の課題 - 【クロス分析】
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立地状況

×

課題
連携における

立地状況ごとでも大きな課題の差異は見られず、

「商店街メンバーの参画意欲が低い」・「活動資金が丌足している」・

「事業の成果が見えない、測定できない」の3つの課題は、

共通の課題として見出す事ができる。

(n＝507)



連携における現状の課題 - 【クロス分析】
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業績推移

×

課題
連携における

景況感・業績推移ごとで見ても大きな課題の差異は見られず、

「商店街メンバーの参画意欲が低い」・「活動資金が丌足している」・

「事業の成果が見えない、測定できない」の3つの課題は、

共通の課題として見出す事ができる。

(n＝507)
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事例調査報告
第２章



事例調査について

52

■調査目的

■調査概要

■調査項目

調査地域 全国

調査対象 アンケート調査に回答頂いた商店街から選定

調査方法 郵便による発送・回収および、FAX・Eメールによる回収

調査時点 平成23年2月10日（木）現在

調査票発送 156件（内訳：成功事例89件・苦慮事例67件）

調査票の回答
調査票回答数 86件（成功事例53件・苦慮事例33件）
うち有効回答数 同上

＜2-1.各支援者との連携に係る情報＞
■連携に至る前に存在した課題
■連携先を探す手段
■連携に行きついた理由
■実施体制・リーダーシップの構築
■メンバーの意識合わせ・モチベーション維持等への手立て
■連携活動に必要な資源の調達方法

＜2-2.連携している商店街向け項目＞
■連携活動の継続化における問題
■連携先との課題解決のための取り組み内容
■連携活動の実施内容
■連携活動の評価・検証方法
■連携の課題・解決策

＜2-3.連携に苦慮している商店街向け項目＞
■連携活動がうまくいかなかった理由
■商店街が今後必要としている連携に関する支援

協働体制づくりの問題を解決し、さらなる連携の促進を図るため、
アンケートの結果をもとに、連携を実施している、また、過去実施していた商店街を抽出し、
その事例に対して連携に関してどのような取組を行っているか調査を行い、各地の商店街の
連携体制状況を把握・分析する。



連携に関する事例整理の考え方

53

連携が継続

連携が困難

連携活動を実施しており、
かつ成果が出ている商店街

連携活動を実施しているが、
成果が出ていない商店街

連携活動に意欲はあるが、
実施が難しい商店街
（過去実施有無を問わない）

今回の事例調査において、連携活動に対して成功している商店街と苦慮している商店街
それぞれの現状を把握します。「成功」と「苦慮」の定義を整理します。

①現在も連携活動が継続されている、または、継続予定
②活動は商店街と連携先双方が主体的に話し合って活動している
③連携先が1つではなく、複数の団体と連携している
④地域資源の活用や地域問題に取り組んでいる

成功
とは

連携実施の

苦慮
とは

連携実施の
連携活動を断念、もしくは連携まで至れなかった商店街。
【以下、内訳】
・連携をしていたが中断、または中止予定
・連携をしていたが、現在はしていない
・連携を考えているが連携先との交渉が停滞

連携成功

連携苦慮

実施苦慮

本調査にご回答頂いた商店街を、上記定義に則り、
以下3つのくくりでも事例をカテゴライズしてデータを分析してまいります。

連携に関する事例カテゴリー

※アンケート調査にて「連携活動は成功している」と回答した商店街を選定

※アンケート調査にて「連携活動で苦慮している」と回答した商店街を選定
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事例調査報告
第２章

2-1.各支援者との連携に係る情報

成功 苦慮



連携に至る前に存在した課題

55

連携に至る前に存在した課題としては、
1位「来街者減少」60.4％の商店街で見られ、
2位「大型店との競合激化」39.6％、
3位「各商業者の参加意欲低下」34.0％という結果となった。

成功

MA(n＝53)

連携に至る前に存在した課題としては、成功事例・苦慮事例に大きな差異はなく、
「来街者減少」、「大型店との競合激化」、「各商業者の参加意欲低下」の３つが中心課題であった。

