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（要約） 

2006 年 6 月に改正中心市街地活性化法が制定された。地方都市における高齢化や人口流出と

いった問題も背景にあり、規制強化だけで中心市街地に人を呼び寄せることができるかどうかは

不透明である。商店街を活性化させるためには３つのアプローチがあると考えられる。まず一つ

目は商店街を構成している個々の商店の活性化である。個々の商店が繁盛することで、その集合

体である商店街が活性化し、活気がよみがえる。次に商店街そのものの活性化がある。地域住民

が「食べる」、「着る・装う」、「住む」、「教養・趣味を楽しむ」ことを満たすことができる機能を

商店街が備えることで地域社会にその価値を提供し、活性化することである。 後に商店街を含

めた地域活性化で商店街を活性化させていくことが考えられる。これは地域に住む人々が安全に

便利に快適に生活をできる場をつくり、常に居住条件を高めていくこと、Ａ市以外の人々を受け

入れていくことによる活性化である。今後、アクションプログラムをスケジューリングし、優先

順位を決め、一人一人の責任体制を明確にした組織的な活動及びその実施結果を検証していくと

いうマネジメント基本プロセスの履行が地域と商店街の活性化に要求されている。 
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はじめに 

 中心市街地における市街地の整備改善と商業等の活性化の一体的推進を目的に

1998年10月、中心市街地の整備改善及び商業等の活性化の推進に関する法律が

制定された。中心市街地活性化プロジェクト事業費は7年間で5兆円ともいわれ、

約700の地区で基本計画が策定された。 

 しかし商店街の人口、事業所数、販売額とも減少傾向に歯止めがかからず、会

計検査院は「効果が上がっていない」と結論づけている。そこで 2006 年 6 月に

基本理念と国、地方公共団体及び事業者の責務規定を新たに設けた改正中心市街

地活性化法が制定されるに至った。 

 

１ 地方都市における商業環境の変化 

(1)郊外出店規制の背景 
政府は郊外への出店を規制する方針を打ち出した。郊外の大型店増加で弾みが

ついた中心市街地の衰退に歯止めをかけるのが狙いである。しかし、地方都市に

おける高齢化や人口流出といった問題も背景にあり、規制強化だけで中心市街地

に人を呼び寄せることができるかどうかは不透明である。 
中心市街地を支えてきた個人経営の店舗が減っている。2007年版中小企業白書

によると、売場面積500 ㎡未満の小売業販売額は1997 年の 69 兆円から、2004
年には 53 に兆円まで減少した。店舗販売額において店舗面積 500 ㎡未満区分の

みが大きく減少している。 
 一方、ショッピングモールなどの大型商業施設は郊外を中心に増え続けている。

都道府県に届出が必要な 1,000 ㎡以上の店舗は 2004 年に 17,000 店と、94 年に

比べて5割強増えた。全小売店の平均売場面積も10年間で4割強広くなった。 
政府・与党は中心市街地にてこ入れを狙って、98 年にまちづくり 3 法(改正都

市計画法、大規模模小売店舗立地法、中心市街地活性化法)を定めたが、期待した

ほどの効果を上げられず、郊外店の規制強化を求める意見が強まった。 
 (2) 地方都市中心部の活性化策 

大型店の郊外立地規制は法律成立から約 1 年半の経過措置を設けて、2007 年

に施行された。衰退する地方都市中心部の活性化が目指された。まちづくり3法

のなかの都市計画法見直しでは延べ床面積1万㎡超の大型店の新規出店を中心部

に近い3地域に限定した。これ以外の地域に出店するには、市町村が都市計画を

見直し、地域割りを変えるように改めた。今回は事業者でも計画変更の提案をで

きるようにしている。国土交通省は、出店の可否を事業者の申し出から1年以内

に判断することと、都市計画を審議する市町村の審議会に消費者代表の委員を入



れるよう地方自治体に求めた。流通業界からの「都市計画変更に時間がかかる」

との批判に対応する狙いがあった。 
(3)法改正の主たる内容 

①中心市街地活性化法 

a.内閣総理大臣を本部長とし、すべての閣僚を構成員とする中心市街地活性化本

部を新設した。 
b.市街地整備を行う非営利法人も支援の対象に加えた。 
c.中心部の空き店舗に大型店が出店する際の特例を新設した。 
②都市計画法 
床面積1万㎡超の店舗、映画館、アミューズメント施設、展示場などが出店で

