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被災商店街等の復興ノウハウ 

 

１.商業復興へ取り組むにあたって 

   地震や津波で激甚災害にみまわれた商店街や商業地は、国等の支援を受けて共同仮設店舗の

建設に取り組んできました。阪神・淡路大震災の場合は、ほぼ６ヶ月程度経過後に、東日本大

震災の場合はそれよりも少し遅れて営業再開にこぎつけ地域商業の復旧を果たしています。 

   仮設店舗による復旧でひと段落する前後の頃から、被災した商店街等は本格復興に向けた検

討や取り組みを始めることになります。この検討を始めるにあたっては、まず被災前の実態を

十分に把握し、今後の商業を取り巻く環境の変化を適正に予測するとともに、まちづくりと商

業の本格復興における関係性を十分に認識して取り組んでいく必要があります。 

   「早期に復興したい」という思いだけでは、変化の激しい時代においては、その舵取りを間

違い兼ねません。被災した商業者たちにとっては非常時ではありますが、焦らずじっくりと腰

を据えた復興への取り組みが求められます。 

 

 (１) 被災地商業の被災前の実態把握 

   被災した商店街や商業地が本格復興に取り組んでいくプロセスで、まず最初に議論すべき点

は、目標設定になります。単に被災前の状況に戻すだけで商店街等の復興が本当に果たせるの

か、関係商業者全員で議論しなければなりません。 

 

 

  商業統計の推移＜図 1-1＞が示しているように、商業の競争環境は極めて厳しい状況にありま 

す＜図 1-2＞。特に地方都市の中心市街地商業の疲弊は社会問題化し平成 10 年に中心市街地

活性化法が制定され、さらに地域コミュニティの担い手としての商店街を支援すべく平成 21 年

には地域商店街活性化法が制定されています。 
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  ＜図１－１＞全国の小売商業の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜図１－２＞商店街の衰退傾向 

           （平成 21 年度商店街実態調査報告書 中小企業庁） 

 

 

 

 

 

 

 

  

全国の小売商業の推移(昭和57年～平成19年)

昭和57年 昭和60年 昭和63年 平成 3年 平成 6年 平成 9年 平成11年 平成14年 平成16年 平成19年

商店数 100.0 94.6 94.1 92.4 87.1 82.5 81.7 75.5 71.9 66.1

従業者数 100.0 99.4 107.6 108.9 115.9 115.4 126.0 125.2 121.9 119.0

年間販売額 100.0 108.2 122.2 149.7 152.5 157.2 153.1 143.8 141.8 143.3

売場面積 100.0 99.0 106.9 115.2 127.4 134.2 140.3 147.4 151.0 156.8

昭和57年 昭和60年 昭和63年 平成 3年 平成 6年 平成 9年 平成11年 平成14年 平成16年 平成19年

100.0 104.7 113.7 124.6 146.3 162.7 171.6 195.1 210.0 237.3

100.0 109.3 114.3 130.0 119.7 117.1 109.1 97.6 93.9 91.4

100.0 108.9 113.6 137.4 131.6 136.2 121.4 114.9 116.4 120.5

100.0 114.4 129.9 161.9 175.0 190.6 187.3 190.4 197.2 216.9

項　　　目

項　　　目

１店当たり売場面積

売場面積１㎡当たり年間販売額

従業員１人当たり年間販売額
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60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0
全国の商店数等の増減推移

商店数

従業者数

年間販売額

売場面積

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

220.0

240.0

260.0

280.0
全国の販売効率等の増減推移

１店当り売場面積

面積１㎡当り年間販売額

従業員１人当り年間販売額

１店当り年間販売額



- 3 - 

 

 

   被災した多くの商店街や商業地も同じ厳しい状況にあり、これら制度の支援を受けなければ

活性化も難しい状況にあったと想定されます。この点から本格的な復興を目指すにあたり、ま

ず被災前の商業の実態を十分に検証したうえで、１０年、20 年先のあるべき商店街像を構築

しなければなりません。 

   被災した地域のまちづくりの復興手法や方向性が示されるまで、受け身の姿勢で待機するの

ではなく、行政支援の専門家派遣などを受けて商業者全員で、被災前の状況を再確認し今後の

商業のあり方を議論し検討していくことが大切です。 

 

  ① 被災前の実態把握 

   ・被災した商店街や商業地の復興ビジョンを検討するためには、まずその商業の被災前の実

態を把握しておく必要があります。 

   ・被災した商業地や商店街の過去の推移と被災直前の規模などを商業統計や事業所統計で確

認する一方、これまで抱えてきた商圏については国勢調査等でチェックし、被災商業地の

商圏範囲、近隣の競合商業施設の状況や商店街内部が抱えてきた課題を検証します。 

   ・小売商業にとって顧客の対象は、商圏の定住人口、業務人口そして観光客等の交流人口に

区分されます。復旧、復興の過程でボランティアや復興に携わる建設関係者など一過性の

業務的な人口増加が予想されますが、被災前の顧客の構成はどのような内容であったのか

を把握しておきます。 

 

     〔 阪神淡路大震災における神戸市の事例 〕 

     神戸市では、震災前から定点観測的に全市の商店街・小売市場の実態を把握し、商業地

図を作成していたため、復興関係部局に同地図が配布され震災前の実態把握に活用されま

した。また、具体的な商店街の支援においては、「商店街診断事業」（中小企業指導法に基

づく旧制度）により専門家を派遣して、被災前の調査データ等々を示し、商店街復興の方

向を検討するのに役立てました。 

 

 

  ② 被災地商業の課題検証 

   ・震災前の商店街や商業地が抱えていた課題を抽出し、その課題の克服を含めて復興の方向

性を検討していきます。商業者の構成（店舗数、経営者の年代・業種・資金力等）につい

ても再確認し、生活者の目線から震災前の問題点を見直していきます。 

   ・たとえば、郊外化に伴う都市のドーナツ化現象によって、商店街が抱える商圏が縮小傾向

にあった場合、商店街や商業地の縮小均衡をも視野に入れながら何らかの集約化（コンパ

クト化・ダウンサイジング）を検討する必要もあります。 

   ・商店街が地域での中心性を確保するためには、商業機能だけでは難しい時代に入っており、

中心性を確保するためにはどのような機能や役割を商店街に付加する必要があるのかも

検討する必要があります。 

   ・震災前に衰退傾向がみられてきた商店街や商業地は、単に被災前の状態への復興ではなく、

その課題を克服する姿勢をもって復興に取り組まなければなりません。 
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 (２) 必要な将来予想 

 

  ① 被災前の実態にこだわらない発想の転換 

   ・ネット通販は今や小売業にとって大きな脅威になっています。また、食品の宅配事業につ

いても、有職主婦の増加に加えて高齢化社会に対応すべく大手食品スーパーが試行錯誤を

続け、実績を積み上げています。 

   ・変化の激しい時代に先を見通す眼を持つことは、大切ではありますが極めて難しいことで

す。特に、零細な中小商業にとっては経営余力がなく業務改革がやりにくい面があります。 

   ・しかし、激甚災害に遭遇した商店街や商業地にとっては、個店対応の限界を超えるために

は共同化に取り組むなど、これまでの課題を克服する形でピンチをチャンスにしなければ

なりません。 

 

     〔 阪神・淡路大震災における商業者の声 〕 

     阪神間には関西特有の青果・精肉・鮮魚など食品を取扱う店舗が軒を連ねる対面式の小

売市場が沢山ありましたが、食品スーパーの台頭に伴い衰退傾向が著しく、震災前から多

くの小売市場がセルフ方式への業態転換を検討していました。しかし、なかなか組合員の

合意形成ができず悩んでいたところへ震災が襲ったわけですが、活性化に懸命に取り組み

被災を機にセルフ方式へ業態転換し復興を果たしたある理事長は「組合員全員が店を失っ

たからこそ、一からやり直すことができた。」と震災を振り返っていました。 

 

   ・商店街や商業地が、都市や地域の中心性をどのように構成していくのか、商業機能だけで

はなく商圏居住者のニーズにどのように対応していくのか検討する必要がありますが、そ

こには、これまでとは異なる視点から商業の復興を検討していくことが求められます。少

子高齢化など社会経済情勢も十分に考慮し、長期的展望を持ち判断せねばなりません。 

   ・大切にしなければならない「絆」や助け合い支え合う心を復興する商店街や商業地にどの

ように反映させていくのか、地域のコミュニティにおける商業者の役割も問われています。 

 

  ② 阪神・淡路大震災の復興事例から 

   ・阪神・淡路大震災の復興の過程を振り返ると、震災前に日本の経済は平成のバブルが崩壊

し、震災後に金融機関の不倒神話が崩れ、大手都銀や証券会社が破綻。デフレ現象が始ま

り、地価の下落は留まるところを知らず、間違いなく震災復興の足枷になりました。 

   ・バブル崩壊後のデフレ現象は想定困難でした。もし、多くの人々が事前に予測できたなら

ば、復興戦略も異なっていたかもしれません。 

   ・過去の繁栄期にこだわらず、被災した商店街や商業地の復興を関係者全員で現実的に、且

つ前を向いて検討していかなければなりません。 
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(３) 復興まちづくりと商業復興の関係 

   商業復興とまちづくりの取り組み方の相違について理解しておくために、まず復興まちづく

りの手法として都市計画事業等の進め方について関係者全員が基礎知識として身に着けてお

く必要があります。 

 

  ① まちづくりと商業復興 

   ・小売商業は、人口の定着や人の交流に付随して発展する産業です。その意味では、被災し

た都市や地域のまちづくりが進まなければ、商業の復興は成立しません。まず、まちの復

興があり、その後に商業の復興が続くことになります。 

   ・東日本大震災のように都市の主要産業が壊滅的被害を受けた場合、その都市の雇用創出の

問題を解消する必要がありますが、その対応が遅れると、小売商業にとっては従前の顧客

を失い、早期の商業復興は難しくなります。 

   ・たとえばニュータウンを開発する場合、未だ十分に人口が定着していない時点では、ミニ

食品スーパーで居住者の最低限の日々の需要に対応し、その後、一定規模の人口が定着し

たときにニュータウンのセンター機能として大規模な商業施設が建設されます。この手順

は人口定着に合わせた商業開発ですが、被災都市における商業復興も似た状況になります。 

   ・広域にわたって甚大な被害を受けた場合、特に小規模な地方都市は行政職員等の不足から

都市計画事業等を活用した復興事業が遅れることが予想されますが、被災の時点からまち

が復興するまでに、商業の競争環境は大きく変わる可能性もあります。時には既に策定さ

れた計画の見直しも厭わない姿勢で臨むことも大切です。 

   ・まちづくりの復興計画策定に長期間を要する場合、早期の商業復興を果たすためには、想

定される様々なパターンに応じた商業復興のあり方をシミュレーションし、まちづくりの

構想決定と同時に商業の復興計画を描けるように準備しておく必要があります。 

・まちづくりと商業振興の目指す方向に大きな隔たりがあることにも留意する必要がありま 

す。まちづくりの基本的な目的は、「安心・安全」を第一義に重要視して取り組みますが、 

商業の振興は、「喧噪・賑わい」や「活気」を生み出すことを目的に取り組みます。 

   ・たとえば下町風情は喧騒と賑わいを醸し出しますが、逆に狭い通路の街並みは安全や安心

からは遠のきます。 

   ・商店街や商業地の復興を検討するとき、賑わいを醸し出すために店舗や施設の再建、ある

いは通路の整備を行うべきかなど、しっかりと商業者の立場から主張し、十分議論してい

く必要があります。 

 

     〔 阪神・淡路大震災における商業復興の事例 〕 

     神戸市灘区のＪＲ六甲道駅周辺は甚大な被害を受け、大規模再開発事業と広範囲にわた

る土地区画整理事業区域に指定された。同駅北側の土地区画整理事業区域は 16.1ｈａと

広域に及び、区域内をゾーン毎に復興計画を策定していきましたが、ある小売市場が立地

するゾーンの基本計画の策定がなかなか進まず、商業者たちは苦慮していました。 

     そこで、より迅速な商業復興を実現するため、同市場の商業者たちは、商業コンサルタ

ントの派遣を受け、事前にワークショップ形式で大規模な共同再建、中規模の共同再建、

そして個別再建のパターン毎に商業再建のあり方を学習し、まちづくりの計画に先回りし
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て商業復興のあり方を準備しました。 

 