と



苦慮

●連携に至る前に存在した課題としては、「来街者減少」が60.6％の商店街で
見られ、「各商業者の参加意欲低下」と「大型店との競合激化」はともに
42.4％の商店街が抱えていたと回答した。

●成功事例では「高齢化等による後継者難」17.0％、「商圏内の人口の減少」20.8％
なのに対し、苦慮事例では「高齢化等による後継者難」33.3％、
「商圏内の人口の減少」27.3％と「後継者難」の方が多く回答が得られた。

連携に至る前に存在した課題

56

【その他】記述例：道路拡復問題

MA(n＝33)



連携に至る前に存在した課題（FA）

57

大型店の出店による競争激化の答えが多いが、一方で大型店の撤退など核となる
店舗がなくなり来街者の減少につながったという答えもあった。
その他に老朽化により商店街の魅力の低下、資金面の問題などの答えがあった。



連携に至る前に存在した課題（FA）

58

大型店の出店による競争激化の答えが最も多く半数近くある。
その他には、リーダー丌在や高齢化等による後継者難など、人材丌足も多い。



連携先を探す手段としては、
1位「連携先への相談」が38.5％の商店街で見られ、
2位「商工会議所、商工会へ相談」が36.5％
3位「行政の相談窓口への問い合せ」が30.8％という結果となった。

連携先を探す手段・連携に行きついた理由

59

MA(n＝53)

MA(n＝53)

連携に行きついた理由としては、
1位「自分達だけでは限界を感じていた」が67.3％の商店街で見られ、
2位「商店街関係者からの提案」が30.8％、
3位「支援機関からのアドバイス」が23.1％という結果となった。

成功事例では、連携先を探す手段として直接「連携先に相談」、
もしくは「商工会議所、商工会等への相談」が中心という結果となった。

連携に行きついた理由としては「自分たちだけでは限界を感じていた」と半数以上の商店街が回答。

成功

成功



連携先を探す手段としては、
1位「商工会議所、商工会へ相談」が39.3％の商店街で見られ、
2位「他商店街へ足を運び調査」が28.6％、
3位「行政の相談窓口へ問い合わせ」が21.4％という結果となった。

連携に行きついた理由としては、
1位「自分達だけでは限界を感じていた」が46.4％の商店街で見られ、
2位「商店街関係者からの提案」が28.6％という結果となった。

連携先を探す手段・連携に行きついた理由

60

MA(n＝33)

MA(n＝33)

【その他】記述例：自らＮＰＯを立ち上げる

【その他】記述例
■行政で行なっている各地域単位の行事などを、近隣の商店会と協力して行っていたが、

現在は廃止されています。会のＰＲの必要性がありました。
■新規事業を計画、相手として相談。
■時間が無い。各店の業務第一の為。
■連携先をさがすが各会員には、向上意識がついてこない。

連携先を探す手段では「連携先への相談」が成功事例と比較すると、20.6ポイント低く、
連携に行きついた理由では、「支援機関からのアドバイス」が16.0ポイントも低い事から、
「他商店街へ足を運び調査」が28.6％の商店街で行われている事から見られるように、

連携に至る機会が少ないなかでの地道な活動が伺える。

苦慮

苦慮



連携に必要な実施体制の構築では、
●「既存の委員会等、商店街内の組織同士での連携」と、

「事務局を設置・既存事務局による運営」がともに29.3％の商店街が回答。
●「委員会の結成」「商店街代表者による担当割り振り」がともに17.6％であった。

連携に必要な実施体制の構築では、
「委員会の結成」と「商店街代表者による担当割り振り」がともに26.7％で最も高い
割合となり、成功事例との違いが現れた。この事から、事務局や委員会等の組織が
未設置の状態からのスタートが予想される結果となった。

実施体制・リーダーシップの構築

61

MA（n＝33)

【その他】記述例
■現状では、経営者の高齢化が進んでいる為、リーダーを作ろうとしても作れない。

連携に関する体制構築について聞いたところ、
成功事例では「既存の委員会等、商店街内の組織同士での連携」や

「事務局を設置・既存事務局による運営」が中心で、あらかじめ整備された組織体系からの構築が伺えた。

他方、苦慮事例では「委員会の結成」・「商店街代表者による担当割り振り」の割合が高く、連携以前の
商店街自体の体系整備からスタートしているため、苦慮する壁が多い可能性が伺える結果となった。

