
中心市街地活性化
ー商店街振興組合の活動と問題点ー
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１．中心市街地の衰退

中心市街地は、商業、業務、居住地等の都市機能が
集積し、長い歴史の中で文化、伝統をはぐくみ、各種
機能を培ってきた「まちの顔」とも言うべき地域であ
る。

しかし、近年、商店街を中心とした中心市街地は衰退
が進みつつある。



その要因は…

モータリゼーションの進展、車社会の到来

所得の向上とともにモータリゼーションが進展し、消費者の購買行動
の変化をもたらした。

徒歩から自転車へ、自転車から自動車へと交通手段が変化していく
につれて、行動圏は拡大し、商業者はより広い範囲での競争にさらさ
れることになった。自転車の時代までは商店街の時代といえたが、車
の時代になって、構造的に車対応となっていない商店街は不利になっ
た。



ワンストップショッピング

日常の買い物においてはスーパーマーケットやそれを核とした
ショッピングセンターが支持されるようになった。駐車場が不足
しているうえ、横長の構造で買った商品を下げて歩き回る必要
があり、またそれぞれの店舗で精算する必要のある商店街は
不利であった。



消費者の生活スタイル・意識の変化

所得の向上につれて、消費財が普及していったが、そうしたも
のが行き渡ると、衣服や身の回り品など、買回品においては、
より多くの商品を見比べたうえ、自分の好みにあった商品を買
い求めたいというニーズが生まれ、品揃えの豊富な大型店舗
が消費者の支持を集めた。



また、食料品や日用品などの最寄品においても、生活が洋風
化し、仕事（家業・内職等以外）を持つ女性が増えていくに連れ
て、加工食品・調理済み食品などが開発され普及していった。
従来からの伝統的な品揃えの近隣の既存商店よりも、品揃え
豊富でまとめ買いのできる量販店が好まれるようになった。そ
の反面、呉服店などかつては商店街の重要な構成要素であっ
た業種は縮小を迫られていった。



中心市街地から郊外への人口流出

郊外の社会資本整備と宅地化が進み新しい住宅を求め旧市街
から人口が流出(ドーナツ化現象)し、それを追うようにロードサ
イド店舗も増加し多様化していった。そして車社会の郊外に居
住する消費者は労働人口が多く自家用車で気軽に行けるロー
ドサイド店舗に吸収されてしまい、旧市街では過疎化と老齢化
が進み商店街も衰えるという当然の結果となった。地方都市圏
で多くみられる商店街衰退の根本的な要因であるといえる。



商店街の内部要因

上記はいわば商店街にとって外部要因であるが、時代の変化
に乗り遅れた商店街の内部要因も指摘される。 上記の小売業
をめぐる急激な変化に対応し切れておらず、「時代遅れ」となっ
ている。また、「プロとしての意識の低下」もみられる。 よく言わ
れるのは商店主は一国一城の主であり、商店街は商店の寄り
集まりに過ぎないことから生じる組織力の弱さである。また商店
主の高齢化も要因の一つに挙げられる。



商店街衰退原因のまとめ

外部要因

・スーパーマーケットの台頭

駐車場と品揃えの面で不利

内部要因

・働き手の老齢化

・団結力の無さ



このような状況に対し
中心市街地を活性化するための手段の一つとして、
商店街振興組合が注目されている。



２．商店街振興組合とは

昭和３７年に施行された商店街振興組合法に基づ
き、全国各地に設立された商店街の法人組織であ
る。
現在、全国各地に約2000あり、商店街と地域の振興
のために、様々な活動を行なっている。