  ② 商業と工業の復興の相違 

   ・商業復興が工業復興と異なる点は、一般的に工業は商業のように商圏を抱える必要がない

ため、復興のための立地の選定にあたっては比較的自由に移転することが可能です。工場

の立地場所は、雇用者の通勤距離には配慮しながらも原材料、資材や製品搬送のための幹

線道路や高速道路との距離を重視して検討していきます。 

   ・一方で、商業の多くは長年地域に根ざした営みを続けてきており、地縁的なつながりを含

め被災した既存の商圏の復興を待って、多少の移動はあったとしても店舗の立地場所を優

先して対応します。「小売商業は立地産業」であり、地域コミュニティの核的な役割を担

ながらも家業経営である程、従来の顧客を対象にした立地を選定しなければなりません。 

   ・しかし、商業が求める復興の時期とまちづくりに長期のタイムラグが生じる可能性がある

場合は、一時的に被災を免れた他地域や他都市に新天地を求めて移動することも、仮設店

舗の時点から検討が必要な場合もあります。 

   ・あるいは一時的に営業を中断して、雇用される機会があれば転職し、営業再開の時期を待

つことも選択肢として考えられます。 

   ・ライフラインとして地域に根ざした小売業は、合理性だけで復興再建を果たすことができ

ないのです。 

 

(４) まちづくりの手法 

   被災した都市や地域がどのような復興方針に基づいてまちの再建を目指すのかによって、商

業復興の方向性も規定されることになります。 

   阪神・淡路大震災では、神戸市は震災１ヶ月後に「神戸市震災復興緊急整備条例」を交付・

施行し、広範囲にわたる土地区画整理事業区域（６ヶ所）と大規模な市街地再開発事業区域（２

ヶ所）を指定し、２ヶ月後には都市計画決定を行い、甚大な被害を受けた地域のまちづくりの

方針を決めました。 

   東日本大震災においても、、防災上から嵩上げや土地区画整理事業、さらに防災集団移転な

どが検討されてきました。 

   これらまちづくりに関する都市計画事業には、既存の制度は、線・面・立体による整備手法

として、「街路事業」「土地区画整理事業」そして「市街地再開発事業」が制度化されています。 

   このような都市計画事業に加えて、東日本大震災の復興事業では、津波災害の防災の観点か

ら海抜が低い沿岸部の地域については、居住には適さないためより内陸地の高台を選定して移

転をする「防災集団移転促進事業」が適用され、嵩上げなどの対応策が講じられ津波が発生し

た場合においても都市機能を維持するための「津波復興拠点整備事業」が創設されました。 

   震災後、これらのまちづくりに関する手法の基本的な知識を関係者全員が事前に習得してお

けば、具体的な方針が示された時点で、地域の合意形成も迅速に進めていくことが可能となり

ます。そのため、ここでは都市計画のまちづくりの手法を簡単にご紹介します。 
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  ① 街路事業 

   ・都市計画道路は、都市における円滑な交通の確保、豊かな公共空間を整えた良好な市街地

の形成を図り、安全で快適、機能的な都市活動に寄与することを目的としています。 

   ・また都市計画道路は多様な機能を持っており、人と車の円滑な交通を確保する交通施設と

しての機能のほかに、都市のオープンスペースとしての住環境を維持する都市環境保全機

能、災害が発生したときに被害者の避難や救助のための通路や、火災が燃え広がるのを防

ぐ都市防災機能、上下水道・電気・情報通信施設・信号機・案内板などを設置する都市施

設のための空間機能など多くの役割を担っています。 

   ・街路事業は、この都市計画道路を整備する手法の一つであり、都市計画道路を用地買収方

式により整備する手法です。 

 

  ② 土地区画整理事業 

   ・土地区画整理事業は、道路、公園、河川等の公共施設を整備、改善し、土地の区画を整え

宅地の利用の増進を図る事業です。 

   ・公共施設が不十分な区域では、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供してもら

い（減歩）、この土地を道路・公園などの公共用地が増える分に充てるほか、その一部を

売却して事業資金の一部に充てる事業制度です。 

   ・事業資金は、保留地処分金のほか、公共側から支出される都市計画道路や公共施設等の整

備費（用地費分を含む）に相当する資金から構成されます。これらの資金を財源に、公共

施設の工事、宅地の整地、家屋の移転補償等が行われます。 

   ・地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べて小さくなるものの、

都市計画道路や公園等の公共施設が整備され、土地の区画が整うことにより、利用価値の

高い宅地が得られます。 

 

     ＜図１－３＞土地区画整理事業の解説図 
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  ③ 市街地再開発事業 

   ・都市再開発法に基づき、事業の目的は市街地内の老朽木造建築物が密集している地区等に

おいて、細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築、公園、広場、街路等

の公共施設の整備等を行うことにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と

都市機能の更新を図ります。 

   ・事業の仕組みは、敷地を共同化し、高度利用することにより、公共施設用地を生み出すこ

とになります。 

   ・従前の権利者の権利は、原則として等価で新しい再開発ビルの床に置き換えられ、高度利

用で新たに生み出された床（保留床）を処分し事業費に充てます。 

   ・事業の種類は、＜第一種市街地再開発事業＞と＜第二種市街地再開発事業＞があります。 

   ・＜第一種市街地再開発事業＞は、権利変換手続きにより従前建物、土地所有者等の権利を

再開発ビルの床に関する権利に原則として等価で変換します。 

   ・＜第二種市街地再開発事業＞は、公共性、緊急性が著しく高い事業で、一旦施行地区内の

建物、土地等を施行者が買収又は収用し、買収又は収用された者が希望すれば、その代償

に代えて再開発ビルの床を与えることになります。 

 

     ＜図１－４＞市街地再開発事業の解説図 

 

  ④ 防災集団移転促進事業 

   ・集団移転促進事業は、「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に

関する法律」に基づき、被災において住民の居住に適当でない区域にある住居の集団的移

転を行うための事業です。 

   ・地方公共団体が被災した宅地を買い取り、再び津波等に対して脆弱な住宅が建設されるこ

とがないように必要な建築制限が行われます。 
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   ・地方公共団体が移転先となる住宅団地を整備し、住宅敷地を被災者に譲渡又は賃貸します。

被災者に対しては、地方公共団体が住居の移転に要する費用を助成します。 

   ・しかし、強制力のない任意事業なので、事業の実施には関係する被災者の事業に対する理

解と合意が不可欠です。 

 

     ＜図１－５＞集団移転促進事業のイメージ図（国土交通省都市局資料より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ⑤ 津波復興拠点整備事業 

   ・津波復興拠点整備事業は、東日本大震災で津波により被災した地域の復興を先導する拠点

とするため、住宅、公益施設、業務施設及び公共施設を集約させた津波に対して安全な市

街地を全面買収方式で緊急に整備するため、「津波防災地域づくりに関する法律」に規定

された「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」として都市計画決定された都市施設を整

備する事業です。 

   ・復興計画において先導的に整備されることが望まれている地区であって、施設建築物の位

置、規模等が定められる程度の段階にあれば都市計画として定めることができ、本事業を

適用することができます。また、都市計画事業として実施することで収用権が付与され、

譲渡所得の課税特例等を伴う用地買収が可能となります。 

   ・このような特徴から他の事業（防災集団移転促進事業等）と適切に組み合わせて活用する

ことで、事業全体としてより一層効果的な実施が可能になります。 
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     ＜図１－６＞津波復興拠点整備事業のイメージ図（国土交通省都市局資料より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.商業復興の基本的な考え方 

   被災した商店街や商業地は、震災前の実態も十分にも検証し、その商業力を過大評価するこ

となく、長期的な展望を持って復興に向けた戦略を策定していきます。戦略策定にあたり、商

店街や商業地の魅力は如何に生み出されるのか、基本的な考え方をここでは整理しておきます。 

 

 (１) 商店街・商業地の魅力創造 

 

  ① 商店街の二重経営 

   ・商店街に加盟する組合員は、通常２つの経営を行っています。つまり自店の「個店の経営」

と商店街という集団の「全体の経営」を併せて行っています。 

 

       商店街組合員の経営 ＝ 個店の経営 ＋ 全体の経営（運営） 

 

   ・複数の商店街が集積する商業地の場合は、さらに商業集積地の経営（運営）を含めると３

つの経営を行っていることになります。 

   ・自店の経営と商店街や商業地の経営（運営）という２つの経営に、組合員はそれぞれ個店

が持っている経営資源（ヒト・モノ・カネ）を配分して投下しています。 

   ・組合員は、商店街の賦課金を負担したり、イベント開催時には労力を提供することで、自
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店が持つ経営資源を活用し、さらに商業集積地の運営についても、各商店街が組合員から

徴収した賦課金のなかから負担金を拠出し合って、商業集積地の事業活動を行っています。 

   ・大手デベロッパーが開発したショッピングセンターなども、出店している専門店は施設の

集客のために実施するイベントや販促活動の経費を販促費等の名目で負担しています。 

   ・個店が持つ資源の配分つまり個店への投入と商店街活動への投入の割合は、次に示すとお

り商業地の店舗の集積規模によって異なることになります。 

 

  ② 「競争」と「共同」による魅力創造 

   〔店舗の集積規模が大きい商業地の魅力創造〕 

   ・商業の集積規模が最も大きい「広域商業地」は、鉄道等が結節するターミナル機能をはじ

め商業、業務、金融、文化、娯楽等の多様な機能が集積し、都市の中心に位置しています。

業務人口や交流人口も多くなり、飲食・サービス・物販と業種業態を問わず沢山の店舗が

集積し、店舗間の厳しい競争そのものが個店にその店独自の個性を生み出していきます。 

   ・その結果、厳しい競争環境は店舗の切磋琢磨を通して個性化を促進し、個性的な店舗の集

積そのものが地域に商業の魅力を創り出し、その魅力が集客力を高めることになります。 

   ・魅力的で個性豊かな店舗の集積は商圏を広域化し、さらに個店の品揃えを特化させること

でより専門性が高まり、商業地は一層魅力を高めることができます。 

   ・多くの店舗が集積し競争原理が働く「広域商業地」では、個店が持つ経営資源（ヒト・モ

ノ・カネ）の大半を自店の経営に投入して魅力に磨きをかけることが、商業地の魅力につ

ながることになります。 

 

   〔店舗の集積が小さい近隣商業地の魅力創造〕 

   ・商業集積が小さな「近隣商業地」では、その地域内の店舗間の競争は余り厳しくなく、不

足業種があり、広域商業地のような個性的な店舗の集積による商業地の魅力向上は一般的

に困難です。 

   ・近隣の限られた商圏を対象に、地域住民の日々の食材など最寄品に対するニーズに応える

ため、例えば商業者が手を組み食材の品揃えの充実させる仕組みも必要になります。 

   ・日々来街してもらうために、地域コミュニティの核として様々な共同事業に取り組み、地

域の活動団体と連携することも重要です。 

 

     〔 阪神・淡路大震災における近隣商業地の復興事例 〕 

     関西特有の小売市場という業態は、昭和４０年代以降のセルフスーパーの台頭とともに

衰退していました。震災の前からセルフ方式への業態転換が検討されてきましたが、大半

の組合では合意形成ができず変革することができませんでした。 

しかし、阪神淡路大震災により多くの小売市場が倒壊し、その復興にあたり近隣商業地

の小売市場では、６～７人の有志が日々の食材の品揃えを重視し、ワンストップショッ

ピングが可能となるセルフ方式の共同店舗により再建を果たしています。 
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  ③ 商業地毎に異なる経営資源の配分割合 

   ・商業集積が大きければ大きいほど、個店のパワーに依存するだけで立地的な魅力と連動し

て、競争原理が働き商店街や商業地に個性的な店舗集積で魅力が形成されます。 

 

      図２－１ 個店と商店街（商業地）への経営資源の配分のあり方 

                   個店の経営          全体の経営 

 

        広域商業地 

 

 

        地区中心商業地 

 

 

        近隣商業地 

 

 

   ・しかし、集積の規模が小さければ、商店街全体で計画的に魅力づくりや日々の来街を促進

させる仕組みが必要になります。 

   ・商店街に加盟する組合員は、個店が持つ経営資源をこの「個店の経営」と商店街の「全体

の経営」にどのような割合で投入すべきなのか。その割合は商業の集積規模に応じて上図

のようになります。「競争」と「共同」の組み合わせによって商業地や商店街の魅力は生み出

させることになります。 

 

(２) 商業の集積規模によって異なる復興戦略 

   通常、商業地は商業の集積規模に応じて上図のように「広域商業地」「地区中心商業地」及

び「近隣商業地」に類型化されてきました。 

 