きる地域を近隣商業・商業・準工業の3地域に限定した。 
a.都市計画区域の非線引き白地(規制の空白地域)では原則立地禁止にした。 
b.市街化調整区域で大規模開発を認める例外規定を廃止。病院、福祉施設、学校

も開発許可の対象に加えた。 
c.農地への大型店立地を制限するために準都市計画区域の要件緩和を行った。 
 
商店街のシャッター通り化が進み、その危機感は理解できるが、商店街再生の

決め手にはそれだけでは不十分である。延べ床面糟1万㎡超の大型店舗を対象に、

立地可能な場所を、都市計画法で定める商業地域や近隣商業地域などに限定した。

事実上、郊外地区への出店を規制する内容であった。 
地方都市では、大型店の郊外進出で、商店街が空洞化した。少子高齢化の進展

で衰退は一層加速しかねない。この焦りが法改正の背景にあったのである。 
大型店が立地先に郊外を選ぶようになったのは、1974年の旧大規模小売店舗法

の施行がきっかけであった。商店街の強硬な反対で市街地への立地が困難になり、

反発の少ない郊外に目を付けた。地方では車を持つ家庭が増え、広い駐車場を確

保できる点も利点だった。 
この間、魅力アップを図る商店街の自助努力の不足もあって、衰退が進んでい

った。中心部の空洞化は商店街にも責任があるとの指摘は絶えない。 
衰える中心部を再建しようと、経済産業省と国土交通省は、欧州各国で発表さ

れたコンパクトシティ政策を 90 年代後半に「コンパクトシティ」構想として取

り上げ、2006年に再び打ち出した。従来型の都市政策転換が求められたのである。 
無秩序に街が拡散すれば、インフラ整備などに費用がかかる。主要な行政施設

や店舗を中心部に集め、歩いて行ける街を作るのが、これからの時代にふさわし

いという考え方である。しかし、空洞化に関しては、病院や市町村役場、図書館、



美術館などの移転の方が、より決定的な役割を果たしたとされる。地方自治体は

公的な施設を率先して元に戻すのが先決であろう。 
中心部に市立図書館を開館し、若者向け店舗を誘致するなどして、にぎわいを

取り戻した青森市のような例もある。大型店の回帰を求めるならば、中心部の区

画整理を進め、駐車場を用意するなど、環境の整備が欠かせない。 
一方で現状では、地方においての大型店駆け込み出店が急増している。郊外に

おいて多くのショッピングセンターやスーパーセンターの大規模小売店舗届出書

が提出され、建設に至っている。 

 

２ 地方都市Ａ市中心市街地商店街の方向性 

以下地方都市Ａ市で取り組まれた商店街活性化の支援ケースをみてみよう。 

 

《地方都市Ａ市中心市街地商店街の概要》 

Ａ市内の商店街を取り巻く商業環境は、近年目まぐるしく変化している。従来

Ａ地域の商業活動は、地域の消費者を対象に主たる営業活動を行ってきたが、市

内大型スーパーや百貨店、大型専門店の相次ぐ開店、近年の郊外への大型店出店

規制に伴う駆け込み出店申請などにより、特にＡ地域中心部の商業環境がさらに

大きく変化しようとしている。 

この様な状況の中で、Ａ市内商店街の活動も、在来の地域商業対象のマーケット

戦略体制から、観光や街づくりを含めたマーケティング戦略展開への必要性が出

てきている。 
《地方都市Ａ市中心市街地商店街構成》 
19商店街 (会員数 770店舗) 
 

