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商店街の盛衰分析
一「商業集積に関する調査　2002年度」結果から一

福島大学経済学藻

　　教授山州充夫

肇　はじめに

　本稿は欝92年罎降実施

してきている商店街を韓

象とした「商業集積に関

する調査まのうち2§§2年

渡：にかかわる調査結果蓋

を取りまとめたものであ

る。講査は2§§2年8月に

福島大学経済学部地域経

済論受講生が商店街にお

ける主として役員に繁し

て面接法によって行っ

た2。ただし，調査対象

となった商店街は，受講

生によって任意に選択さ

れたものであり，統計学

的なサンプ騨ング法によ

って選択されたものでは

ない。活矯にあたっては

このことに注意して欲し

い。

表藩彗　調査薄象繭籍街
　　　の灘遂漿溺分旛

翻遵購藥 臨癖毒数 購成比
蓋海道 尊 2．3

蕎　　森

ｪ　　手

{　　載

ｽ　　縷

浴@　形

�@　島

§
i
3
2
7
了
舞
認

鼠垂

C魂

ﾊ5憾

S．9

W．6

ｨ．§

茨　　城

ﾉ　　本

T　　馬

淫
8
2

歌3

s愚

ﾊ．i

埼　　玉

a@　葉
I　　京

1
2
5

我§

ﾊ．童

≠

静　　霧

L　　阜 2
i

i．i

浮U

長　　野

V　　潟 i
5

鼠暮

L9
富　　幽 董 豊6

徳　　島 亙 §．6

兵　　灘 2 墨．主

計 i得 i総．書

資料濯2醗2無麟業集積に臠する謁
　壷誰2｛雄2空喜8舞

　調査対象商店街激暑証焉であり，そのうち福島県が

最も多くて4割弱をしめ，これに宮城県や山形県，岩

手県などが続いており，ブロック霧では東跳地方が8

害嘱轟をしめた（表i－i）。

　以下では，2においては商店街動向を規定する要國

として，商店数規模，商業店舗髭率，最寄品・買羅晶

店構成，最寄品店縫での不定業種，飲食店・サービス

店舗不足業種．第i種・第2種大型店の有無，ディス

カウントストアの鳶無．欝倉霞シ葺ップの有無，立地

環境，蕎店街へのアクセス交通手段，商圏・毒麟村人

ロ規模，近隣人嚢動向，i響当来衡者規模，来街者の

継代磯構成，客磨の年齢尉・性携・固定性属性，来街

者の曜饗特性，商繕街内・商店街間の来街老癈遊性な

どを取り上げて，商店街の盛衰との関連性を検討する。

　3においては大型店の出退店および大店立地法がど

のような影響をもたらしているのか，あるいはもたら

そうとしているのかを，商店街の盛衰騰こ考察する。

　4においては，商篠街内での魑店の動向について，

閉店に関しては業種・業態琴彗に数的な動向や主な理由

を見たうえで閉店舗の利濡縁等を，開店に関しては業

種琴彗に数的な動向や麗店主の特徴，開店動機などを，

集客力・鰯姓のある店舗に関しては業種や店舗の特徴

を，そしてユニークなお店に関しては業種，店舗の特

i　これまで公表してきた講査結果については，以下を参照のこと。
　・　露盤年度ニゼ地方嘉事申心嚢癒衡の空清化と再構築への課題釜福島大学地域醗究センター騙ゼグローバ鯵ゼーシ葺ンと地域一