   ◎ 商業地の分類 

    ・広域商業地：買回品中心で、百貨店、大型量販店等があり、鉄道、バス等により「月間

性」の買物をする商業地 

    ・地区中心商業地：最寄品及び買回品が混在し、小型百貨店、衣料品スーパー等があり、

バス、鉄道などにより「週間性」の買物をする商業地 

    ・近隣商業地：最寄品中心で、地元の主婦が日用品などを徒歩又は自転車により「日々性」

の買物をする商業地 

 

   従来は以上のように商業地を分類してきましたが、消費者のライフスタイルの変化やそれに

伴う購買行動の変化、新たな業態開発、郊外型の大規模な商業施設の増加によって、都市部の

商業地と言えども「広域」「地区中心」「近隣」商業地の住み分けは難しくなっています。 

   都市の規模によって異なりますが、地域間の競争の中で被災した商業地が、どのような方向

性で復興を検討していくべきか、店舗の集積が比較的中規模、小規模のあり方をみていきます。 

 

 

  「競 争」          「共 同」 
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  ① 商店街の復興のあり方 

   〔小規模な商業集積の場合〕 

   ・小規模な商業集積地では一般的に、一定の品揃えで日々の食材を提供する食品スーパー、

あるいは地域の日常的なニーズを把握して計画的な品揃えを行う食料品・雑貨店（コンビ

ニ含む）か、広域商圏を抱えることができるスター商店が核となりえます。 

   ・限られた商圏居住者の来街頻度を高めるために、まず日々の食材に対するニーズに対応で

きるワンストップの食品買物機能が求められます。 

   ・ただ、地方都市の場合は車が利用されるケースが多く、商店街に駐車場が設置できなけれ

ば商圏は確保できなくなります。しかし、今後の高齢化の傾向を考え合わせると、いずれ

車離れの現象が到来することも予測しておく必要があります。 

   ・この機能を商店街に完備するためには、食品スーパーが必要になります。被災した阪神間

では、衰退傾向がみられていた小売市場が、品揃えの充実を図るためセルフ方式共同店舗

の形態で復興を果しています。 

   ・食品スーパーが商店街の日々のマグネット機能の役割を果たすことで最寄品を取扱う物販

店や飲食店、専門的な食料品店、クリーニングや理美容等のサービス業の営業を支えるこ

とができます。 

   ・小規模な商店街等の場合、地域生活者目線から発想し、個店再建の検討だけでなく以前に

商店街や商業地復興のあるべき姿、復興ビジョンを共同作業として構築していく必要があ

ります。 

 

     〔 東日本大震災の山田町の「びはん」の事例 〕 

     岩手県山田町は甚大な津波被害に襲われましたが、地元食品スーパー「びはん」はいち

早く店舗を再建し、店前の駐車場を囲むように長屋形式で飲食店など数店舗で自前の仮設

商店街を構成。「びはん」がマグネット機能の役割を果し、専門店が機能を補完しながら

相乗効果を生んでいます。 

 

   〔中規模の商業集積の場合〕 

   ・地方都市の中心商業地は商業以外の業務、金融、医療・福祉、文化、教育、娯楽などの多

様な機能の集積が求められます。 

   ・中規模の商業地が被災した場合、商業機能としてまず核施設が必要になります。その都市

全域さらに周辺都市を含めた商圏が形成できるような地方百貨店か中規模の商業施設が

求められます。 

    

     〔 震災前の宮古市の事例 〕 

     宮古市の中心市街地は、２つの商店街とショッピングセンターで構成されてきました。

震災前ですがショッピングセンターの核店舗が破綻し、中心市街地の大きな集客機能を失

うことになりました。通常であれば商店街にとっては競合施設がなくなり、2 つの商店街

にはプラス効果と判断するところ、宮古市の商業者たちは中心市街地商業の存在感が低下

し商圏範囲が縮小すると考え、地元商業者たちの共同出資により同ショッピングセンター

の再建を果しています。 
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   ・土地区画整理事業を行う場合、被災した地域を新たに創り直すという姿勢で、議論を重ね

て商業施設や店舗の配置を決めていきます。 

   ・商業地の永続性を考慮すれば、後継者難の問題に対して新陳代謝の促進をはかるため、店

舗の所有と使用の分離をうまく促進する仕組みづくりを構築することも必要になります。 

   ・例えば空き店舗を活用してインキュベーション店舗を配置し、若手商業者の誘致、育成を

検討することも効果的です。 

   ・一方、広域商業地を除くと商業機能だけでは地域の中心性を維持することは困難なため、

後述するコミュニティ活動やその施設整備を検討していくことも必要になります。 

   ・店舗の魅力だけで中心としての商業地を形成できなければ、様々な都市機能を誘致するた

め共同再建によってスペースを確保するなど、地域の中心となるべく商業者全員で工夫し

ていきます。 

 

  ② 商業地の位置づけを変える戦略の事例 

   ・既存の商圏地域の居住が津波浸水等で規制される場合などは、顧客ターゲットを変更する

必要が起こります。例えば「黒壁」に代表される滋賀県長浜市の事例のように観光商業地

の位置づけで、顧客ターゲットを居住人口から交流人口である観光客に変更することも一

つの選択肢です。 

   ・このように商業地の位置付けを変更するためには、コンセプトに合う店舗の誘致とともに、

既存の商業者たちも観光客向けに業種転換や業態を変更することが求められます。 

   ・しかし、業種の問題や経営者の年齢の問題から簡単に業種転換できない場合もあるため、

地域を「近隣型商業地ゾーン」と「観光商業地ゾーン」に区分して、業種転換を行わない

店舗と、観光客を対象にする業種転換を行う店舗に二分するなど、商業地を作り変えると

いう姿勢で商業地のゾーニングを検討していきます。 

   ・「近隣型ゾーン」には従前の取扱い業種の店舗が配置され、その街区の中央には日々集客

できる食品スーパーをマグネット機能で配置し、専門店の集客を支えるように構成します。 

   ・一方の「観光商業ゾーン」には、その都市の観光資源を象徴するモニュメント建設やシン

ボル的な資料館などの誘致を行うなど新たな視点からのまちづくりが必要になります。専

門店は観光客向けの土産物等の物販店と飲食店として集積を促します。 

   ・また、観光客向けに「道の駅」のような地域特産品を販売する店舗が設置できれば、地域

居住者にとっても地場の生鮮品の買い場にすることができます。 

   ・このような観光商業地を形成するためには、都市をあげて新産業（観光産業）を創造する

という姿勢で取り組む必要があり、行政や商工会議所とまちづくりで連携して進めていか

なければなりません。観光資源がある地域や施設との連携の仕組みを構築するなど、商業

地をあげて計画的な取り組みが求められます。 

 

(３) 商業地におけるコミュニティとの係わり 

   被災した商店街や商業地の復興戦略策定にあたっては、商店街が立地する地域内で中心性を

確保するためにどのような機能や役割を商店街が担う必要があるのでしょうか。 

   昭和 50 年代までは商店街は店舗集積だけで地域生活者を集客できました。その集客効果が

お店とお客あるいは地域生活者間の交流を生み、地域コミュニティの担い手として商店街が評
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価されてきました。 

   しかし、今や一定の集積規模で構成される商店街や商業地も、商業機能だけでは存在感を維

持できなくなっており、その地域の中心性を確保することが難しくなっています。 

   都市や地域の中心と呼ばれる「場」には、本来、商業機能をはじめ文化、教育、娯楽、福祉・

医療、行政サービス、金融機能等々の多様な機能の集積が求められ、さらに核家族化の傾向と

ともにますます地域コミュニティの機能が求められています。 

   地域商店街活性化法も平成 20 年に制定され、商店街や商業地に様々な地域活動団体との連

携により活性化のあり方を模索しています。 

   従前から商店街には域コミュニティの担い手としての役割が求められてきましたが、その要

望は商品やサービスを提供する「経済性」だけでなく、地域生活者の様々な生活ニーズに対応

する「社会性」も併せて求められています。 

「経済性」と「社会性」を別の言葉に置き換えると、「競争」と「共同」になります。被災 

商店街の復興のあり方も、地域コミュニティの核的な役割を商店街の共同事業として積極的に 

取り組み、これまでの商業機能と合わせて商業地の魅力を高めていく必要があります。 

 

  ① 地域コミュニティの核としての役割 

   ・地域の中心として商店街は地域コミュニティの核としての役割が求められ、そのニーズに

対応しなければ大手資本と同じ土俵で競争することになり、地域の中心性は維持できなく

なります。 

   ・今後は、地域に根ざしてきた商店街の強みを発揮すべく、地域社会との関わりを大切にし

た取り組みが必要になっています。その具体的な取り組み事例を参考まで列挙します。 

 

           〔商店街におけるコミュニティ施設等の事例〕 

   ⅰ)地域の人々が集い憩い、様々な情報が交流する場として、商店街内に地域居住者の「交

流サロン」を開設する。 

   ⅱ)近隣商業地の場合は高齢化社会に合わせて、食品取扱専門店が手を組むか、飲食店が併

設するような形態で、交流サロンを兼ねた「地域食堂」の運営を行う。 

   ⅲ)地方都市などの場合、採算的に成立しない不足業種については、商店街内にコミュニテ

ィ・スペースを開設し、必要に応じて展示販売にも対応にし、定期的に外部から「不足業

種を誘致して展示販売」を行う。 

   ⅳ)今後の少子高齢化社会に向けて、買物難民の問題解消のため来街を求めるだけではなく

商店街が「宅配システム」や「移動販売システム」を構築して全体で対応。 

   ⅴ)核家族化や少子高齢化の傾向に対してキッズルームの開設など「子育て支援」に地域活

動団体と連携して取り組む。 

   ⅵ)大工仕事、修繕など様々なノウハウや技術を持った高齢者を登録制度で確保し、細かな

生活ニーズに対応する商店街「便利屋」事業の実施。 

 

 

   ・様々なコミュニティ活動を行う地域活動団体等と連携して上記のよう地域生活者のニーズ

に対応していくことが商店街に求められています。 
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   ・あるいは様々な地域活動団体が共用できるコミュニティ・スペースを確保したり、活動拠

点をルームシェアする形で商店街内に設置すれば、まさに地域コミュニティの核として商

店街が位置づけられます。 

   ・高齢化社会という時代背景を考えると、復興まちづくりにおいて土地区画整理事業が行わ

れる場合には、医療・福祉関係の施設誘致や飛び換地による配置転換ができれば、商業地

として大きな集客機能を併せ持つことになります。 

   ・まちづくりにおいて店舗の共同再建を行う場合には、これまで点在していた町の医療機関

を一ヶ所に集約し、バリアフリーに配慮した「クリニックゾーン」が開設できれば、地域

生活者にとっても利便性が高まります。 

 

  ② コミュニティとの係わりと事務局機能 

   ・商店街は地域活動団体や様々な機関と連携して、商業地としての「商業」の役割に加えて

地域生活者の様々な生活ニーズに対応できる商業地を目指すことが求められています。 

   ・「商業」と「コミュニティ」を結ぶ一つの手法として、いわゆる「地域通貨」を発行して

循環させることも実施されてきました。地域通貨を活用して観光客も低額で利用できる買

物巡回バスを、医療・福祉関係とも連携して運行することも考えられます。 

   ・しかし、商店街が活性化事業に取り組み、継続的に進化発展させていくためには、やはり

事務局機能の整備が欠かせません。特に、外部の活動団体等と連携するためには、従来以

上にその機能を強化した事務局の設置が求められます。 

   ・これらの共同事業の実施や事務局機能の強化を行うにあたり、地元出身・在住で復興に熱

い想いを抱いている災害復旧ボランティアを「現地マネージャー」として確保、育成して

いくことは極めて効果的です。 

 

     〔 宮古市の地域通貨の事例 〕 

     宮古市の中心市街地の商業者たちは、100 名を超える組織を結成し、復興支援策のグ

ループ補助制度を活用して再建に取り組んでいます。さらにこのグループはじめ中心市街

地の商業者たちは、全国からの様々な復興支援が中心市街地で循環するように地域通貨

「リアス通貨」を発行しました。また、この通貨を活用して地域活動団体との連携を強化

する取り組みも始めています。 

 

 

 (４) 商業復興における留意点 

   商業の集積規模によって、また被災した地域の特性によって商業復興へのとるべき戦略は異

なりますが、次の点については、商業復興における共通の基本的な考え方です。 

 