 Ａ市内の商店街を活性化させるためには３つのアプローチがあると考えられる。

まず一つ目は商店街を構成している個々の商店の活性化である。個々の商店が繁

盛することで、その集合体である商店街が活性化し、活気がよみがえる。次に商

店街そのものの活性化がある。地域住民が「食べる」、「着る・装う」、「住む」、「教

養・趣味を楽しむ」ことを満たすことができる機能を商店街が備えることで地域

社会にその価値を提供し、活性化することである。 後に商店街を含めた地域活

性化で商店街を活性化させていくことが考えられる。これは地域に住む人々が安

全に便利に快適に生活をできる場をつくり、常に居住条件を高めていくこと及び

Ａ市以外の人々を受け入れていくことによる活性化である。 



(1) 個別店舗の活性化 

Ａ市内の個別店舗の地域社会での役割や活力が低下してきている。来街者調査

において、「品揃えを豊富に」が４人、「店舗に魅力を」が２人、「年寄りが必要な

商品がほしい」、「若者をひきつける店に」、「価格競争ができるように」、「長く開

けてほしい、午後5時には閉まってしまう」という意見からも地域住民に役立つ

魅力ある店づくりが要求されている。 

 

   2-1 個別店舗の活性化プロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 商店街自体の活性化 

①商店街コンセプトの明確化 

Ａ市内の商店街では消費者へ提供できる価値作りや主張（コンセプト）が明確

にできていない。来街者調査においても、「いろんな店を増やしてほしい」という

要望が１８人あり、多くの消費者からその声があがっている。「八百屋が欲しい」

が２人、「土産物店・物産店」が２人、「食料品店が欲しい」、「ファーストフード

店を増やしてもらいたい」、「喫茶等もう少し、くつろげるところが欲しい」など、

現状商店街が消費者へ提供している機能・価値には不満が感じられる。 

地域消費者の生活スタイルの変化 

縦割りの業種店 

生活場面に役立つ小売業・サービス業のビジネス再構築 
消費者へ

の貢献点

は何か 

個店機能 
の再構築 

組織加盟、ノウハウ吸収 業態化 

品揃え サービス 販売方法 



また、「歩道の整備」が２人、「道路を広く。段差なくす」、「トイレの数を増や

してほしい」、「道がタイルで雨の時に滑る→安全に」、「案内板が欲しい」「休憩で

きる場所があるといい」、「子供が喜ぶような施設を」など、消費者へ提供してい

るハード機能においても不満がある。したがって、消費者へ提供できる価値作り

や主張（コンセプト）を明確にし、対応をしていく必要がある。 

 

2-2 商店街コンセプト明確化プロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②タイプ別商業集積の一般的な課題と対応 

 タイプ別商業集積の一般的な課題と行動を整理すると次の表のようになるが、

Ａ市内商店街では特に近隣型商店街・地域型商店街タイプの課題と具体行動等に

ついて検討・対応していくことが求められる。 
 近隣型タイプでは 寄り品業種の充足による「買い物の便利さ」が求められ、

親切で商店との顔なじみによる「買いやすさ」、安値で気軽に利用できる「楽しさ」、

季節感のある飾り付けなどの「ハード面の演出」、消費者参加のイベントによる「ソ

フト面の演出」、日常活動と融和した商店街の活動が「商店街ストリート・アイデ

ンティティ」の方向性である。近隣型商店街の一般的な組織づくり等、課題への

対応として共同宣伝・朝市、規約・規定文書化、法人化等をあげることができる。 
 また、地域型タイプでは 寄り品業種の豊富さと一部買い回り業種の構成によ

る「買い物の便利さ」が求められ、 寄り品・買い回り品混在による商品の豊富

さからの「買いやすさ」、活気を感じながら散策の可能な「楽しさ」、モニュメン

ト・舗装などの「ハード面の演出」、地域消費者の支持を得た企画・催事による「ソ

ターゲット 

想定されるニーズ 

コンセプト 組合員意識の醸成 

内部役割分担  

当面の対応 

中長期対応 

コミュニケーション 



フト面の演出」、商店相互の融和による協力体制が「商店街ストリート・アイデン

ティティ」の方向である。地域型商店街の一般的な組織づくり等、課題への対応

として専従事務局設置、役職の業務明確化、ＰＲ誌発行などの事務局業務、共同

事業、公的助成金申請等をあげることができる。 
 

2-3 タイプ商業集積の一般的な課題と対応 
 

 課題 具体対応策 
近隣型 組織づくり 

現状把握 
と対応策 

共同宣伝・朝市、規約・規定文書化、法人化 
大型店進出、客流出状況、ＳＭ、ＣＶＳ動向 
自商店街競争力、参考事例研究 
目標売上高（存続・目標）、売上高施策（個店・全体） 