　2i麗紀・福島からの発懸一諺八鱗社，簸§一驚2，2｛｝§奪年5月。

　・　欝欝年度：「厳しくなった商店街の盛衰分鼓涯ζ中小繭工業醗究譜第§4号，28一尋3，全薩達付羅・中小繭工業購究瓶　騰§§年

　7月。
　・　鴻綴年度：ε商癌街の盛衰動演について一「騰艇年度繭業集積に関する調査」結果から一」ζ福島地連論集選第蕊号，38一騒

　2｛｝｛｝3年3月。

2　r地域経済論」では地域経済のあむ方を褒場から考えるということを教鳶§的の1つとして揚げている。また蕗癌鐸に渇して

　は羨年度の「調査結果（媛要擁を持参し，露接調査の隆に還元している。

一7？一



（灘§4） 揺島大学地域麟造　第蔦巻　第2号　2縫3．i2

籔，主な取撮商品などを紹介する。

　5では．綴織力や琴一ダーシップ，取り緩んでいる

ハード・ソフト事業とその効果，空き店舗対策や支援

状況．丁麓0の設立とその効果，高齢者対策などにつ

いて，商店街の盛衰勤病との関連を検討する。

2　商店街盛衰動講を規定する要因

　商店街の動向を「繁栄している（以下，繁栄）」，

「停滞しているが，上向きの兆しはある（構，上海き

兆し）」，ギ檸濾しているが，まあまあ（瞬，まあまあ）」，

「停滞しているが，衰退の恐れがある（轟，衰退の恐

れ擁，新衰退している（岡．衰退）」の5段階3に分け

て尋ねてみると，最も多いのは衰退の恐れ（誌．§％〉

であり，これに衰退（26．9驚〉が続く。繁栄は5商店

街（2．9％），上向きの兆しは7商店街（義§％）であっ

た（表2－i）。

　ちなみに繁栄商店街としてあがったのは，神戸市の

湊鱗商店街，餓台事一…番町のおおまち商店街，郡山毒

の清水台商店街，青森市の新麟藤店街．由彫市の駅蔚

大通商店街などである。また上海き商店街としてあがっ

たのは，石拳市の渡波臨席街や会津若松毒の七嚢町商

店街，大曲毒のサン貸一ド二番町．福島毒の南編島商

店街，米沢市の米沢単報逓商店街，鶴岡毒の転1、1王商店

街，多賀城市のふれあい通り臨席街などであった。

要轡を，いくつかの指標から検討してみよう。まずは

商店街の規模としての商店数との関係である。

　商店数を2§店舗刻みで盛衰動向をみると，商店数が

2辮台までは，商店数が多い商店街ほどパフォーマン

スが良くなる。しかし3梅台に入ると，懇答商店街数

が少なくなることもあり，信頼性が落ちるが，必ずし

も商店数規模では商店街の盛衰についての傾向性を語

ることはできない（表2－i）。

2－2　商業震舗艶事と商店街盛衰

　商店街における商業震籠比率は，全体では％以、勧が

最も多く§敬3％であり，これに残以上や％未満とが続

く。盛衰購では，いずれも％以上が第i位となってい

る。商業店舗比率が％未満である比率が大きくなるほ

ど商癖衡の現況が相対的に良くない。根問麗係はかな

り弱いものの，商繕街における商業店議比率が高いほ

ど．商繕街の現溌は良く現れている（表2－2）。

表2－2　商繕街の麟業店舗髭率と盛衰動構

全　捧 全　離 ％以、鉱 獲以上 雛束轟 甦搭数
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資料1駿鑓2痒繭業集穣に麗する講森叢2騰2琢8鷲

2一垂　商店数規模と商籍街盛衰

　5段躇の盛衰甥動向（以下，盛衰動1舞）を規定する

3　騰鍵年度までは，講濤衡の盛嚢について髪繁栄している」，

「停滞している逢及び「衰退している並の3段葬砦に盤分して

調蓋が行われた。

2－3　商品権成と蕎籍街盛衰

　商店街での品揃えを大括りで判嚇するために，議席

街1こおける最寄贔と買麩1愚との比率でみると，全体と

しては最寄品中心の商店街が総．2擁で最も多く，これ

に最寄品が買獲品を上懸るや買回品が最寄品を一1二選る

などが続く。盛衰磯みると，弱い関係牲ではあるが，

瑳溌が良い商繕街ほど賢繕贔の比率が高い（表2－3）。

　次に最寄品店での業種状況をみると，全体では野不

表2－3　商轟蓑街窪｝盛蓑と薦蕃品構成
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繭店衡の盛衰分観
（5鎗5〉