  ① 生活者の視点重視 

   ・すべてのビジネスは、利用者のニーズや要望に適合していかなければなりません。小売商

業は「売る側」の発想ではなく、「買う側」「利用する側」の立場も必要です。 

   ・商売における販売額は、消費者支持のバロメーターでもあります。この支持のバロメータ

ーを基準に考えると、時に業種、業態を変えていく必要があるのかも知れません。被災後
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の商業環境の変化に留意し、常に地域生活者の嗜好やライフスタイルに合わせた取り組み

が求められます。 

   ・被災という厳しい状況にありますが、平時と同様に、常に生活者の視点を重視して本格復

興に取り組む必要があります。復興を目指す商店街や商業地は、商業者たちの「売り場」

ではなく地域生活者の「買い場」になる工夫が大切です。 

   ・そのためには地域生活者の意向アンケートの実施や専門家を介して、地域生活者の意向と

乖離しないように定期的に意見交換の場を設けることも必要になります。 

 

  ② 商業の再編成 

   ・今後わが国の人口は減少をはじめ、多くの都市が都市縮小の時代を迎えることが予想され

ます。商業も昭和５７年をピークに商店数は漸減傾向を続けています。 

   ・このような状況の中で被災した商店街や商業地の復興のあり方を考えるとき、衰退傾向が

著しかった場合、被災前の商業規模の再建を目指すことには困難です。 

   ・被災商業地の復興にあたっては、拡大した商業地の縮小再編成が必要になります。地域生

活者の利便性を優先すれば、何らかの集約化は避けては通れません。 

   ・復興まちづくりにおいて都市計画事業が適用される場合には、店舗等の配置転換もやり易

くなります。被災を受けた商店街や商業地が過大に拡散していた場合は、来街者たちの利

便性を重視してより集約する商業復興を検討する必要があります。 

   ・その場合、商業地における土地所有者による「ランドオーナー会」が結成され、その協力

が得られれば、より理想的な再建が可能となります。 

   ・まちづくりも商業の復興についても、単に被災前の状態に再生するだけではなく、来るべ

き将来にも適応していける復興を遂げたいものです。 

   ・そのためには地域の関係者が「素晴らしいまちに復興させる」という信念の基で、頻繁に

議論を重ね合意形成を行っていかなければなりません。 

 

     〔 阪神・淡路大震災の鷹取商店街の復興事例 〕 

     神戸市長田区の近隣型商業地である鷹取商店街は、震災で地域が全焼する前は衰退が著

しかったものの、商店街の中に小売市場があり、日々の集客が確保されていました。しか

し、組合員の高齢化問題から震災直後に小売市場は解散してしまい、商店街のマグネット

機能を失ってしまいました。この事態に商店街は近隣地で被災した食品スーパーの経営者

に商店街内での再建を働きかけ、復興土地区画整理事業を活用して誘致に成功。商店街の

集客機能を確保しました。 

 

  ③ 施設の可変性 

   ・商業を取り巻く環境は時代とともに大きく変化してきました。本格復興にあたってはこれ

からの時代の変化に適応できるような仕組みづくりが必要になります。 

   ・商店街で再開発事業が行われる場合がありますが、時代の変化に適応できるように、個々

の区分所有の店舗形式ではなく、可変性を埋め込んだ「所有と経営の分離」という仕組み

で再建することが考えられます。 

   ・商店街は地域コミュニティの核という社会的使命を前提に考えると、商店街には「永続性」
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が求められます。その意味では、家業的な経営で後継者がいないということを問題にする

のではなく、如何に商店街の新陳代謝を機能させていくのか。その仕組みも考えていかな

ければなりません。 

   ・その一つとして廃業者にも協力要請し、起業を目指す若者たちに対して起業支援策の活用

や低額家賃で支援していくことも検討しなければなりません。 

   ・本格復興にあたっては、都市や地域に対する商業の役割を永続的に果たせる仕組みを検討

し、商店街を「売り場」ではなく地域生活者の「買い場」にしていかなければなりません。 

 

  ④ 事務局機能の整備強化 

   ・商店街の魅力は、加盟店の「競争」と「共同」によって創出されますが、商業集積が比較

的小さい場合には、商店街の共同事業や共同活動の重要性が増します。 

   ・この共同事業を活発に行う商店街には、しっかりとした事務局機能がなければ、個々の組

合員に多大な労力が求められ、共同事業の継続性に問題が起こりやすくなります。 

   ・平常時においても商店街が積極的に商店街活動を行うためには、事務局の整備強化が欠か

せません。被災した商店街や商業地ではなおさら重要になります。 

   ・地域活動団体と連携しながら地域の中心性を確保していく商店街の復興ビジョンを描く場

合は、事務局がより一層大きな役割を担っていかなければなりません。 

   ・事務局の重要性を組合員全員が認識し、そのための組合賦課金の必要性を理解しなければ、

復興計画の円滑な遂行も困難になります。 

 

     〔 震災復興における宮古市の事例 〕 

     宮古市の末広町商店街は、比較的被災状況が軽微であったこともあり、いち早く商店街

の復旧を果たし、街に賑わいを取り戻すべく「復興市」などを開催してきました。また厳

しい商業環境の将来を見据えて、地域コミュニティの役割を如何に担っていくべきか、各

種の実態把握調査などを進めています。これらの商店街の事業活動は、現状の事務局職員

に加え、㈱全国商店街支援センターが設置した「現地マネージャー」が様々な企画調整機

能を担ってきました。 

 

 

３.復興のプロセス 

   様々な専門家のアドバイスにより基本的な知識を商業者全員が持ち、被災地のまちづくりを

進める中で、その商業復興のプロセスを段階ごとにみていきます。 

 

(１) 復興推進組織の結成 

   被災した地域が「復興」という目的を達成するためには、まず被災した地域の関係者全員で

構成する事業推進組織が必要になります。地域の総意を取りまとめていく組織がなければ、都

市計画事業の有無に関わらず、全員の意見を集約できなくなり事業を推進できません。 

   商業者を含め地域関係者で復興を目指す推進体制を整え、まちづくりを進める中で地域の意

見や提案を取りまとめ、行政をはじめ様々な機関と連携して復興に取り組んでいきます。 
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  ① 復興まちづくり協議会（仮称）の結成 

   ・防災や防犯、街並みや景観などの課題を抱え、被災前から地域においてまちづくりの勉強

会などを実施してきた地域は、被災直後から地域住民の避難所への誘導や安否確認など素

早い対応が可能となります。地域活動の下地が出来ているので、いち早く復興まちづくり

協議会などを設立することができます。 

   ・商店街や商業地についても普段から販促やイベントなどを行っていれば、共同して活動す

る下地があり、比較的スムースに復興に向けた組織体制を構築することができます。 

   ・まさに平時からの地域コミュニティにおける活動の有無が、復興への取り組みのスピード

を左右することになります。 

   ・被災が商店街だけではなく周辺の住宅地等も甚大な被害を受けた場合は、土地区画整理事

業など都市計画事業の区域指定の有無に拘わらず、地域住民と一緒にまちの復興のあり方

を検討していくことになります。 

   ・この復興のあり方を検討し合意形成を行っていく場として「復興まちづくり協議会」（仮

称）を立ち上げ、関係者の総意を築きながらまちの復興を進めていきます。 

   ・同協議会が地域の復興計画を作成し、復興を実現していく事業主体となります。この復興

を推進する組織を早期に立ち上げることができれば、行政や商工会議所、専門家たちの支

援もスムーズになります。 

   ・まずは抱え込んでいる不平や不満、不安を吐きだしながら、お互いの情報交換から始めま

す。「地域の復興をみんなで一緒に考えていこう」という雰囲気を醸成し、地域の復興に

活用される都市計画事業等が提案されてくる頃から、しっかりと活動できる組織へと整備

していきます。 

   ・合意形成のルールを明確にするため組織の会則を定め役割分担を決め、同協議会の中に必

要に応じて「商業部会」や「住宅部会」など部会組織を設置し、より迅速に合意形成がで

きるように組織の体制を整備していきます。 

   ・また、閉鎖的な組織にならないように、同協議会の活動内容や合意事項等を地域関係者全

員に周知していく必要があります。 

 

   〔都市計画事業区域に指定された場合〕 

   ・被災した地域が甚大な被害を受けたため、行政が施行する土地区画整理事業や市街地再開

発事業の区域に指定された場合は、指定地域内の商業者を含む地域住民により「復興まち

づくり協議会」を結成し、復興の推進体制を整えます。 

   ・地域の被災の相違により都市計画事業区域の線引きが商業地を二分するような形で行われ

る場合は、区域外の商業者との連絡調整機能を同協議会の中に設けて、調整をはかりなが

ら一体的な商業の復興計画の検討を進めます。 

   ・商業復興の検討は、まち全体の復興の方針に沿って協議会内の「商業部会」において商業

者によって進めていきます。 

   ・複数の商店街が集積している場合は、全商業者で「商業部会」を構成し既存の組織にこだ

わることなく地域商業の復興のあり方を検討していきます。 

   ・協議会や部会の役割分担を決め、組織としての意思決定の仕組みを会則で決定し、より迅

速な意思決定ができる組織体制を整備します。 
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   〔都市計画事業区域の指定がない場合〕 

   ・行政が施行する都市計画事業の予定がない被災商業地においても、基本的には区域指定さ

れた場合と同様の対応になりますが、商業地のみで対応できる場合は、商店街組織または

その連合組織に「商業復興委員会」（仮称）を結成し、復興推進体制を整備します。 

   ・同委員会の役割分担を決め、組織としての意思決定の仕組みを会則で決定し、より迅速な

意思決定ができる組織体制を整備します。単一の商店街で進めていく場合は、既存の役員

が役割を分担して対応します。 

   ・ただし、発災後の混乱期や非常時においては、役員だけでなく全組合員が集い、情報を共

有し、話し合う場づくりも必要です。 

   ・このような場合も周辺地域のまちづくりとの整合性に配慮する必要があり、震災復興の方

向を適正に導くよう行政や商工会議所等にオブザーバー参加を要請して取り組みます。 

 

     〔 震災復興における宮古市の事例 〕 

     被災した商店街の復興計画を策定するにあたり、宮古市の中心市街地に立地する末広町

および中央通商店街は、㈱全国商店街支援センターより派遣された復興支援マネージャー

のコーディネートで、合同で「宮古市中心市街地被災商店街復興ビジョン検討会議」を大

津波の 4 カ月後に発足させました市役所や商工会議所の職員もオブザーバーとして参画

しています。 

 

  ② 専門家の招聘 

   ・組織体制が整えば「復興まちづくり協議会」は、復興に係る知識やノウハウを持つ専門家

の派遣を行政に要請します。 

   ・商業地においては派遣専門家には、建築士等のまちづくり系の専門家と商店街活性化等に

精通した商業コンサルタントの派遣を依頼し、派遣を受けます。 

   ・特に、商店街や商業地の復興にあたっては、街区のあり方や店舗・施設の再建を含むため

まちづくり系と商業系の専門家のコンビネーションが大切になります。 

   ・専門家には、専門的な知識・ノウハウを活用して復興に向けた計画策定作業に携わっても

らい、アドバイスを受けるとともに、行政と地元被災者の橋渡し役をも担ってもらいます。 

   ・事業を推進していく過程では、随時、行政や商工会議所等にもオブザーバーとして参加し

てもらい、や地域全体の復興計画との整合性などのアドバイスを受けて進めていきます。 

   ・同協議会が復興事業を推進していくためには、しっかりとした事務局機能が必要です。招

聘したコンサルタントには、この事務局機能をバックアップしてもらうことも必要ですが、

常駐する「現地マネージャー」の確保と育成が必要不可欠です。 

   ・ただし、派遣された専門家たちではなく、被災した住民や商業者が主体的に取り組み、一

つ一つ意思決定していく姿勢が必要です。 

 

  ③ 都市計画事業等のまちづくり手法説明 

   ・まちや商業の復興を進めていくために、関係者が検討していく場として「復興まちづくり

協議会」等を設け、専門家の指導、アドバイスを受けて推進していきます。 
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   ・復興のあり方について検討を始めるにあたり、まず被災した関係者全員が都市計画事業等