苦慮

成功

（n＝53）



メンバーの意識合わせ・モチベーション維持等への手立て

62

SA（n＝33)

連携活動に必要な意識合わせやモチベーション維持の手立てとしては、
「定例会・勉強会の実施」が54.7％、「定期的な関係者同士での親睦会」は24.5％
の商店街が実施していると回答した。
その他項目の中には、連携先との密な関係の維持を意識したコメントが見られた。

●連携活動に必要な意識合わせやモチベーション維持の手立てとしては、
「定例会・勉強会の実施」が39.4％、「定期的な関係者同士での親睦会」は
24.2％の苦慮商店街で回答があり、成功事例と似た割合となった。

●他方、特にそういった手立ては講じていない商店街は18.2％見られた。

成功・苦慮ともに、「定例会・勉強会」が意識合わせやモチベーション維持の場となっている。

【その他】記述例
■イベントへの参画
■連携団体の得意分野をいかしたイベントを続ける
■月１回以上の反省と準備会・勉強会（月のイベントなので）
■商店街代表者と連携先との継続的コミュニケーション確保
■役員会
■その都度委員会を開催

定例会・勉強会の実施

54.7％

その他

13.2％

定例会・勉強会の実施

39.4％

定期的な
関係者同士での親睦会

24.2％

苦慮

成功

定期的な関係者同士での
親睦会

24.5％

関係者向けの回覧板
1.9％

未回答
5.7％

特にそういった手立ては
講じなかった

18.2％

関係者向けの回覧板
6.1％

未回答
12.1％

SA（n＝53）



苦慮

成功

連携に必要な資源の調達 【ヒト】

63

●ヒトに関する調達方法としては、「会員へ協力依頼」が50.0％、
「商店街内の店舗関係者へ協力依頼」が48.1％という結果となった。

●また、「連携先に依存」している側面も見られる商店街は30.8％であった。

ヒトの調達については、成功・苦慮ともに会員・非会員を問わず商店街内の関係者へ
協力依頼を行っている様子が伺えるが、成功事例は「連携先に依存」している側面も見られ、

他方、苦慮事例では連携先への依存が少なく、頼れる相手が少ない状況が伺える。

MA(n＝33)

MA(n＝53)

●「会員へ協力依頼」 と「商店街内の店舗関係者へ協力依頼」がともに80.8％の
商店街から実施していると回答があった。
「知り合いの地域住民へ協力依頼」も65.4％の商店街で行われていた。

●一方、「連携先に依存」は11.5％と成功事例の30.8％と比較すると半数以下となった。



連携に必要な資源の調達 【モノ】

64

モノについては、成功・苦慮ともに7割以上の商店街が自身の力で調達しているが、
成功事例の4割は「連携先に依存」もしており、

他方、苦慮事例でも連携先へ依存しているが、さらに企業の力も借りている状況が伺えた。

苦慮

成功
モノの調達では77.1％の商店街が「商店街内の店舗から調達」と回答。
自力での取組が伺える一方で、37.5％の商店街では「連携先に依存」
している部分も見られ、自力における限界の存在が伺える結果となった。

MA(n＝53)

●成功事例と同じく「商店街内の店舗から調達」が86.4％と最も多い回答となった。
●一方で、「連携先に依存」・「企業に協力依頼」 を行う商店街は50.0％と

半数が回答しており、連携先への依存だけでは十分ではなく、企業との協力も
必要な状況が伺える。

MA(n＝33)



連携に必要な資源の調達 【カネ】

65

苦慮

成功
カネの調達方法では、「行政からの補助金」が75.0％、
次いで「組合費からの配分」が63.5％となった。
また、「会員から組合費以外の徴収」も行う商店街は26.9％であった。

MA(n＝53)