足業種が少なからずある釜が45．逢％をしめ，これに

r不足業種が多い謹が続く。盛衰動向との関係では．

やはり現況が悪い商店街ほど不足業種が多くなる傾向

にある（表2－4）。また不足業種の上位に並ぶのは，

生鮮三品などの霧常的な盆料品関係である（表2－5）。

　商店街における飲食店やサービス店舗などでの不足

業種は．金棒では「不足業種が少なからずある」が最

も多く37．8％をしめ，これに「不足業種が多い」が25．

3％で続く。しかし紅不足業種はない」も墾．i％ある。

盛衰雛ではやはり商店街現況が悪いほど，「不足業種

が多い」比率が高まり，逆にヂーヒ薄きの兆し盛商店街

表2－4　繭繕衛の盛衰動講と最寄品籍舗不建業種の犠況

全　弊
不起業種

不是業種

ｪ少なか
不建業種 わからな

譲答数
が多い

らずある
縁ない い

繁　　　栄 欝§、暮 臆聾 魎 2薮§ 2暮．軽 5

上痛きめ兆し 巽婚．§ 登§ 鍾3 團 駿
7

まあまあ
至｛翼｝．§ i4．§ 圃 欝漁 玉婆．§ 蟹

嚢還する恐耗 至麗．§ 3＆2 睡 賑．亜 3．2 63

衰　　　退 董舗、警 羅 瞼雛 難曇 重2．轟 5§

全　　　鉢 i麗．§ 28．？ 竈 鷲．尋 欝§

霧　答　数

　
　
5
尋
生 簿 2§ 婚 i？4

註〉会誌には不聡（盛衰警1糞，不建業種2｝を含む。

資料運窪麗2駕藤業藁積に臆する講壷塞2騰2葎き舞

表2－5　繭羅街の盛衰と最寄品不足業種働事携

不　是　業　種 瞬答数 不　是　業　種 睡答数
食　　　料　　　畠 茎？ ドラソグストア・薬雛 珪

魚　　　　　　　　屋 i5 二｝　　ン　　　ビ　　　ニ 尋

精　　　　　　　肉 鰺 文　　　糞　　　願 3

飲　　　食　　　磨 露 青果癒・果実震 3

崖　　鰭　　三　　贔 § 食　　　　　　　堂 3

八薦麗　・野菜 了 金　　　鞠　　　羅 3

本　　　　　　　　麗 7 窺　　　茶　　　癖 2

電　　　気　　　臨 6 惣菜購　（弁嶺） 2

表　　　繕　　　島 6 スーパーマーケット
2

C　P　レ　コ　一　ざ § く　　　つ　　　　羅 2

謎　　罵　　雑　　貨 昌 寿　　　　バ　　　　　ン 2

若　老　趣　商　畠 4

資料二融臆2鷲繭業集積に臠する講壷護2総2奪8琴

表2一§　商珪1衡の盛衰動講と飲食鷹・サービス籍舗業種不

　　　是の犠溌

を除いて，「不足業種は

ない」比率が低くなる。

不足業種としての飲食店・

サービス店の具体鯛は表

2－7のとおりである。

2－4　大型店と商店街

　　　盛衰

　商癖街の盛衰を規定す

る基本要因の一一つとして

集客力がある。臨店衡内

の大型店もその重要な役

割を演じている。商店街

表2－7　霧濃霧に不達し