の復興まちづくりの手法について基礎的な知識を学び、知識の共有をはかります。 

   ・まちづくりの手法を学び、激甚災害にみまわれた他の都市や地域の復興事例などの説明を

受けながら、自分たちの復興への過程を検討していきます。 

   ・このような勉強会は、関係者全員が基礎的な知識を持てるまで何度も繰り返し開催し、具

体的な検討へ進めていきます。 

   ・都市計画事業の適用の有無に拘わらず、たとえば阪神・淡路大震災において被災から復興

を果たした商業者等を招聘して体験談を聞いて参考にすることも大切なことです。 

 

(２) 復興まちづくり基本構想の検討 

 

  ① 関係権利者の意向把握 

   ・復興事業の手法を全員で学んだ後、復興の基本構想を策定していくために、まず関係権利

者の被災状況と復興に向けた意向調査をアンケート形式で行います。 

   ・土地区画整理事業など都市計画事業区域に指定されている場合は、行政と専門家が中心と

なり地元関係者の協力を得ながら土地・建物の所有者や借地・借家人の把握から始めるこ

とになります。 

   ・都市計画事業区域の指定がなく独自に商店街等の復興に取り組む場合も、商店街や商業地

の構成員を対象に独自に再建に向けた意向調査をアンケート形式で行います。 

   ・復興に向けた意向調査の結果については、専門家の協力を得ながら集計結果を発表し、こ

の意向を考慮しながら基本構想の検討へ進みます。 

 

  ② まちづくりの中の商業復興の基本構想 

   ・広域にわたって土地区画整理事業が行われる場合は、大枠として街路や公園の位置を描い

た街区計画を作成し、まちの復興のあり方の素案に基づき、適正な住環境や商環境のあり

方を検討していきます。 

   ・被災によって鉄道等の公共交通網が壊滅し、復旧の見通しが立たず交通体系が変化する場

合も、まちの中心のあり方を十分に検討し、商業機能の配置についても被災前に拘らない

計画づくりが必要になります。 

   ・まちづくりの基本構想の策定プロセスでは、極力多くの人たちが主体的に取り組めるよう

に何回となくワークショップ形式で進めていくことも効果的です。 

 

(３) 商業の復興構想の検討 

   まちづくりの基本構想ができたら、次は商業ゾーンの基本構想を検討していきます。 

   まず商業に関する意向調査をアンケート形式あるいは派遣コンサルタントによる個別ヒア

リング調査を行い、商店街や商業地再建の構想を策定していきます。 

   

  ① 商業者の意向把握 ～多様な選択肢の準備 

   ・商業者の選択肢には、「営業継続」と「廃業」に二分されますが、経営者の年齢的な問題

や復興に伴う立地環境の変化などから次のようなに様々な意向が予想されます。 
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    【 組合員の多様な意向の事例 】 

    a さん：元の場所で店舗を再建して本格的に営業を再開したい。 

    b さん：後継者もなく年齢的な問題からこの際、廃業して近くに住宅を建設したい。 

    c さん：営業継続の意思もなく自宅は被災を受けていないので店舗敷地を売却したい。 

    dさん：借地店舗だったが、新たに資金を調達できれば土地付き店舗を近くで所有したい。 

    e さん：廃業予定だが、自宅は別途にあるので、共同再建で上層階に住宅を取得して賃貸

し、年金替わりの家賃収入を得たい。 

    f さん：高齢でもあり多額の投資額は準備できないため、借家で近くで営業を再開したい。 

    g さん：消費者ニーズに対応して５人で共同店舗を（高度化資金を活用して）再建したい。 

 

   ・被災したまちの復興には長期間を要するため、たとえば 60 歳を超える高齢の商業者にと

っては極めて厳しい判断が求められますが、多額の借入金によって被災という不幸が先々

で二重苦に陥らないよう留意しなければなりません。 

   ・地権者である商業者の多様な意向に対して、復興のための土地区画整理事業など都市計画

事業は、より対応しやすくなる利点があります。 

   ・市街地再開発事業や土地区画整理事業には「照応の原則」（まちの整備後、元々の所有資

産は元の立地場所に変換されるという原則）があり、商業地において店舗密度を高めるた

め営業継続を希望する商業者を一か所に集約することが難しくなります。 

   ・しかし、土地区画整理事業の場合は、権利者の合意があれば自由に変更することができ、

新たなゾーニング計画に基づいた商業復興のまちづくりが可能となります。 

   ・例えば、土地区画整理事業で複数の権利者が１階に店舗を構成し、上層階に住宅を併設し

て共同再建を行う場合などは、そのゾーンが確保できれば集合換地処分により共有敷地に

して一緒に再建することができます。 

   ・復興における都市計画事業の適用の有無に拘わらず、復興後に経営が成り立つ商業再建を

実現するため、時代の変化に適応できるように「商業を再編成していく」という姿勢で臨

みたいものです。 

 

  ② 集客のマグネット機能の配置 

   ・商店街や商業ゾーンの復興構想を検討するにあたっては、再建後の商店街等が成り立つよ

うに、日々集客できるマグネット機能の配置が重要になります。 

   ・商店の集積規模が比較的小さい商業地で、被災前にはマグネット機能の役割を果たす店舗

がなかった場合、集積の中央部分に日々来街が期待できる食品スーパーなどの誘致を検討

することも重要です。 

   ・一定の敷地面積が必要な食品スーパーの誘致は難しい問題ですが、土地所有者への協力要

請を行うなど商店街をあげて取り組む必要があります。 

   ・土地区画整理事業区域に指定された場合は、共同建て替え等で受け皿となる店舗区画を確

保し、必要業種を誘致することも考えられます。 

   ・マグネット機能として、商業施設以外にも地域コミュニティの核的な役割を担うべく、様々

な地域団体の活動拠点の整備、地域居住者の交流サロンの開設など、様々な事業の展開に
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必要なスペースの確保も検討していきます。 

   ・あるいは医療や福祉関係の施設なども商店街に近接するゾーンに誘致することも、共同再

建などの手法で検討の余地があります。 

    

     〔 食品スーパー存立の可能性の検証 〕 

     食品スーパー出店による存立の可能性については、想定商圏の潜在需要額を家計消費支

出と商圏内の定住人口から推定し、販売可能額を見込み投資採算性を検証します。余りに

も小商圏である場合は、誘致ができたとしても営業継続に問題が生じる可能性があるため

十分に可能性をチェックする必要があります。 

 

  ③ 業種構成のあり方 

   ・被災商店街は基本的には被災前の業種構成で復興を目指します。しかし、経営者の年齢と

復興に要する時間の問題から、被災を機に廃業する組合員も出てくることが予想されます。 

   ・その結果、被災前にもまして不足業種が増加することも懸念されます。しかし、基本的に

不足業種は経営が成り立ち難いために不足するわけで、その不足を補てんする仕組みを商

店街では検討する必要があります。不足業種の誘致の際、被災地区周辺の商業者や新たな

開業希望者を商店街街区に誘致することも検討が必要になります。 

   ・イベントスペースや交流サロンを兼ねた展示販売スペースを確保し、事前に販売カレンダ

ーを制作し週替わり・月替わりで不足する業種を近隣都市で営業している店舗等に移動販

売してもらう仕組みも効果的です。 

   ・意向調査の結果から被災前よりも店舗数が減少する場合には、店舗密度の低い商店街にな

らないように廃業を予定する店舗に協力を要請して、店舗の配置を変えてコンパクトに再

編する必要もあります（換地による店舗集約とダウンサイジング）。 

   ・また、周辺居住者の減少など商業地の立地環境が大きく変わる可能性がある場合は、顧客

ターゲットの設定の仕方から変更し、新天地へ移転して営業再開を行う気持ちで業種業態

の変更を含めて検討する必要もあります。 

 

  ④ 共同施設の整備 

   ・商店街の主な共同施設や共同設備には次のものが候補としてあります。 

 

     〔 共同施設・設備の種類 〕 

    ⅰ)商店街事務所・集会所 

    ⅱ)街路整備、街路灯、アーケード、モニュメント、アーチ  

    ⅲ)ベンチ・休憩所（トイレ） 

    ⅳ)コミュニティ・スペース（ホール・交流サロン・展示販売所） 

    ⅴ)駐車場（路面駐車場・自走式立体駐車場・機械式立体駐車場） 

    ⅵ)駐輪場 

    ⅶ)組合直営店舗 

    ⅷ)買物巡回バス、宅配トラック 

    ⅸ)非常時の避難誘導用放送設備 
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   ・共同施設については、被災前に整備していたからという理由ではなく、いかに上手く活用

するかを重視して再建を検討します。 

   ・商店街や商業地にとって必要な施設なのかを再検討すると同時に、商圏となる地域の復興

状況などを考えて整備すべき時期についても十分に検討します。 

   ・共同施設の建設・再建にあたっては、補助制度などを活用することを前提にしながらも、

事業採算性を十分チェックする必要があります。適地の選択、土地・施設の組合所有、借

地に建設、借家を運営など施設の所有のあり方を検討します。 

   ・特に敷地については、組合所有にするか否かの判断は、借入金との兼ね合いで返済計画が

成立するか十分にチェックする必要があります。 

   ・共同施設建設により組合に借入金が生じる場合は、収益を生み出す施設ではない場合が多

いため、維持管理費を考慮し組合賦課金を再試算して、建設の適否を最終的に決定します。 

 

(４) 商業復興における共同化構想 

   激甚災害により被災前にもまして店舗密度が低下し、地域の中心性を確保できなくなること

が予想される商店街では、具体的な共同化事業によってどのような復興構想を描くことができ

るのでしょうか。 

 

  ① 共同化の発想の必要性 

   ・「線」で構成される商店街は、店舗密度が低下すると来街者に距離を意識させることにな

り、回遊性を阻害する要因になります。 

   ・被災した商店街の多くが組合員数の減少が予想され、再建はできたもののその後の経営環

境も厳しくなり兼ねません。そのためにも、震災前の実態に拘らない再建策を検討してい

く必要があります。 

   ・商店街単独で復興構想を検討する場合、都市計画事業によるサポートがないため、復興に

向けて商業再編成を検討する場合は、土地所有者たちと店舗移動のために独自の換地ルー

ルづくりが必要になります。 

   ・被災した商店街に大地主や廃業意向の商業者がいる場合には、商業の再編構想を描くにあ

たり商店街から土地所有者に借地等による協力要請を行って、土地活用の検討を進めてい

きます。外部から商業者を誘致することも検討します。 

   ・店舗の再建では、できるだけ建設投資を抑えるための共同再建方式や、上層階には目的来

店が見込める店舗や事務所、医療関係等の施設をテナントとして誘致し、負担の軽減をは

かることも検討する必要があります。 
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 ② 共同化等による商店街の再建構想〔被災前と復興後の商店街の構成〕 

 

＜図３－1＞被災前と復興後の商店街の構成図(例) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復興後の状況 

 

 

 

 

   ・被災前の商店街の構成は、ピーク時は 56 店舗あったものが、20 店舗（36％）が空き店

舗に。その傾向は最寄駅から遠ざかる街区ほど空き店舗率が高くなっていました。 

 

   （Ａブロックの考え方） 

＜図３－2＞ Ａブロックのパース図 

 

   ・被災前から 2 店舗の空き店舗があり、店舗の裏側は空き地になっていました。この一角を

大地主が所有し、店舗もすべて大地主が所有し自身も角店を経営していました。 

   ・震災によって大地主は年齢的な問題から廃業の意向があり、借家で営業していた商業者も

震災後に他所へ移転しました。 

Ａブロック                   

・大地主１人の所有 

・核店舗として食品スーパー誘致 

Ｂブロック                   

・４人の所有者による共同再建 

・ｺﾐｭﾆﾃｨ団体またはｸﾘﾆｯｸｿﾞｰﾝ 

Ｃブロック                   

・５人の所有者の土地を借地して共同再建 

・パティオ形式で商業ゾーンを形成 

構成店舗数：56 店舗 

うち空き店舗数：19 店舗（空き店舗数 34％） 

Ａ～Ｃブロック：共同再建等で復興したゾーン 

空 

空 

空 

空 

空 空 空 空 空 

空 空 空 空 空 

空 
空 

空 空 

空 空 

Ａブロック 

Ｃブロック Ｂブロック 

組合事務所 

↓ 
（空地） 

←最寄駅 
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   ・このような状況に、復興構想を検討する段階から組合員で協議し、被災前にはなかった日々