●「行政からの補助金」と「組合費からの配分」ではともに72.0％の商店街が
実施していると回答。

●「会員から組合費以外の徴収」も行う商店街は60.0％と成功事例よりも33.1ポイント
高い。

カネの面では組合費から配分はするものの、行政からの補助金は必要丌可欠な状況が伺える。
「会員から組合費以外の徴収」も行う商店街もあり、

連携事業に向けた意気込みが見える反面、組合費等だけでは厳しい経済状況も伺える。
（特に苦慮事例では組合費以外の徴収が半数を超えた）

MA(n＝33)



連携に必要な資源の調達 【情報】

66

情報の調達方法では、連携先や行政・金融機関等からの情報提供が中心で、
商店街自身での調達能力に限界があり、情報提供機関やサービスのニーズが伺える。

苦慮

成功
●「連携先からの情報提供」では76.9％の商店街が行っていると回答し、

「行政・金融機関等からの情報提供」では48.1％であった。
●「文献等からの情報収集」は7.7％と自身での情報調達はあまり精力的には

行っていない様子が伺える。

MA(n＝53)

●「連携先からの情報提供」が82.6％、「行政・金融機関等からの情報提供」が69.6％の
商店街で回答され、成功事例と似た結果となった。

●他方、「コンサルティング企業からのアドバイス」が26.1％の商店街で見られ、
成功事例の7.7％よりも22.3ポイント高い結果となった。

MA(n＝33)
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2-2.連携している商店街向け項目

成功

連携成功 連携苦慮



連携活動の継続化における問題 【資金丌足】

68

SA（n＝53)

継続化に立ちはだかる問題として資金丌足については、
全体の53.1％が「ある｣と回答。
約半数の商店街で資金丌足が問題となっている結果となった。
また、連携において苦慮している商店街では約7割が「ある」と回答した。

ある
53.1％

連携成功

連携苦慮

ない
46.9％

SA（n＝36)

SA（n＝17)

ある
47.2％

ない
52.8％

ある
69.2％

ない
30.8％

カネ

連携において成功していると回答した商店街では、
継続化における資金丌足の有無の回答は半々、
「ない」と回答した商店街が「ある」よりも
5.6％と若干多い結果となった。

連携において苦慮していると回答した商店街では、
継続化における資金丌足はあると69.2％の商店街
が回答した。



連携活動の継続化における問題 【人的問題】

69

SA（n＝53)

ない
51.0％

連携成功

連携苦慮

ある
49.0％

SA（n＝36)

SA（n＝
17)

ある
45.7％

ない
54.3％

ある
57.1％

ない
42.9％

ヒト

連携において成功していると回答した商店街では、
継続化における人的問題は「あり」「なし」とも
に回答は半々、「ない」と回答した商店街が
「ある」よりも8.6％と若干多い結果となった。

連携において苦慮していると回答した商店街では、
継続化における人的問題はあると57.1％の商店街
が回答した。

継続化に立ちはだかる問題として人的問題については、
全体の49.0％が「ある｣と回答。
約半数の商店街でヒトに関する問題を抱えている結果となった。
また、連携において苦慮している商店街では約6割が「ある」と回答した。



連携活動の継続化における問題 【連携先との意見丌一致】

70

SA（n＝53)

連携成功

連携苦慮

SA（n＝36)

SA（n＝17)

ある
26.5％

ない
73.5％

ある
50.0％

ない
50.0％

意見
丌一致

ない
66.7％

ある
33.3％

連携において成功していると回答した商店街
の73.5％は、継続化において連携先との意見の
丌一致はないと回答。

連携において苦慮している商店街では、
継続化において連携先との意見の丌一致の有無に
ついての回答状況は50％ずつとなった。

継続化に立ちはだかる問題として連携先との意見の丌一致については、
全体の66.7％が「ない｣と回答。
しかし、約3割の商店街では連携先との意見の丌一致という問題を
抱えている結果となった。
また、連携において苦慮している商店街では半数が「ある」と回答した。



連携活動の継続化における問題 【その他】

71

SA（n＝53)

ない
81.0％

連携成功

連携苦慮

ある
19.0％

SA（n＝36)