　　　ている飲食震等

獲
渥
ば

斜
そ

奉
霧
し
．

・
　
ん

食
ど

麹
弄
う

鬱蒼数

　23

　2碁

　M
　至3

洋

資糧1畿砦暮2隼繭業集穣に絶する講

　糞雲2｛難2暮≡8月

全体では第i種大聖店（売場面積3，§§§㎡以上，ただ

し政令指定雛市にあっては6，§総㎡以．L）があるのは，

23．艀6にとどまった。盛衰甥では，明らかに第i種大

型癒の存在が商店街に良い効果をもたらしていること

がわかる。

　しかし第2種大型店の場合には，そうはならない。

全体では23．6％の商店街に第2種大型店がある。盛衰

麗では．ゼ上向きの兆しま商店街の過半は第2種大型

店をもつが，繁栄商店街は皆無であり，rまあまあ」

商店街以下では，いずれも7割台であった（表2－9）。

　ディスカウントストアは，金棒の欝．9％の商店街に

ある。盛衰剥では，「繁栄」および「．墨二向きの兆し雌

商店街にはディスカウントストアは皆無であった。

rまあまあ」商店街以下ではi割前後であり，特にこ

表2－8　蕎瘡毒の盛衰と第落種大聖籍⑳有無

全　　捧 あ　　瞬 な　　　し 蟹答数
繁　　　栄　　　i鱒．馨 蟹 2鼠嚢 5

上離の誌も　　購．蓼 42、曾 蟹 了

まあまあ　　　i醗．§ 25．5 贋
垂？

衰遜ずる馨れ　　玉籔聾 簸軽 睡 δ3

衰　　　還　　　i麗．毒 遥．9 翻 驚

全　　　捧　　　欝§．轡 23、脅 魑
擁　答　数 4彗 至33 i羅

　　　　　　　　　　　不建業灘

舞轟li蕊欝樵
　　　　　　　　　　　　馴騨ぽ
　　　　　　　　3呂．§嚢　　　遜　　　　　i総．§

　　　　　　　　25．3　　　　　i鱒．鬱金　　　鉾

　　　　　　　　　鍵藝導　答　数

珪〉全鱗こは不聡（盛衰灘2．奮無幾重〉を食む。

資舞ぼ2騰2律義業集稜に鷺する讃糞垂2雛2奪8鐸

表2一§　薩震街の盛衰と第2種大聖籍の奮無

あ　　管 な　　し 露答数　　　　　　全　　捧
ﾉ　栄仁爾馨圭轟きの発し　　懸．§まあまあ　　i懸．§衰運する恩義　　垂鑓．§衰　　　退　　　玉総．騒

色毒
ﾋ
2
3
．
4
2
§
．
§
2
§
．
癖

翻垂2．§

I
麗
圃

5
7
達
子
6
3
欝

金　　　鯵　　i灘騒

�@答　数

23．§
魔
i
3
2

i74

注〉全鯵には不鱗｛盛嚢琴離，不逞業種雛2｝を食む。
羅…藤尋二罫2｛濾2無三蔵垂葉集積毒こ霧琶する謂唐薯2襲）2彗三8薄

注〉全雛に鯨不購（盛衰雛2．奪無鱗茎）を含む。

資無二総総2年臨業集積に聾する課鳶遜2巷簿諺奪8舞
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表2一欝　商震衡の鑛衰とディスカウントストアの有無