地域型 組織づくり 
 
現状把握 
と対応策 

専従事務局設置、役職の業務明確化、事務局業務：ＰＲ誌発行、

共同事業、公的助成金申請 
商圏特定（理論・実地調査）→売上高目標設定→来街者数設定（店

舗構成、環境整備、コミュニティ施設、宣伝・イベント、駐車場・

シャトルバス） 
広域型 組織づくり 

 
現状把握 
と対応策 

専従者3人以上、役員は若く、駐車場・カード事業、株式会社化 
行政・市民と継続的なコミュニケーション、CIの導入、指針の設

定（高級店横のDSは禁止等）、音楽会、美術展 

超広域

型 
組織づくり 
現状把握 
と対応策 

外国人含めた組織づくり 
すべてに本物がある商店街、海外旅行以上の楽しさ＋便利な買い

物、文化発信・格の違い誇示（新製品、ニューファッション、流

行提案、 新情報） 

 

(3) 地域活性化による商店街活性化 

 ①地域活性化の基本的な考え方 
空洞化の背景にある諸問題を解決していくためには地域施設・環境等の整備と

魅力の向上が必要である。すなわち、市民・事業者へのサービスの提供や高齢者

等生活環境改善、新たな経済活動集積とインキュベーション、基盤整備充実と費

用対効果、環境負荷が小さい都市づくりの推進等が課題となってくる。 
②Ａ市内商店街の役割 



 商店街の衰退はＡ市内地域にどのような影響を与えているのか。空き店舗の増

加や居住人口の減少は各種の活動を通じての町内会的な地域社会の維持を困難な

ものとしてきた。地域社会がもっていた自発的な協力、支援機能が低下し、共同

体に対する一体感は喪失してきている。さらに高齢化が進むなかで高齢者の地域

社会での自立を困難なものにしている。 
地域活性化とは何か。地域に住む人々が安全に便利に快適に生活をできる場を

つくり、常に居住条件を高めていくことである。まちづくりという言葉のなかに

は物理的な枠組みであるハードインフラ(構造的基盤)と、地域社会で生活する

人々の人間関係やコミュニティをつくり出すソフトインフラ(生活的基盤)という

意味がある。ハード優先で進められてきたまちづくりから現在はハードとソフト

のバランスがとれたまちづくりが求められている。今後、商店街はこのなかで重

要な役割を果たすことが期待されている。   
 
３ Ａ市地域活性化の方向性 

 地域を活性化させることには二つの意味があると考えられる。 

①Ａ市地域経済の活性化 

1) 地域に住んでいる人がお金を使ってくれる。 

2) 地域に住んでいない人がお金を使ってくれる。 

②「地域が好き」という気持ちの活性化 

1) 地域に住んでいる人がずっと住みたくなる。 

2) 地域に住んでいない人が何度も来たくなる。 

 