SA（n＝17)

ある
14.3％

ない
85.7％

ある
28.6％

ない
71.4％

その他
継続化に立ちはだかる問題としてその他の回答率は19％であった事から、
カネ（53.1％）、ヒト（49％）、連携先との意見丌一致（33.3％）の順で、
この３つの問題が継続化の大きな問題と言える。
その他の記述では、連携先への依存に丌安を感じる声も見られた。

【以下、記述内容】
■組合員の多くが、真剣に考えていない
■責任者の選定

【以下、記述内容】
■大学生の力は大きく、今ではこの連携がないと、

イベントや祭りが実施できないくらい。
■新しい商品導入



連携先との課題解決のための取り組み内容(FA)

72

話し合いや、協議などの会合等の取り組みを行う商店街が多い。
その他には役割分担の明確化、勉強会の開催などが見られた。



連携活動の実施内容(FA)

73

集客を意識したイベント、売り出し、抽選会が中心。
その他に景観づくり、近年話題のご当地グルメ開発、空き店舗活用による子育て支援など多種多様。



評価
検討

会員からの意見集約。

実施後の「反省会の開催」を行っている商店街が62.5％と、約6割で
連携活動の評価・検討方法として中心的な活動と伺えるが、
同時に残りの約4割は反省会を行っていない状況も浮き彫りとなった。

連携活動の評価・検討方法

74

MA(n＝53)

反省会の実施

お客様アンケート

第三者による評価

その他

■役員会で討議 ■理事会において ■親睦会を兼ねた反省会の実施

■毎回実施後 ■周知活動が丌足して集人が丌充分

■天候、売上の増減、人出の多賓について議論

■月一回、又事業の後１週間内に

■課題の洗い出しを行っている ■実施状況を常に発表をして来た

■ ６ケ月にわたり調査をした ■現在実施中

■他の合同イベントに合わせて行なった場合、店と参加者とのアンケートを実施分析

■商工会によるアンケート

■講師に報告書を作成してもらいメンバーで協議

以下、その他記入内容詳細

■毎月１回反省会と次回の実施内容について打合せを行っている

■率直に何も出来ていないと思う。組合役員の高齢化でフットワークに困難も生じている

■投票数の増加による評価

■定期的な会合で討論中

■市とも連携し、動員数などをチェックしている

■会員からの意見集約

■反省会ナシ

実施評価は「反省会の開催」が中心であるが、逆に約4割は反省会を行っていない状況も見られた。



課題

解決策

連携の課題・解決策（FA）

75

連携を実施して明らかになった課題・問題点としては、
「イベントのマンネリ化」と継続しているからこその悩みや、
「告知・集客」が主な回答。全体的には多種多様であった。

課題同様に多種多様であるが、解決に至ってないところも多い。その他に打合せや
体制の強化、スタッフの意識改革など、コミュニケーション領域の考えが多かった。
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2-3.連携に苦慮している商店街向け項目

苦慮



連携活動がうまくいかなかった理由

77

MA(n＝33）

【その他】記述抜粋
■社会の変化、商店会員の高齢化が、継続をむずかしくした。
■担当者の転勤。
■連携はできたが、メンバー構成が連携先のトップで実行部隊の丌在が原因と思える。

連携活動がうまくいかなかった理由では、半数以上の回答として
まず「商店街メンバーの参画意欲が低い」63.0％ と、
次いで「活動資金が丌足している」48.1％が挙がった。

うまくいかなかった理由としては
「メンバーの参画意欲が低い」と「資金丌足」の二つが大きな割合を占めた。

理由
うまくいかない



連携活動がうまくいかなかった理由（FA）

78

記述でも「意欲・意識の低下」が高く、その背景には店主の高齢化や
商圏内の人口減など、解決しづらい問題を抱えている。
その他には連携先との意思疎通、組合員の合意形成などで
問題があるという考えが多く見られた。