の集客が期待できる食品スーパーの誘致ができるように、廃業予定の大地主が所有するＡ

ブロックをその候補地に組合が働きかけて食品スーパーを誘致することになりました。 

   ・借地契約については、土地所有者が比較的貸しやすい期間の事業用定期借地契約により貸

与し、従前のような借地権の発生が生じない形で契約を締結しました。 

   ・廃業した地主の協力により、誘致した食品スーパーがマグネット機能の役割を果たし、日々、

人の往来が生まれ近隣の専門店も賑わいの中で営業が行うことができます。 

 

   （Ｂブロックの考え方） 

＜図３－3＞ Ｂブロックのパース図 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   ・Ｂブロックの土地は、４店舗が個々に所有していましたが、うち１人が高齢のため廃業、

もう１店は元々空き店舗でした。 

   ・復興後の地域における商店街の中心性を高め、上層階に地域活動団体や医療施設を誘致す

るために、Ｂブロックの４人の土地所有者に２階建ての共同再建を働きかけました。 

   ・１階は区分所有の店舗、２階はバリアフリーに配慮して地域の医療機関が集積するクリニ

ックゾーンとして、土地所有者の４人共有の賃貸物件、あるいは新規に入居する者が区分

Ｂブロック 

２階の見取図 

階段 

エレベーター 

トイレ 

待合スペース 

店舗② 店舗① 

店舗③ 店舗④ 

玄関 
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所有者として取得して利用します。 

   ・共同再建した建物の裏側には、集客効果を高める共用駐車場を配置します。 

   ・共同再建による投資額の軽減効果に加えて、クリニックゾーンの誘致による集客力によっ

て、街内の人通りを生み出すことができます。 

 

   （Ｃブロックの考え方） 

 

＜図３－＞ Ｃブロックのパース図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ・Ｃブロックの土地は、奥行きがある３店舗が個々に所有していましたが、うち１店舗は空

き店舗でした。また左右の店舗も共同化に参画する意向がありました。 

   ・営業していた店舗は比較的流行っていて、再建では駐車場の確保を検討していたため、組

合は５店舗の土地所有者に働きかけ、引き込み型の形式で１階部分に共用駐車場を設け、

コの字型の２階建ての店舗を配置するパティオ形式での再建を提案しました。 

   ・土地は５人の所有者から事業用定期借地契約により借地し、震災前の営業店舗３店に加え

て近隣で被災した店舗にも誘致を働きかけ、営業予定者で共同再建を行いました。 

 

   ・以上のＡ～Ｃブロックの事例以外に、土地所有者が共同して再建し、１階は店舗、上層階

には分譲あるいは賃貸住宅を積んで、店舗の再建投資に係る借入金返済の負担を軽減する

ことも考えられます。 

Ｃブロック２階の見取図 

エレベーター 階段 
店舗① 

店舗② 

店舗③ 店舗④ 

店舗⑤ 
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   ・また、ＢやＣブロックのような共同再建については、５人以上の組合員構成で協同組合な

どを結成して店舗再建を行う場合、災害復旧高度化資金の活用が可能となり、資金調達の

面で再建が促進されます。 

   ・商店街組合はコンパクトにより集約化しながら、最寄駅側の街区に店舗を集積させ賑わい

ゾーンの形成に努め、最寄駅から遠い街区の再建意向の商業者に、移転を進めていきます。 

 

(５) 商業施設の基本計画策定 

   まちづくりや商店街の基本構想ができると、次にその枠組みの中で商店街や商業施設の復興

構想を描くことで復興後の立地環境がより明確になり、個々の店舗の再建の可能性がより判断

しやすくなる効果が期待できます。 

   構想から基本計画へ移行する段階から、共同再建に参加して店舗の再建を行うか、従前どお

り個別再建で復興を果すか、組合員は意思決定を行います。 

 

  ① 商業者の意思決定 

   ・商店街の復興再建に向けて、組合員の選択肢は、「廃業」、「他所移転による土地の売却」、

「不動産業として土地の貸与」、「店舗を再建して貸与」という選択肢などがあります。 

   ・店舗再建には復興構想で示したような「共同再建」と、自己所有の土地又は借地に「個別

再建」する場合があります。 

    

  ② 共同再建における基本計画の策定 

   ・共同再建を行う場合の敷地については、「敷地の所有は大地主が１人で所有する場合」、「共

同再建に参加する商業者たちが隣接して所有する土地を敷地とする場合」、あるいは「複

数の所有者の共有にする場合」があります。 

   ・いずれの場合も土地の所有と使用の分離が行われ、土地を賃借して店舗施設を建設する商

業者が、その地代を負担して営業することになります。 

   ・店舗となる建物については、区分所有の形式で建設するものと、参加商業者が協同組合や

共同出資会社を設立して組合所有等で建設する場合があります。 

   ・協同組合や共同出資会社を設立して建設する場合は、施設の維持運営費を参加商業者が全

員で負担する必要があるため、基本計画の策定と同時に専有面積などを基準に賦課金の設

定を含めた仕組みを構築せねばなりません。 

   ・共同再建により店舗施設を建設する際、災害復旧高度化事業の適用を受けて行う場合は、

投資計画に加えて長期にわたる事業採算性についても診断指導（事前指導・予備診断・本

診断）を通じてチェックを受けます。 

   ・再建施設については何度も計画を見直して無理のない投資、採算計画を立案する必要があ

りますが、高度化事業の場合は中小企業基盤整備機構の診断指導を通して、チェック検証

できるという利点があります。 

   ・特に、協同組合方式の共同再建については、商店街などの組合とは少し異なり営利を目的

とする割合が高くなるため、誰も組合自体の経営を見ないという経営者不在の組合になら

ないように留意する必要があります。 
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  ③ 個別再建における基本計画の策定 

   ・一般的に個別再建の場合は、基本計画と実施計画を区分して行う必要はありませんが、店

舗の再建にあたり極力初期投資の負担を軽減し、借入金を抑える方向で計画を策定します。 

   ・「商業は小さく生んで大きく育てる」スタンスで、まちの復興に合わせて店舗規模を拡大して

いくという判断も必要です。例えば、被災前のピーク時の店舗規模を最初から計画すること

なく、商圏の復興状況に合わせて規模の拡大を考えていくのです。 

   ・高度化事業の適用により長期無利子の高度化資金を活用する場合も、無駄な投資は省き、

商圏の復興状況を考慮して店舗の規模を想定します。 

   ・阪神・淡路大震災の復興事例でも高度化資金を活用した場合、資金調達のやり易さから理想的

な店舗建設を求める事例が見受けられましたが、高度化資金と言えども借入金なので、返済す

る義務があることを忘れてはなりません。 

   ・個店の再建にあたっては、店舗図面を作成するだけではなく、「投資計画」と「事業採算計画」

に区分して、再建後の経営の可能性を十分に検証してから取り組みます。 

 

  ④ 商店街支援策の活用 

   ・被災した商店街や商業地は、復興に伴う再建資金は大きな負担になるため、できるだけ既

存の支援策を活用していきます。 

   ・被災前に中心市街地活性化法や地域商店街活性化法の適用を検討していた場合には、共同

施設等の復興計画の策定においてもこれら支援策の活用も検討の余地があります。 

   ・しかし、これら支援制度はあくまでも復興の「手段」であり、しっかりと復興計画を策定

し、その実現という「目的」を明確にして支援策を活用します。 

   ・激甚災害における産業の復興支援策として阪神・淡路大震災では、融資制度を除くと特に

創設された支援策はなく、既存の償還期間 20 年、無利子融資の「災害復旧高度化事業」

（融資条件は緩和）によって多くの商業者は再建を果しました。 

   ・今回の東日本大震災では「グループ補助制度」が創設され、個店の再建に大きな成果を挙

げています。地域住民のための共同事業をグループで実施し、コミュニティ機能の強化も

合わせて図られています。 

   ・被災した商業者にとって、復興のため二重ローンに陥る場合や、二重ローンではないにし

ても、復興の投資がその後の経営に重たくのし掛かることも危惧されます。 

   ・支援策には補助制度と融資制度がありますが、商店街等の業界団体は、激甚災害と言って

も被災の状況は同じではないため、被災状況に対応できる新たな制度が創設された場合は、

行政や会議所・商工会等と連携しながら内容を精査し、速やかに申請、適用される準備を

進めていきます。 

 

     〔 阪神淡路大震災における復興高度化資金の事例 〕 

     阪神・淡路大震災で被災した多くの商業者は、災害復旧高度化事業の適用を受けて復興

再建を果しました。しかし、償還期間 20 年、無利子という融資制度は資金調達のし易さ

から過大な投資計画を行う場合も多く、少なくない商業者がその後、倒産や自己破産に陥

っています。投資計画と同時に十分な採算計画を策定して復興に取り組む必要があります。 
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 (６) 復興後の商店街のルールづくり 

 

  ① 共同事業への参画 

   ・商店街の復興にあたっては、再建した組合員は自店の経営とともに、商店街を経営すると

いう姿勢を持って組合の運営に関わる必要があります。 

   ・被災からの復興においては、自店舗の再建だけで精一杯になりますが、組合員全員で商店

街の共同事業に積極的に取り組み復興を実現していかなければなりません。 

   ・この共同意識を高めるためにも、復興構想の検討の段階から基本計画策定のプロセスをそ

の意識醸成の場として取り組むことが大切になります。 

    

  ② 賦課金制度の見直し 

   ・商店街活動の財源となる賦課金の設定にあたっては、販促・イベントの事業費、共同事業

運営費、共同施設の維持管理費など必要経費を積算します。 

   ・しかし、再建時は自店の経営だけでも厳しい状況になり、商店街活動に必要な賦課金につ

いては、被災前の金額レベルによる徴収が困難になるため、できるだけ低額の賦課金を設

定せざるおえません。そのため、共同事業の実施内容によっては「受益者負担金制度」を導

入する必要があります。 

   ・しかし、当初に低額で賦課金を設定し、後に増額が必要になる場合、合意形成ができず商店街

経営が行き詰まるため、たとえば３年後、５年後の賦課金の増額を事前に決定しておくことも

考慮に入れておきます。 

 

 

４.商業復興を促進する要因 

   商店街や商業地の復興プロセスをみてきましたが、早期に達成するためのポイントを商店街

の経営資源である「ヒト」、「モノ」、「カネ」、「情報・ノウハウ」の項目ごとにみていきます。 

 

(１) ヒト 

 

  ① 商店街復興への取り組み姿勢 

   ・全国の多くの商店街は何とか商店街を活性化させようと様々な事業に取り組んでいます。

しかし、合意形成ができず動き出すことさえできない商店街もあります。 

   ・商店街の合意形成を困難にする要因を詳細にみていくと次のように分解できます。 

 

    【商店街の合意形成を阻害する要因】 

    ⅰ)個店の経営力の相違       ⅱ)経営者の姿勢の相違  

     ・資金力の相違          ・経営者の年齢差 

     ・多店舗展開の状況の相違     ・後継者の有無 

     ・売上実績の相違         ・商売への愛着と意欲 

     ・従業員雇用の有無と多寡     ・経営姿勢の相違（家業発想と企業発想） 
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    ⅲ)個店の立場の相違 

     ・商店街内の立地場所の相違 

     ・店舗の所有形態の有無 

     ・取扱業種の相違 

     ・住宅併設の有無 

 

   ・激甚災害に遭遇した場合、被害が甚大な組合員と軽微な組合員が生じることになり、復興

へ向けた意思疎通を一層難しくさせる一面があります。 

   ・商業集積地において立地場所によって商店街組織ごとに被害の程度が異なる場合があり、

連携を難しくさせる場合もあります。 

   ・しかし、より多くの商業者の復興が、商店街や商業地の魅力を高めることになり、甚大な

被害を受けた組合員を地域の商業者全員で積極的にバックアップしたいものです。 

   ・被災前から活発に商店街活動を行っていた商店街組織は、復興プロセスにおいてもこれま

での活動体験から会議の進行方法などを熟知しており、組合の意思決定をスムースに行う

ことができます。 

   ・この点からも商店街組織、あるいは地域商業の協議会組織においては、非常時におけるト

レーニングを兼ねて普段から積極的に事業活動を行い、意思決定や合意形成のやり方を習

得しておく必要があります。 

 