(1) Ａ市地域のまちづくり 

 まちづくりとは地域住民にとって安全、便利、快適な場作りであり、それが持

続されなければならない。また、まちづくりの課題として以下の3点を挙げるこ

とができる。 

1) 暮らす人々が空間に愛着を感じる。 

2) 訪れる人々をもてなす心（ホスピタリティ）が育まれている。 

3) 誇れるシンボルが存在する。 

①Ａ地域のアイデンティティ 
人々が求めているまちの価値・プライドは何か、保有すべき機能と役割はどの

ようことかが明示されていることである。 
表現した状態(「まちの個性」、「そのまちらしさ」を含む)とまちに関わる人々

の心に生じるそのまちらしさの認識(菩提寺地域アイデンティティ)が形成される



必要がある。これは「ほかのまちとは異なる独自性」「まちらしさ」という意味で

も使用され、そのまちに関わる人々が共有する「まちへの思い」を統合化し具体

化するための基本的な考え方となる。 
商業者と生活者がまちづくりを目的する観点から新しい関係性を樹立するため

のまちへの共通認識を構築する。これからのまちづくりを推進する力の源泉とし

てＢ地域の誇りが多くの人々に函養されることが重要になる。 
②Ａ地域の誇り 
地域の誇りの中核を占める地域のアイデンティティへの関与意識の前提となる

価値観はまちへの愛着度と社会的な関わりである。この地域の誇りがより多くの

人に涵養されていくことがまちづくりを成功させる大きな要因となる。 
③愛着度を高める素材の探索 
地域住民と商業者がその地域に愛着を深めるためには新しい関係性を築くため

のコミュニケーションの機会を増やすことが必要である。まちへのアイデンティ

ティを共有する同胞としてのコミュニケーションの機会を増やし、まちが必要と

している機能やまちの活性化の視点からの自然環境の活用や歴史的背景への探索

などを協働で実施していくことである。人がその地域に愛着を も感じるのはそ

の地域で築かれた人間関係そのものである。 
それを象徴するものがまちのシンボルにすぎない。これからのまちづくりでは

市民と商業者とがコミュニケーションを図る機会として、まちの歴史的背景の探

索や内容の編纂、シンボル性のあるものの復元など、まちへの愛着を深める（コ

ミュニケーシヨンの活性化）ための素材を見つけて育てる「場」を提供すること

が重要となる。歴史的背景のあるものには以下のものが考えられる。 
1)神話 
2)神社・仏閣 
3)祭り 
4)踊り 
5)古墳 
6)自然（河川・滝など） 
  新たに見出された素材は構成員以外から見て現代の価値物としても評価され

ることが重要であり、他の地域の人々から理解されない形態での情報発信はあま

り意味をもたない。 
④Ａ地域の誇りの涵養 
 積極的に参画する人々の心理を鼓舞するために「まちづくり大使」や「まちづ

くりマイスター」などの称号を認定し表彰する制度を設置することやまちづくり



の現状を広くまちの内外に向けて告知する広報活動が求められる。 
⑤Ａ地域の活性化事業案 

 代表的な活性化事業案として次の20の内容が考えられる。 

1)歴史的背景・シンボルポスターの作成配布 

2)歴史的背景・シンボルカレンダーの作成配布 

3)案内標識の作成 

4)観光マップ、まち歩きマップ、福祉イラストマップやガイドブックの整備 

5)ガイドステーションの設置する 

6)ITを使ったガイドシステムの構築 

7)定期開催型まち歩きツアーやスタンプラリーの実施 

8)レンタサイクルステーションの整備 

9)特産品の製造工程の見学会や製造体験会の開催 

10)歩いて巡る観光モデルルートの設定 

11)「湖南市のお宝」認定事業の実施 

12)まちかど博物館(写真展・展示会等)の設置 

13)地域素材(商品)を生かしたイベントの開催 

14)フリーマーケットの開催 

15)幼児・児童の「おつかい体験」の実施、教育機関とタイアップした社会体験、

教育 

16)買い物サポートシステムの充実、高齢者、身障者などを対象とした支援システ

ム 

17)一店逸品運動の展開、店のこだわり商品、サービスの発掘 

18)シルバーショップの開設、高齢者による主体的な店舗運営 

19)熟年サロンの開設、団塊の世代を対象とした、情報交換、生涯学習の楊づくり 

20)あたたかい気持ちで観光客を迎える市民意識の啓発 

 