2．商店街振興組合とは

◎商店街振興組合設立の外的要因

①法律に基づく法人組織のため、社会的な信
用が高まり、金融機関への信用力が増す

②高度化資金の融資や補助金など、政府から
の助成を受けられる

③税制面で優遇される



2．商店街振興組合とは

◎商店街振興組合設立の内的要因

・商店街振興組合が行う活動（各種イベント・治安維持・アー
ケード・路面舗装等）は、組合員たちにとっては公共財のよう
な性格を持っている

・また自発的に作られた組織である。

・商店街振興組合は上記のような特徴を持つ組織である。
このような組織を、「プライベートガバメント」と呼ぶ文献が
ある（Helsley and Strange［1998］）



2．商店街振興組合とは

◎商店街振興組合設立の内的要因

・プライベートガバメントの役割

↑ ↑

政府のもとで公共財が供給される場合、全住民の
平均点で供給される

公共財に対する
需要の低い人

公共財に対する
需要の高い人

（スライドN０.15－17
Helsley and Strange（1998）を参照）



2．商店街振興組合とは

◎商店街振興組合設立の内的要因

↑
プライベートガバメントが
公共財を供給する場合

↑
政府が公共財を
供給する場合

・プライベートガバメントの役割

・全住民の平均点の供給で満足できない者が
自主的に追加で公共財を供給する
・商店街振興組合には上記のような側面がある



2．商店街振興組合とは

◎商店街振興組合設立の内的要因

商店街振興組合は、平均的な公共財の供給で
は満足できず、より公共財に対する需要が高い
人々が自主的に集まり作った組織である



2．商店街振興組合とは

意思決定の方法

桐生中央商店街振興組合ホームページより
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２．商店街振興組合

・組合員の中から選出された者が、理事会を組織

・理事会での話し合いにより、各委員会に、次年度の
予算を割り振る

・総会は、理事会の決定を承認する



具体的に商店街振興組合が、どのように活動をして
いるのか調査するため、

「心斎橋筋商店街」、「西陣千本商店街」
「新京極商店街」、「河原町商店街」
の4つの商店街振興組合にヒアリン調査を実施。
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３．ヒアリング調査

心斎橋筋商店街 河原町商店街

西陣千本商店街 新京極商店街



心斎橋筋商店街振興組合

店舗数 180店舗
設立 1986年
アーケードの長さ 580ｍ
客層 広域の客、若者中心、外国人１０％以上
店舗 若者向けの服屋・靴屋が多い
来客数 平日6万人 休日 12万人
組合加入率 80％以上