  ② リーダーに求められる資質 

   ・平時でも被災からの復興においても、リーダーシップを持つ人材が求められますが、リー

ダーを支える人達がいなければ、災害の非常事態を乗り越えていくことはできません。 

   ・リーダー及びリーダーを支える商店街の仲間、外部人材たちが率先しプラス発想を持って

復興に取り組めば、自ずとその活動の輪は広がっていきます。 

   ・被災した商業者だけの視点だけではなく、地域住民の視点から乖離しないように復興の方

向性を示していこうとする論理性を持ち、思いやりが感じられるリーダーたちの周りには、

自ずと活動の輪が広がっていき、より迅速な復興の実現につながります。 

   ・しかし、被災を受けた商業者たちは、単にリーダーたちに従うだけではなく、一人ひとり

が主体的に商店街や商業地の復興のあり方を考え、時に意見の対立があっても建設的かつ

前向きな姿勢で取り組んでいく必要があります。受け身で取り組めば、復興へのプロセス

で壁に当たったり、問題が生じた時には「不満」や「批判」が起こるだけです。 

   ・全員がしっかりと問題意識を持って主体的に取り組めば、復興の過程で何か問題が生じて

も、何も生み出さない単なる「不満」ではなく「反省」が起こり、そこから課題克服の道

を切り開こうとする姿勢が生み出されるものです。 

   ・激甚災害に遭遇するという厳しい状況ではありますが、全商業者が復興に向けて主体的に

取り組んでいく。この姿勢を外してはなりません。 
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(２) モノ 

 

  ① 多様な選択肢の準備 

   ・阪神・淡路大震災では、食品を取り扱う店舗が軒を連ねる小売市場が数多く被災しました。

高齢の経営者の多くは廃業の意向を示し、比較的若い経営者たちは再建を希望しました。 

   ・その再建方法も対面販売からセルフ販売方式への業態転換を希望する者、従前どおりの再

建を希望する者と、復興への方向性が組織として統一しにくいケースが多くみられました。 

   ・この場合、神戸市をはじめ阪神間の旧市街地では１店舗あたりの敷地も小さく建物が密集

していたので、隣接する数店舗で共同建て替えにより合意する事例が数多くありました。 

   ・営業継続を希望する者は１階に店舗を確保し、廃業して住宅を希望する者は上層階のマン

ションを取得。被災した土地を売却したい商業者の様々な意向に対応しやすい「優良建築

物等整備事業」という共同再建の手法を活用する事例も多くみられました。 

   ・また、都市計画事業として土地区画整理事業が適用される場合には、飛び換地や集合換地

により所有土地の配置転換も可能となり、商業の再編成を行いやすくなります。 

   ・しかし、このような共同再建や土地の配置転換をうまく活用していくためには、その前提

として、商店街は「売り場」ではなく「買い場」であり、「交流の場」として地域生活者

の財産でもあるという認識を持ちたいものです。 

 

  ② 時代の変化に適応できる可変性 

   ・多くの商店街では土地と店舗は個々に所有されており、厳しい競争環境のなかで空き店舗

が発生し、業種不足はさらに空き店舗を増やすという状態でした。 

   ・構造的な改革の一つの方法として、「所有と使用の分離」が提唱されてきたわけですが、

復興の手法としてこの考え方が活用できれば、様々な意向を持つ組合員に対して多様な選

択肢が準備できます。 

   ・たとえば事業用定期借地方式を採用すれば、10 年、20 年と一定の期間、借地権や借家

権の問題が発生することなく土地や建物の「所有と使用の分離」が可能となります。 

   ・廃業意向の土地所有者たちが協力して一定規模の敷地を確保することができれば、商店街

のマグネット機能として食品スーパーや大手小売業を誘致することも可能となります。 

   ・これまでの「線」の商業集積から一定規模の敷地が確保できれば、パティオ（中庭）形式

の商業ゾーンを形成することも可能となります。 

 

(３) カネ 

 

  ① 高度化資金等の活用 

   ・阪神淡路大震災では、商店街や小売市場が復興再建を果たす過程で、商店街振興組合や事

業協同組合という組合を対象に個店や共同店舗の再建に20年間の長期無利子融資の災害

復旧高度化事業の適用がなされ、多くの組合が復興を果たしています。 

   ・東日本大震災では、商店街をはじめ商業地の任意の団体などを対象に個々の再建店舗の建

設費の 4 分の 3 を補助する「グループ補助制度」が創設され、復興を支援しています。 

   ・復興の支援策としての融資制度や補助制度の活用により、被災した個々の店舗の再建を果
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たすと同時に、これら支援策の趣旨を実現するためにも、商店街のにぎわい創造やグルー

プの対象エリアの活性化に被災商業者全員で取り組んでいかなければなりません。 

 

  ② 堅実な資金計画 

   ・再建店舗には支援策の有無に関わらず、過大な投資を行わないように留意しなければなり

ません。運転資金も過大となり、単にだだっ広い閑散とした店舗になり兼ねません。 

・震災前から不振に陥っていた同じ業種業態の店舗内容あるいは規模による再建でよいのか、

十分に検討する必要もあります。 

   ・さらに今後の復興によって商圏となる地域がどのように変化していくのか、あるいは少子

高齢化の傾向が被災地にどのように影響するのか、人口の流出入など、長期的な視点から

店舗の再建を検討しなければなりません。 

   ・被災前の営業規模を前提とすることなく、商業は小さく生んで大きく育てていくという姿

勢で、今一度「一から始める」という姿勢が大切になります。 

   ・一方で今後の店舗を含めた資産を保全するため、リスクヘッジとして採算計画には地震保

険などにも配慮していかなければなりません。 

 

 (４) 情報・ノウハウ 

 

  ① 信頼できる専門家を招聘 

   ・復興に向けて地域にまちづくり協議会が設立され、この協議会の中に商業部会が立ち上げ

られた場合、同協議会に派遣されるまちづくり系のコンサルタントに加えて、商業部会に

は商店街等に精通した商業コンサルタントが必要になります。 

   ・被災した商店街や商業地が単独で復興再建を進めていく場合も、店舗や施設の再建が伴う

ため商業コンサルタントとハード系のコンサルタントの連携が効果的です。 

   ・専門家には、過去の激甚災害における復興事例を失敗事例を含めて紹介してもらい、場合

によっては、その事例に携わってきた商業者を招致して、体験談を生の声で聞かせてもら

うことも大切です。 

   ・専門家の招聘にあたっては、大都市と地方都市では商業の立地環境は大きく異なり、地域

の特性もあるため、地元の特性、商店街の実情をしっかりと説明しておく必要があります。 

   ・被災前から商店街に抜本的な改革が求められていた場合などは、その地域の常識や慣習な

どに捉われない「よそ者」の発想をコンサルタントに求め、被災した商業者たちも固定観

念に捉われずアドバイスに耳を傾けます。 

 

  ② 情報の共有 

   ・復興のプロセスでは、各種の専門家の指導のもと都市計画事業や復興関連事業等の基礎知

識を得るため勉強会を開催し、検討会あるいは主体的な取り組みとしてワークショップ形

式での討議が行われます。これらの議事録、検討内容等々を記録に残し、参加できなかっ

た人達にも広く周知をはかるため簡易な広報が必要です。 

   ・議事録作成や広報については、組織の事務局機能が十分に整備されていなければ難しくな

るため、専門家のアドバイスを受けながら商業者間、商店街間、行政、会議所等連絡調整
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を担う「現地マネージャー」の確保と育成が極めて重要です。 

   ・情報の周知徹底をはかるため、被災した地域をブロック別にして、小グループごとに勉強

会を開催することも大切です。 

   ・復興に関する情報を関係者全員が共有し、同じレベルの基礎知識を全員が身に着けること

ができれば、復興のプロセスの各段階で求められる合意もよりスムースに形成することが

でき、より迅速な復興を達成することができます。 

 

 

５.最後に 

   甚大な被害を受け元々の商圏さえも失う中での仮設店舗による営業は、極めて厳しいものが

あります。その苦境の中でこれから始まる本格復興への取り組みを始めなければなりません。

今日、明日という今現在の経営に四苦八苦しながら、その一方でまち、商店街の将来ビジョン

を構築していくことは大変な作業です。 

   しかしまちの、商店街の復興、個店の再建を地域で検討を重ね、歩んでいかなければなりま

せん。復興過程の様々な場面で幾度となく決断が求められることになります。 

   その決断を先延ばしにすれば、地域の合意形成が難しくなり復興は遅れることになります。

そうならないように、正しく決断できる判断材料を集めるため専門家のアドバイスを受けなが

ら、みんなで議論し情報を共有していかなければなりません。 

   何事によらず、しっかりと問題意識を持って主体的に取り組めば、どこかで壁にぶち当たっ

ても「反省」を生み、軌道修正して新たな道を模索することになります。しかし、常に様子見

の受け身で関われば、何か問題が生じたときは「不満」と「批判」を残すだけで、次へつなが

らなくなります。 

   まちも商店街も、復興の形はそこに関わる人々の姿勢で決まります。被災した人々だけでは

なく、関わるすべての人々の姿勢で決まるのです。「素晴らしいまちに復興させたい」「魅力的

な商店街を再建したい」と、どれだけ多くの人達が願うかにかかっています。 

   被災規模によりますが、激甚災害から完全な復興まで 10 年かかると言われます。長い道の

りで、時に虚脱感に襲わることがあるかも知れません。将来像の検討で激論が交わされ感情的

な対立が起こるかも知れません。しかし、そんな時には皆が助け合い、励まし合い、支え合っ

た災害発生時の場面を思い起こし奮起したいものです。 

   「後世に自慢できるまちを再建しよう」「これまでにはなかった新しい商店街を創ろう」と、

一つのスローガンを御旗に懸命に取り組む姿勢があれば、自ずとその輪は広がり様々な支援も

起こり復興を加速させることができます。被災した地域への思いが、復興を導くのです。 
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6.特別寄稿 

 

震災復興に向けて思うこと 

流通科学大学商学部特別教授 石原 武政 

 

 

2012年 11月 16日から 18日にかけて、岩手県宮古市を訪問し、復興に向けた地元の会合に出席 

させていただくと共に、田老、山田、鵜住居、大槌、釜石をご案内いただいた。被災地のこの地域

は、2011年 9月の宮古、田老地区の訪問以来 2度目であった。 

宮古地区は被災地の中でも特に復興が早く、解体撤去の跡地は未利用のままに残されているもの 

の、瓦礫などの被災を直接思わせる光景はすでにない。一見したところ、｢これが被災地？｣と思う

ほどの復興ぶりである。しかし、もちろんそれは表面上の｢見た目｣のことに過ぎない。少し注意深

く見れば、まだまだ応急措置の状態も続いており、ハード的に見てもこれから取り組まなければな

らない課題は山積しているように思う。 

 

宮古市の奇跡 

それでも、宮古がこれだけ早く復興の道を歩むことができたのは、多くの要因が重なり合っての 

ことである。第１に、被害が比較的小さかった。あの被害を見て｢小さかった｣などと言えば顰蹙を

買うことは必至であるが、まちごとすべてを流されてしまった都市が数多くある中では、まだ比較

的マシであったのは事実であった。海岸寄りの中央通り地区は半数近くの店舗が流されたり、大き

な損壊を受けたが、半分近くの店舗は何とか利用可能な状態で残った。末広町では多くの店舗が解

体を免れることができた。 

第２に、あの被災の直後に、店舗から泥を掻き出し、店を開け、いち早く商売を始めようと呼び 

かけた商人がいた。そして、多くの商人がそれに応えて自らを奮い立たせた。経験したこともない

災害に見舞われると、自失呆然として、すぐには行動できないことがしばしばある。阪神淡路大震

災の直後に、同じように店を開けようとした商人が「あんたはしっかりしてるなあ、こんな時にも

う商売か」という声をかけられたという話を思い出した。そんな目は内からも、外からも浴びせら

れる。その中で、いち早く店を開けることこそが復興への道だと立ち上がった商人と彼らを支えた

地域の人びとの心意気は大きい。 

第３に、特に末広町地区では佐香英一理事長を中心に、震災前から着実な商店街活動を実践して 

いた。商店街の戦略を考え、地域の他の団体等とも連携を深め、行政機関などとも連絡を密にして

きた経験が、組織としての立ち上がりの早さを可能にした。商店街がどのような方向に向かって進

むのか、そのあり方について議論が重ねられ、おおよその合意が形成されていたことが、被災後の

方向を議論する上でも大いに役立った。復興市やレッドカーペットなどのイベントはもちろんであ

るが、とりわけ逆プレミアムを付けた地域通貨｢リアス｣の発行などは、こうした準備があってこそ

の取り組みであるし、今後の被災地支援のあり方に大きな一石を投じることになるだろう。 

第４に、地元、宮古市の職員をはじめ関係者の方々の献身的な支援の努力も大きい。この種の災 

害では地域のすべての人が被災者となる。再び阪神淡路大震災の時にもそうであったが、自らも被

災し、避難所生活をしながら、家族のケアもそこそこに復興のためにかけずり回った人たちは多い。
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他の都市と比較するだけの資料は持ち合わせていないが、宮古の関係者の献身的な取り組みなくし   