理由
うまくいかない



商店街が今後必要としている連携に関する支援

79

【その他】記述抜粋
■会員へのわかりやすい情報の提供と

理解度向上への方策提案

必要とする情報提供の支援として商店街から最も回答が得られたものは、
「連携に関する有効事例マニュアルの提供」が78.3％だった。

各商店街に連携活動を実施するにあたって、必要だと思う支援について聞いたところ、
活動立ち上げの際の道標となる有効事例の入手や、リーダー丌足に対するフォローが多い回答を得た。

【その他】記述抜粋
■各個店の意識向上への働きかけ
■連携することが問題解決に有効かどうかの

判定・診断

MA(n＝33)

MA(n＝33)

支援
必要とする

必要とする対応支援では「連携に関する商店街合同勉強会の実施」が62.5％の
回答を得た。
次いで、「まちづくりに関するリーダーの紹介・派遣」が50.0％となった。支援

必要とする

情報提供

対応
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第３章
商店街活性化ならびに

地域活性化に資する連携の在り方
（汎用的なモデルならびに連携体制構築手法等）

に関する提言書



提言書 全体概要

81

連携体制実施により商店街活性化を実現している商店街と、
連携体制実践に苦慮している商店街の

連携体制を実施している商店街及び連携者への

以上の2点について次頁より紹介していきます。

商店街は「商機能」とは別に、
地域住民が交流する「公共の場」としての役割も果たしております。

しかし今回、調査を行ってみて、ほとんどの商店街が
「来街者の減尐」、「高齢化による後継者難」、

「商店街活動への参加意欲の低下」、「大型店との競争激化」など
様々な問題・課題を抱えており、

役割を果たしきれない状況になっております。

そのような状況の中、「商機能」と「公共の場」としての役割を果たすため、
商店街単独の活動から脱皮し、様々な連携へのアクションが始まっております。

商店街が地域住民や大学、企業、ＮＰＯ等、
様々な団体と連携した取り組みが行われております。

しかし、このような試みはまだ始まったばかりであり、
連携における検証がされておらず、

この提言書では今回の調査により明らかになった点を総括していきます。

事例調査により明らかになった点の整理

インタビュー調査による
汎用的なモデル及び連携体制構築手法のまとめ



成功・苦慮から見る事例調査により明らかになった点の整理

82

しっかりした連携のための体制づくり
成功事例と苦慮事例を比較すると、成功事例の方は既存の事務局を中心とした体制が
多く、従来からコミュニケーションが行き届いているとともにモチベーションの高い人が
参加している可能性が高い。
一方で、苦慮事例では商店街代表者による担当者の割り振りが多く、
一過性の体制である。
連携は継続的なものであり、意思疎通をしっかりとはかり、体制構築することが重要と
考えられる。

メンバーの意識合わせ
連携活動を行う上で「定例会・勉強会」、「定期的な親睦会」をほとんどの商店街で行い、
メンバー同士の意識合わせを行っている。
苦慮事例では、メンバーの意識合わせのための手立てを講じてない商店街が多く、
連携の反省会、勉強会、準備会などにより定期的な意識合わせが必要と考えられる。

連携継続のために必要な要素
連携活動を実施して、今後連携を継続してくためには、「資金調達」、「人材育成」、
「意思疎通」の3つがポイントである。
どの商店街においてもこの3つの問題を解決していくことが、連携の成功につながると
考えられる。