西陣千本商店街振興組合

店舗数 80店舗
設立 1969年
長さ 約600ｍ
客層 地元の客、お年寄り中心
店舗 老舗・シャッターを閉めた店が比較的多い
組合加入率 約80％





新京極商店街振興組合

店舗数 １４０店舗

設立 １９７６年

長さ 約５００m
客層 広域の客

店舗 若者向けの服屋、土産物店が多い

来客数 1時間半で約2500人（平日の昼）

一日で2万人弱と推定される

組合加入率 約９０％





河原町商店街振興組合

店舗数 １２０店舗

長さ 約５００m
組合加入率 １００％

客層 広域の客

組合加入率 100％





各商店街の比較

心斎橋 西陣千本 新京極 河原町
店舗数 180 80 140 160

会費収入

 会費徴収の仕方 間口比例 間口比例 面積比例

 、店舗の高さも考慮）

 各店舗の平均支払い会費

イベント  夏にゆかた祭りの開催  夏祭り  大人の寺子屋  季節に応じた飾りつけ　

年四回

 イベント費
治安維持  キャッチセールス追放  自治連がパトロール　

 のパトロール  防犯カ メ ラ を国の補助金を

 使っ て導入

 独自の取り組み  大丸の外部店舗の受け入れ スーパーのカードを発行し、 新京極でしか使えない スクラッチ
手数料収入を得ている  金券の発行

目標  映画のまちのイメージの復活　

 面と し ての繁栄

1400 ０万 1000万 3500万 7200万

間口比例+ 資本金の大きさ
（= 間口の大きさだけでなく

80万 12万 57万 50万

 能管演奏者を招いて、

 伝統的な文化に触れる
5000万 150万 1400万



４・地域型商店街と広域型商店街

商店街には大きく分けて二つの種類がある

地域型商店街（西陣千本）と広域型商店街（心斎橋
筋、新京極、河原町）

地域型商店街：地元の客が中心
広域型商店街：遠方からの客が中心

なお、各商店街の分類は、ヒアリング調査による



商店街振興組合連合会のホームページ
（http://www.syoutengai.or.jp/）では、商店街は大きく
４つのタイプに別けられている

①近隣型商店街：
最寄品中心で、地元主婦などが日用品などを徒歩ま
たは自転車などにより買い物する商店街
②地域型商店街：
最寄品と買回り品が混在し、①よりもやや広い範
囲から、徒歩、自転車、バス等で来街する商店街
③広域型商店街：
百貨店や量販店などを含む大型店があり、最寄
品店より買回り品店が中心
④超広域型商店街：
③に加え、遠方から来街者が買い物する商店街