４ 地域活性化の視点からの商店街方向性 

(1)個別商店街活性化提案からの方向性 

 今回、商店街活性化の支援の一環として個別商店街の来街者インタビュー調査

及び商店街の利便性・環境診断を現地で実施した。その結果をふまえ、商店街毎

に今後の方向性と具体的改善事項の提案を行っている。以下提案された方向性に

ついて整理してみと、地域活性化の方向性は観光振興の方向、安全・便利な環境

づくりの方向、通行・散策等楽しさの方向、共同・連携の方向、情報発信の方向

という５つの方向に集約することができる。 



1.［観光振興の方向］ 

 観光振興と関連した商店街の今後の方向性として以下の提案があった。「団体を

含めて観光客が商店街の回遊を」、「観光客が満足する施設・土産物づくり」、「近

隣温泉観光客にも足を運んで買い物をしてもらえる仕掛け作り」、「歴史的地名の

ＰＲ」、「地域素材・歴史に関連したイベント創造（スポーツ関連・観光コース散

策関連等）と定期的開催」、「観光客の休憩コーナーづくり」、「商店街名称の変更」、

「特産品開発」、「文学的土産物開発」等 
2.［安全・便利な環境づくりの方向］ 

安全・便利な環境づくりと関連した商店街の今後の方向性として以下の提案が

あった。「国道を越えたくない高齢者が気軽に買い物できる店舗誘致」、「お年寄り

や自転車の買い物客が通行しやすい環境整備」、「近隣住民の生活環境向上を主眼

に不足するサービスの誘致」、「合同宅配サービス」、「遊歩道的歩道の設置」、「一

方通行等の道路規制」、「来街客層ニーズと提供サービスミスマッチの解消」、「高

齢者向けサービス業の誘致」、「子育て相談・支援」、「コミュニティ施設設置」等 
3.［通行・散策等楽しさの方向］ 

 通行・散策等楽しさと関連した商店街の今後の方向性として以下の提案があっ

た。「歩行者の楽しみを増す」、「歴史を感じさせる街並み作り」、「街並みコンセプ

トの設定による特徴ある街並みづくり」、「中・高齢者が憩える場所づくり」、「中・

高齢者女性が憩える場所の提供」等 
4.［共同・連携の方向］ 

 共同・連携と関連した商店街の今後の方向性として以下の提案があった。「多方

面との共同・連携を」、「単独商店街での偏りを解消するための他商店街との連携」、

「小学校・高等学校と連携しての商業体験学習機会提供」、「地元病院との連携」、

「地域活動を通じての住民とのネットワーク」、「近隣観光スポットの案内・情報

提供など補完機能を備える」、「他商店街の優れた点を採用」等 
5.［情報発信の方向］ 

 情報発信と関連した商店街の今後の方向性として以下の提案があった。「地域情

報の定期的発信」、「地域活動の定期的発信」、「日替わりブログによる情報発信」、

「特産品情報を案内所から発信」、「スポーツイベントの発信」、「観光散策ルート

の発信」等 
(2)Ａ市まちづくり会社との連携・協力 

 平成 19 年 3 月、Ａ市中心市街地活性化協議会により、強みと弱みを分析し、

他都市とは違う独自の地域活性化の実現を目的に「中心市街地活性化基本計画に

対する提言書」が発表された。 



 平成 19 年 12 月にはＡ市中心市街地活性化基本計画（案）・まちづくり会社設

立説明会が持たれ、平成20年1月23日に株式会社まちづくりＡの創立総会が開

催された。 
 定款には同会社の事業目的が第2条で詳細に示されている。そこでは地域活性

化のための事業内容が具体的かつ包括的に予定されている。今後市内の商店街が

取り組む必要のある観光やまちづくりを含めた展開と密接な関わりが予測され、

株式会社まちづくりＡとの連携・協力は不可欠のものとなろう。 
 
むすびに変えて 

 以上、本稿は、種々の角度から問題点の整理と改善策の考え方について述べて

きた。 

 Ａ地域は近い将来の郊外への超大型店の出店に伴い、商業環境がさらに大きく

変化しようとしている。しかし、一方ではまちづくり3法が見直され、一定の要

件を満たした組織や基本計画による中心市街地振興策について支援措置が大幅に

拡充されているのも事実である。 

 したがって、現在をＡ市内商店街活性化の 大で 後のチャンスであると捉え、

着実に計画をすすめていくことが求められる。 

 過去の反省を踏まえたうえで、今こそ示されたアクションプログラムをスケジ

ューリングし、優先順位を決め、一人一人の責任体制を明確にした組織的な活動

及びその実施結果を検証していくというマネジメント基本プロセスの履行が地域

と商店街の活性化に要求されているといえる。 
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