全　　鯵 あ　　む な　　し 曝答数
繁　　　栄 i紛．暮 豊§ 遜

5

上急き鱗茎し i｛簸§ 豊馨 璽
？

まあまあ iむ窃．奪 き．5 籔 贋

衰運ずる愚論 i鱒．§ 騰．§ 麟 63

衰　　　退 i｛羅、§ 欝．警 翻 灘

全　　　鯵 i鋳．§ 匿§ 翻
墾　答　数 至9 互§垂 i驚

蓬〉金鉱には不甥（盛衰斑2．蔦無琴難）を食む。

資糧謬2聡慧隼繭業集積に麗する講壷善2総2無8舞

表2一讐　繭震街の盛衰と1轡馨霧シ垂ップの有無

全　　韓 あ　　吟 な　　し 鰻答数
繁　　　栄 董｛矯．9

錘 敬韓 昌

上海きの兆し 玉総．書 1逢．3 綴
7

まあまあ 玉総．毒 縫．§ 麹 4了

衰運ずる懸れ 玉懸．§ 驚§ 籔 63

褒　　　遼 欝毒．§ 鰺毒 蟹 5馨

全　　　鯵 餐灘．§ 2毒．7 麗
舞　答　数 垂3 i3奪 i7遵

法｝全簿には不鯛（盛衰灘2．鳶無懸碁を含む。
資糧1罫2蟹鴛彗i藏業集積喜こ離する講壷選濱欝2彗三暮舞

れといった傾向を読むことはできない（表2一欝）。

　購霧シ鐸ップについても，全体の鱗．7％の繭店街

であるものの，盛衰磯ではこれといった領海をみるこ

とはできない。ただし，繁栄商店街はすべてが欝§欝

ショップをもっていた（表2護i）。

2－5　立地条樽と商店街盛衰

　商緩衝を立地環境から見ると，全体では市街地型が

36．2％で最も多く，これに駅周辺型の33、3％が続いて

いる。ただし立地環境が商店街の盛衰にどの程度影響

しているかについては，明確な傾向を語ることはでき

そうもない（表242）。

裏2一↑2　商籍麟の盛衰と立地環境

全　弊
駿緯辺

@型

毒徳地　建　宅

@型　　費蟹型

P一ド

Tイド

@璽

その遜 璽答数

繁　　　栄　璽縫．鮮

ﾉ瓢il器1衰遺する恐れi至蹴衰　　退h翻＆暮

圃
M
．
3
麺
3
亜
．
7
2
4
．
§

籔暮　　§．き

ﾋ　嫉3
Q3．逢　　23誰

ﾖ　i鯵
ｨ　璽細

豊む

U．聾

S．3

�Q

l§

§．§

X．嚢

�D3

R．2

U．毒

5
了
尋
マ
各
3
鎗金　　　鯵　星縫．§

ｶ　答　数

33．3

T8
纒　簸5
k　　　3遵

5．2 尋．巷

V

　2

�

綾｝全鉢には不覊3を含む。

資料督2騰2隼繭藁集積に聴する講蠹毒2｛爵2隼呂舞

　商店街へのアクセス交通手段は，全体では第i位が

マイカー，第2位が藝1転車，第3泣が徒歩であるが，

いずれも3割弱であり，それらの差は大きくない。盛

衰劉では，繁栄商店街で電車やバスが欝立つが，これ

以下の商店街では，特にアクセス交通手段への依存の

差が盛衰に影響していると言い切ることはできない

（表2畦3）。

表2維3　藏繕街の盛衰と主なアクセス交懸手段
露　答1　　　縫　歩延べ数

擦転毒 バイク
電毒や

o　　ス
マイカー

嚢　震

､　数

繁　　　業

蜥ﾉき砂兆し

ﾜあまあ
X越する愚む

X　　　退

翻i迦P器li羅茎鰯i2麟至㈱1羅

籔§

､
墾
搬
鯉

鎗．§

G§

福R

堰D6

％

翻
垂
4
．
3
至
3
．
6
垂
2
．
2
§
．
§

鰺．巷

ｮ
2
3
．
9
齷
齷

5
7
4
掌
6
3
醗

全　　　簿

J　答　数

鐡｝．蓼　2掌、毒

@　　　§2

塵
§
4

2．i

H

墨2、§

q3

靉
靆

玉74

R34

淺）鱗答数は建べ臼不離滋繊く。

資料三ζ2｛鎗2隼露壕業集積に雛彗する講糞書21難2葎8舞

　商店街の商圏人ai礎摸あるいは珪i町村’大纛綬模の分

布は，全体では最も多いのがi万人以一しの4§．2％であ

り，これにi万人乗溝の麗．4驚が続く。盛衰尉でみる

と，ほぼ大纛窺穫の大きさが商店街の現況の良さに婦

癒しているといえよう（表2護垂）。

表2一纏　繭店街の盛衰と藏麹幾模（熱るいは毒緯韓人羅窺

　　　模〉

全　体
i灘万

l載、焦

3駐芳人　墾万人