５．地域型商店街の問題点

地域型商店街は広域型商店街に比べて
衰退が激しい

その原因を分析する

・収支の観点
・その他の観点



商店街振興組合の収入の比較

各店舗の負担総収入

心斎橋 １億４０００万円 →８０万円

西陣千本 １０００万円 →１２万円

新京極 ７２００万円 →５７万円

河原町 ６０００万円 →５０万円



広域型 地域型

西陣千本商店街 １２万円心斎橋商店街 ８０万円

新京極商店街 ５７万円

河原町商店街 ５０万円

会費が多い 会費が少ない



○維持管理費の比較
広域型（心斎橋） 25％
地元型（西陣千本） 35％

地域型商店街は広域型商店街に比べ、
イベント・販促費等にまわせるお金が少ない

西陣千本

心斎橋

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

西陣千本

心斎橋

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

西陣千本

心斎橋

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

支出における維持管理費用の割合

維持管理費

維持管理費 その他の支出

その他の支出



広域型と比べた地域型商店街の他の
不利な点

地域型

①立地面

立地が比較的悪いので
車で来る人がいるが、
駐車場がない。

②品揃え面

規模が小さく品揃えが
悪いので、大型店に品
揃えの点で対抗しにく
い。

広域型

①立地面

交通の便が良い中心地
にあるので、車でくる必
要が地域型商店街に
比べて薄い。

②品揃え面

規模が大きく品揃えも
良いので、大型店に対
抗できる。



以上の理由から、地域型商店街は広域型商店街以
上に、客足が遠のき、衰退の危機にある。

しかし、中には様々な行動を起こし、商店街に活気が
戻った事例もある。



実際にうまくいった商店街の事例の紹介



６．地域型商店街の成功例

①篠山市内１５商店街

②松江市天神町商店街



①篠山市内１５商店街

・戦前より、丹波地域の中核都市として周辺町村から
も買い物客を集め隆盛を誇っていた

・モータリゼーションの進展や大型店の郊外出店の影
響から、空き店舗が増加し活気がなくなる



①篠山市内１５商店街

・商店街振興組合が丹波篠山の特産品を全国にPRして、
カタログ及びインターネットで販売し、本物しか売らない「丹
波篠山ブランド」を確立
⇒篠山市が知れ渡る

・PR効果もあり、観光客が増え始める
観光バスの駐車場と観光地を結ぶ街路にあたる商店街

は繁盛
観光客の動線から外れる場所には、空き店舗 を利 用

し、特産品販売店を出し回遊性強化



②松江天神町商店街

・白潟天満宮の門前町として繁栄し「山陰一の商店街」と称
されていた

・昭和50年代後半から、郊外店舗の出店が相次いだ

・バス等の公共交通手段の発展により、商店街は通過点と
して素通り

・平成7年には高齢化率が28％に達した



・「全国に先駆けて、高齢者に住みよいモデル地区に
しよう」 松江市長や商店街振興組合が提言
⇒官民一体の活性化策

・「活性化＝若者を呼び込む」という従来型の発想か
ら、「高齢者」を地域資源として捉える

・高齢者が出かける口実は「買い物」よりも「墓参り」
「参拝」が多い（他にも「会話」）



・親子連れの来場、高齢者の生きがい作りへの貢献
と世代を超えた交流の場となった

・障害者授産施設が松江市郊外から移転、地元商店
と連携し、「ひとに優しいまち」のイメージが定着



・神社内に認知症対策の神様「おかげ天神」を建立

・月に一度、「天神市」をスタート
開催時は歩行者天国

・空き店舗を利用し、ボランティアが高齢者の話し相
手や茶などの接待を行なう

病院に代わる「溜まり場」を創出する



○中小企業庁「がんばる商店街７７選」

特産品・歴史伝統・高齢者・子育て・エコなど、各商
店街が置かれている、強み、時には弱みを上手く利
用して個性を出すことで成功している商店街が多い

それには、商店街のみならず、自治体や地域住民
の協力が必要不可欠



最後に…
実際にヒアリング調査に行った西陣千
本商店街の活性化策を考えてみまし
た



西陣千本商店街

特徴 ①現在の客層は地元の客が多い
②商店街の近くには北野天満宮などがあり

観光客を商店街に呼び込める余地がある
③西陣地域自体が西陣織の産地であり、観

光資源に利用できる
④空き店舗が多い







京都観光は、各名所をバス移動する観光客が多い
(特に賀茂川より西)

そのため、商店街には観光客が訪れにくい

そこで、北野天満宮前から千本中立売、千本今出川
そして再び北野天満宮に戻るルートを観光客に通っ
てもらえるように考える



近隣の商店街と協力して

空き店舗に西陣織の専門店を配置し、また商
店街全体で西陣織の産地であることをPRする
例) 「ようこそ、西陣織のまちへ」という看板を作り、

北野天満宮の前などに設置



利点
・大きなイベントを行なったり、インフラ整備（駐車場

設置など）するよりも、低予算で行なえる

・現在、観光客向けの西陣織紹介、販売施設は堀
川今出川近くの西陣織会館だが、近くに観光名所
がなく、観光客はバスで訪れることになる
よって西陣織を求める観光客以外は利用しない
しかし、 北野天満宮から先ほどのルートを強化す
れば、西陣織を強く求めない観光客を呼び込める
強みがある



利点

・第3者に空き店舗を貸すことに抵抗のあるテナント
主も、知り合いの商店街の人には快く、しかも低賃
料で貸してくれる

・またバス移動ばかりの観光客にとっても、京都の
下町を回遊したい、という思いがあるはず

・距離にして約２km弱のルート
買い物＋回遊で約1時間～1時間半で、観光プラ
ンに入れやすい



そのために行なわなければならないこと

・近隣商店街との連携強化
例) 共同の理事会、総会を開催

共同の事業費の確保

・各店舗の理解・協力
例) 観光客（特に外国人）への接客マニュアル

作成

・京都市の協力（助成金等）



まとめ

・中心市街地が衰退する中、商店街振興組合の存在が注目
されている。

・中には独自の取り組みを行い、活性化に成功した商店街も
ある。

・しかし、多くの商店街は未だに活性化していないのが現状
である。

それは、現在の商店街振興組合に、様々な問題があるため
である。



まとめ

商店街振興組合を取り巻く問題

①組合参加に強制力はないため、商店街が一致団
結した行動を取れない。

②政府からの助成は、イベント等を行なう際に、行な
われる。前述したように、財源の問題からイベント
も実施できない、地域型商店街は政府からの助成
を受けていない。

⇒本当に助成の必要な商店街へ助成できていない

③近所づきあい等を考えて、総会などで、意見が言
いにくい環境がある。
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