連携をはじめるには

連携を成功させるためには

連携を継続させるためには



インタビュー調査による汎用的なモデル及び連携体制構築手法のまとめ（概要）

83

連携事業におけるマッチングの現状

今回、連携を継続している10の商店街の代表（担当者）、
連携先に直接インタビュー調査を行い、

明らかになった点は下記の通りで総括します。

連携先について

連携の経緯

商店街に求められるもの

運営組織の在り方

連携事業の障害

連携における今後の課題

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦



84

連携先について

地域的結びつきが強い連携相手
問題点を商店街と共有できることが必要

・高松丸亀町、青森新町通りなどのように、商店街の基盤整備という

ハード的な要素が強い部分に関しては、補助事業などにより、

在京の街づくりコンサルタントなどが関不しているケースが見られた。

・しかし、商店街活性化というソフト的な要素が強い事業に関しては、

地元企業やＮＰＯなどの市民団体、商工会議所など、地域的な

結びつきの強い団体が連携相手となっており、地域の問題点や課題、

商店街が抱える危機感をある程度共有できることが必要と思われる。

連携の経緯

連携相手は商店街独自のネットワーク
によるもの

・連携の経緯は、成功事例では商店街幹部の個人的つながりなど、

商店街独自のネットワークで連携相手を探し、商店街の方から

積極的にアプローチしており、マッチング役はほとんど介在していない

例が多かった。

・商工会議所については、宇都宮ユニオン通りで地元企業の紹介を

受けているが、連携内容はイベント開催などにとどまる。

市など自治体では、公平性の観点から特定の団体を紹介することは難しく、
特に、金銭支払いがからむものは、間に地域統括団体が介在するなど、

迅速性が欠け、敬遠されているとの声もインタビューの中で挙がった。

①

②

インタビュー調査による汎用的なモデル及び連携体制構築手法のまとめ①②



④

③

85

重要となる、商店街のリーダーシップ

・高崎ユニオン通り、高松丸亀町など、連携事業が比較的、

成功している事例で見られたのは、商店街トップの強いリーダーシップで

商店街が連携事業の主導権をとっているケースであった。

・一方、青森新町商店街や宇都宮ユニオン通りでは、連携事業の

主導権を商工会議所や行政が握っているために、連携相手との

コミュニケーションが深まらず、事業が持続しにくく、なかなか軌道に

乗らない状況も見られた。

運営組織の在り方

連携事業の成功は、
持続的な運営組織がカギ

・連携事業が成功している事例では、枝光本町商店街等、協議会組織

など連携相手と事業継続のための組織をつくっているところが多く、

また、高崎レンガ通り、追分通りのように、連携団体が商店街組合の

メンバーとして役員となっているケースもある。

・連携事業が一過性のものにとどまらず、持続するためには商店街と

連携団体がコミュニケーションをとるための持続的な組織運営がカギとなる。

商店街に求められるもの
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⑥

連携における今後の課題

⑤

連携事業の障害

86

“カネ”と“ヒト”に悩む商店街

・商店街では店舗の組合加入率の低下に苦慮するところが多く、

組合費が原資となる組合資金は尐なく、高松丸亀町のように独自事業の

展開により組合資金が潤沢なところはきわめて希である。連携事業に

補助事業を活用する場合でも、組合自身が出す“タネ銭”は必要で、

組合自身の資金力が連携事業の幅を決定する側面があり、

“カネ”は最も大きい連携事業にとっての“障害”といえる。

・また、組合の加入率の低さは、資金とともに新たな人材の供給を

妨げている現実を訴える声もある。商店街幹部の高齢化が進み、

若い人材が育っていない中で、「頑張っている人に依存している」（追分通り）

という状況で、将来に向けた連携事業の展望が開けないという声も聞かれた。

求められているのは、一過性のイベントではなく

商店街の存続につながる持続的な事業展開

・連携事業が成功し、商店街の集客力が高まった事例でも、

店舗の売り上げアップに関しては未知数との声が多かった。

連携事業が商店街全体の支持を得るためには、商店街の存続につながる、
具体的には売り上げアップなど目に見える成果につながることが必要で

ある。そういった観点から、一過性のイベント志向の施策には批判的な

見解が多く、連携事業に関しても持続的な展開が求められている。
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⑦

連携事業におけるマッチングの現状
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商工会議所が中心

景気低迷を反映し地域金融機関は“及び腰”

・連携団体の橋渡しをするマッチング役に関しては、青森新町商店街、

宇都宮ユニオン通りなどでは、商工会議所が担っている。

すでに連携しているＮＰＯ団体が横のネットワークを使って他の団体や

人材を橋渡しするケースも見られる（青森新町商店街、高崎ユニオン通り）。

・地銀や信金、信組などの地域金融機関にしては、低迷する経済状況を

反映して、資金面、人材面も含め商店街の支援活動には概して“及び腰”

との声が多く、「銀行には頼れない」との商店街の声も聞かれた。
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