ては、この復興はあり得なかった。 

第５に、早期に外部から優れた復興マネージャーとして、東朋治氏が就任したことも大きい。ま

だ瓦礫に埋もれ、どこから手を付けていいのか想像もつかない状態の中で、東氏は地元に入り込み、

地元の人びとと胸襟を開いて話し合える信頼関係を短期の内に築きあげた。それは氏自身が阪神淡

路大震災の被災者であったからこそ可能になったと言えるだろう。心が折れて、心を閉ざしてしま

いたくもなるその時に、被災者の気持ちを理解できるまちづくりの実践家が、全国商店街支援セン

ターから復興マネージャーとして派遣されたのは、宮古にとってまさに幸運であった。 

第６に、以上の要因が重なり合って、宮古は他の都市とは比較にならないほど早く、復興への 

道を歩みはじめ、着実にその成果を発揮し始めた。そのせいもあって、宮古は後発の｢応援団｣が入

り込む余地をつくらなかった。被災地が抱える問題は多様で、多くの人が多種多様な課題に直面す

る。その利害は錯綜し、全員が納得できる答えが簡単に見つかるとは限らない。そんなときには、

時間が経てば経つほど、問題ごとにさまざまな｢支援者｣が外部から現れ、それぞれに提言を残して

いく。多くの場合、それらは自分たちが直面する問題に対する解決策ではあっても、全体を見渡し

たものであるとは限らない。そうなると、地元が分断され、議論そのものが難しくなることさえあ

る。支援者たちは善意だし、地元の人びとも必死である。それでも、結果は地元に余計な対立を持

ち込むことが決して少なくない。宮古では、早期の的確な動きが、こうした不幸を未然に防ぎ、み

んなで議論し合える土壌をつくり出した。11月 16 日の夕方からの復興会議には、商店街関係者だ

けではなく、市役所、商工会議所、地域の福祉団体やＮＰＯ、住民の方々が参加して、活発な議論

をしておられるのを見て、そのことを強く実感した。 

 

宮古市の小売業の課題 

 宮古に限ったことではないのだが、大規模な災害に見舞われると、その復興支援のために多く 

の人びとが外部からやってくる。支援者は日常生活からかけ離れた形で被災地にやってくるため 

ほとんどを「現地調達｣しなければならない。そのため、地元での購買や消費は増える。特に飲 

食は毎日のことでもあり、需要が大きく増加する。いわば｢復興バブル｣とも言える状況が生まれ 

る。しかし、支援者はいずれこのまちを去り、バブルは必ずはじける。復興が早いということは、 

それだけ支援者たちが去るのも早いことを意味している。 

 小売業において、いま全国的に課題となっているのが、過剰施設問題である。郊外の大型店問 

題だけではない、人口が減少に転じ、しかも高齢化が進み、地域の購買力が減少する中で、店舗面 

積だけが増加するという状態が続いている。その中で売上を確保するためには価格競争に頼ること

になるのが普通だが、そうなるとますます収益力が低下し、それをカバーするためにさらに売場を

増やそうとする。競争の論理の中にはそれを食い止める手立てはない。その結果、売場面積あたり

の販売額が減少しながら、さらに売場面積が増加するという悪循環が続いている。 

 バブルで膨らんだ需要に見合った店舗はいずれ縮小に向かって進まざるをえない。しかし、それ 

を計画的に進めることは至難の業である。外部から｢これぞ収益のチャンス｣と飛び込んできた店 

舗が撤退することは十分に予想されることである。それは需給の均衡を回復するという意味ではつ

じつまが合ってはいるものの、その過程で地元の商業が健全に継続していなければならない。 

外部からの出店者が地域の小売業や飲食業にどのような影響を与えるのか。それは一概には言え 

ないが、ほぼ出店者の規模に比例すると考えることもできるであろう。比較的小規模な店舗は地 
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域の既存店と競合しながらも、地域の店から顧客を根こそぎ奪ってしまったりはしないであろう 

したがって、それらが後に撤退しても、地元にはさほど大きな実害はないのかもしれない。しか 

し、大型店となるとそうはいかない。地域の顧客を根こそぎ奪い、地元小売店に壊滅的な被害を与

える可能性はかなり強い。そうであればこそ、特に大型店にはこの地域の商業を長く担うという覚

悟を求める必要はあるが、地域の中小小売店や飲食店もそれに負けずに踏ん張る必要がある。 

ここで特に地元の中小店の意義を強調するのは、地域経済を支える重要な柱の 1つは、商品と仕

事とお金が地域の中で循環することこそが重要であるからである。食料品や衣料品にしろ、それ以

外の工業製品にしても、いまや全国はもちろん、外国からの輸入品を抜きにして私たちの生活は語

れない。経済はそこまでグローバル化しているが、それでも地域での小さな循環の意義は決して衰

えてはいない。農業の分野でも地産地消や第６次産業化の問題が強調されるのもそのためである。

こうした小さな地元の循環を維持していくためには、住民の理解はもちろん必要であるが、地域の

小さな小売商が必要である。大型店の大量流通の網の目にはこれらの小さな流通は決して乗ってく

ることはない。 

では、中小小売店はどうがんばるのか。それは宮古に限らず、いま全国の中小店が直面している

深刻な課題である。しかもすでに何十年も繰り返して強調されてきた課題でもある。それだけに特

効薬があるわけではないが、小売店が地域の住民・消費者とのつながりを強め、彼らに理解しても

らう以外に方法はなさそうである。消費者に提供するのは単なる商品ではない。それに込められた

思いや、謂われ、使い方のちょっとした工夫など、付加価値としての情報をどれだけ提供できるの

か。愛知県岡崎市で始まった「まちゼミ」は商店主自身が講師となって消費者に語りかける事業で

あるが、これを継続することによって確実に固定客を増やしている。安売り合戦にのめり込まない

ためにも、いかにして付加価値を付け、顔の見える関係の中での信頼関係を構築するかが、ますま

す重要な課題となることは間違いない。 

 

施設の復興に当たって 

過剰施設問題に直面するのは、何も小売業だけの問題ではない。人口減少は、行政施設や学校、

文化施設等も含め、これからさまざまな分野で施設の過剰をもたらすであろう。人口が減少すれば

当然、必要とされるこれらの施設面積は減少する。しかも、多くの場合、いま使用している施設が

老朽化し、建て替えが必要となってきている。中央自動車道の笹子トンネル崩落事故は、公共施設

の維持管理が極めて重要であるにもかかわらずこれまで軽視されてきたことに、大きな警鐘を鳴ら

した。被災地では、被害を受けた公共施設の建て替えだけではなく、老朽化した施設の建て替え問

題も今後、急速に浮かび上がってくるだろう。 

大型施設の場合、しかも被災地復興関連となれば、国からの大きな補助金が期待できる場合も少

なくない。「この際に」と大きな施設を建設することは不可能ではないが、それには大きな落とし

穴がある。施設は長期にわたって維持管理が必要になるが、その費用に対して長期にわたる支援は

あり得ないという点である。1980年代後半のバブル期に豪華な施設を整備したリゾート開発で、ど

れだけの都市が苦しんだかを想像してみるだけで十分である。 

まずは長期的に必要な床面積を冷静に判断することが重要である。商業施設であるが、大分市で

は８階建ての大型店が撤退したあと、それを２階建てに減築するという画期的な試みを行った。過

剰床のままでは価格競争が激化するだけだとの判断がそこにあるが、減築に必要な費用は、減築に

よって節約される固定資産税でまかなった。また、さいたま市では区役所など老朽化した公共施設
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の建て替えに際して、各種の施設を統合し、総床面積を削減することによって維持管理費の削減に

取り組もうとしている。集約することによって生み出される土地を売却できれば、それがこの公共

施設の連鎖的建て替えを進める事業費の一部に充当できるとされている。こうした｢身の丈に合っ

た施設｣の考え方は、人口減少社会に向けて、ますます必要となるはずである。 

公共施設の問題は総面積だけの問題ではない。それをどのように配置し、どのような設計とし、

どのような機能をもたせるかも重要になってくる。新潟県長岡市では市庁舎を市民開放型の「アオ

ーレ長岡」として整備し、注目を集めている。従来の、ややもすれば権威の象徴で閉鎖的な感じの

する市庁舎とはイメージを一新し、透視性が高く、機能的にも開放されたまさに「市民が集まるシ

ティ・ホール」としての市役所を建設したが、これが今後の公共施設整備の方向に大きな影響を与

えることは間違いない。 

また、長野県飯田市では、伝統的に市役所の現場主義を掲げ、担当部署をそれぞれの関係機関の 

近くに設置している。例えば、商業市街地活性課はまちの実働部隊であるまちづくり会社の近くに、

また林務課は森林組合、農業課はＪＡ、工業課は産業センター、観光課は観光公社の近くに事務所

を構えている。そうなれば大きな市庁舎は必要なくなる。それぞれの小さな施設であれば、既存の

利用されなくなった施設を転用することも不可能ではない。まちなかの過剰施設の解消とも連動し、

現場に向き合う行政姿勢を確立し、しかも大幅な費用削減が可能となれば、まさに一石三鳥となる。

こうした取り組みもまた、公共施設整備のあり方として、今後改めて注目を集めるに違いない。 

 

まだ遠い復興 

冒頭にも記したとおり、宮古は奇跡ともいえるスピードでの復興であった。しかし、11月に冒 

頭に記したまちをご案内いただいたとき、私の心は宮古にいたときとはまったく別のやるせなさ 

に覆われていた。話では聞き、写真なども見てはいたが、まだほとんど手つかずではないか、そ 

う思わせるところが随分と残っていた。津波に襲われ、破壊されたままの建物がまだ解体もされ 

ずに残っている。それが世界に冠たる経済大国、日本が 1年半にわたって全力を挙げて取り組ん 

できた結果なのか。 

震災から２週間後の大学での卒業式のあと、私はゼミ生たちにこう語りかけた。「今回の震災 

は復興までに随分と長い時間を要するだろう。阪神淡路大震災から半年後、私は東京で『えっ、 

関西ではまだそんなことやってるの？』と言われて猛烈に腹が立った。マスコミはやがて報道を 

しなくなるだろう。ボランティアの熱も冷めるだろう。でも、本当の復興はそれからだ。今回は 

エリアが桁違いに広く、被害も大きい。10年近くもかかるかもしれない。福島ともなれば、私 

の人生の残りを全部かけても足りないだろう。そんな長い課題をみんなも背負ったのだ。忘れず 

に、ずっと向き合って欲しい。」 

そうは言ったものの、1年半後にまだこの状態なのか。荒涼とした住宅の跡地が続くその先は 

山で、その手前の墓地だけが遠くから見える。墓石が倒れたままになっているところを見ると、 

まだここに来ることのできない人たちがいるのだ。そう思うと、涙がこぼれそうになった。 

 別に、これらのまちの人たちが献身的でないというのではない。仮設商店街で、あるいは市民コ 

ーナーで、商工会議所で、懸命に取り組んでおられる人たちにお会いした。とにかく、それほど被 

害が大きかったということだ。まさに津波がすべてを洗い流してしまった。 

 それでも一歩ずつ、前に進もうとしている人びとに心を動かされた。亡くなられた方も多く、土 

地の権利関係も正確に把握できるのかどうかも分からない。把握できたとしても、当事者とうまく 
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連絡が取れないかもしれない。その中で、１から復興計画をつくっていかなければならない。まさ 

に気の遠くなるような課題である。そこでは、区画整理事業を中心として、さまざまな事業手法が 

試みられるであろう。専門家でもない私が、それにとやかく言うこともないが、着実な事業の進展 

を祈りたい。その際、特に注意して欲しいと思っているのは、過剰な施設をつくらないこと、住民 

のコミュニティを大事にすること、地域の小さな循環を刺激することの３点である。これらは、阪 

神淡路大震災やその後の各地のまちづくりを見る中で、特に重要だと思っている点である。 

 

 私自身は、遠くにあって十分に支援活動に参加することもできないが、せめて応援団の一員に加 

えてもらい、長く被災地に心を向けていきたいと思っている。被災者の皆さんと、共に復興に携わ 

っておられる皆さんに心からのエールを送らせていただきたい。 

 