凵@、L　以　一ヒ

i万人

｢　ま1

蔓万人

｢　轟
瞬箒数

繁　　　栄 玉鑓．§ 璽 韓　羅 2§．暮 §．韓 5

土麟き轟兆し 董｛鶏．§ 翻§ 畿暮　懸 董4．3 纏 7

まあまあ 欝§．騨 豊§ 鍛各　　27マ　　　一 翻 2至．3 47

衰運する懸れ 至鎗．轟 玉、暮 豆轟　　i5診 睡
25．尋㎜ 63

嚢　　　退 緯脅．毒 9．§ 琶§　　賎奪 羅
32．馨一 講

全　　　捧 茎鱒．§ 4．§ 鼠§　　欝玉 画
2§．淫一

露　答　数 7 里4　　　3各 7毒 馨 玉無

荘｝全鯵に隷下瞬（盛衰駕2，鏡摸購麟を含む。
資料謬2轟警2葺三臨業集積に寵する織豊茎2暮暮2年轟弩

　臨席街近隣人1－ilの増減の分布は，減少が磐．7％で最

も多く，これに停滞が僅差で続く。盛衰鱗では現溌が

悪い商店街ほど近隣人証1は減少しており，避に良い商

店街では近隣入興は停滞である。ただし近隣人li二1が増

加していても，衰退している商店街が少なからずある

ことに留意するべきである（表245〉。

　臨席街への聾1盛りの来街煮焼模は，金棒では縛む

表2彗§蕎篠街の盛衰と返隣人震動藏

全　　簿 矯　　櫨 淳　　騰 議　　少 賊笹薮
繁　　　栄 董餓簿 2｛穏一 瓢

2暮．毒｝ 5

上海きの兆し 玉総．§ 臆6㎜ 蟹 i違．3 7

まあまあ 董騰．馨 欝．董 蟹 2登呂一 4？

衰逡ずる怒れ 欝暮．騒 7．§ 醗
42．警』　』　㎜　㎜

§3

衰　　　退 玉総、韓 i2．§ 22．§』

翻 5昌

全　　　韓 欝｛鱒 i3、8 42．む皿

麺
囲　答　数 24 73 7§ i翼

蓬）金葎には不羈（盛衰雛2，贈織購亜〉を含む。
資群：ゼ蟹矯2彗三藤譲葉稜事こ難ずる灘整講譲灘2垂茗8簿

一8§一



繭艨衝の盛衰分衝
（5縫？）

表2構§　蕩篠衛の盛衰と1露の来徳者規模

全　鉢
欝万人

ﾈ　．ヒ

董万～

T万人

i華～

沿ﾝ人

萱葺～

ﾊ千人

i喜人

｢　講
舞答数

繁　　　栄 蓑灘．§ 2繊昏皿 翻 塑 ＆§ 載暮 さ

上露き溺駄 i§§．暮 我§ 賎§ 懇 醗
§．騒 了

まあまあ 玉鑓．暮 奪．§ 茎2．8 2玉．3｝

懇 i2．き 4？

衰還する恐れ i韓．§ §．騒 哩．8 2§．§一

躍 雛、i §3

嚢　　　退 i｛逡、癖 登．§ ＆§ 22瀞｝ 灘
28．§㎜ 灘

全　　　捧 i｛逡、馨 琶各 豊春 22．婆心

纏 維董

醗　答　数 董 i4 3警 隠 28 i7遵

疲〉全韓曇こ絃不覊（盛衰馨彗2，矯縷琴毅）を含む臼

質料潔2§馨2葎霧業集積に臠する講蓋選2総2年8§

～i．G倉§大規模が遍半を占め，これにi，§馨O～i万人規

摸がこれに続く。盛衰磯では現況が良い商店街ではi

欝当りの来術者規模が基本的に大きくなる（表2－i6）。

　ここ2年闘での来街者の動向は，全体では2～3割

減が最も多く製．8％であり，これにi割滅が璽．i％で

続く。盛衰騎では，変わらないとする比率が高いほど，

商店街の現溌は良さそうである。逆に2～3割減の比

率が高いほど商癖徳の現況は良くない。上海きの兆し

がある商店街は繁栄商店街に比べて，来街者数の増減

に鵜があるようである（表2一圭7）。

表2構7　商篠街の盛衰と来街着勤海（2年繭と箆べ）

余弊
増撫

ｵた

変わら

dも藻
i講織

2～3

ｶ誠
4～5

糟ｸ
その懸 遜答数

繁　　　栄 董鑓§ 敬轟 翻 鍛§一 豊§ ＆§ 敬§ 5

上露きめ兆し i総．§ i4、3 魎 2鑑6一 嫉3 敏9 曇．§ 7

まあまあ 玉総．馨 2．i 籔 既？ 3重、§皿 夏至 2、玉 垂？

嚢還する懸れ i鑓暮 i．6 i2マ 2鼠8皿 蟹 ＆3 玉．6 §3

蓑　　　退 望鑓．奪 ＆§ i2毒 22，§皿

函 i2．§ 2．§ 5毒

念　　　弊 至籔9 董、7 2§．7 簸玉一 睡 §．3 至．？

凝　答　数 3 認 尋2 隠 i董 3 董7雀

荘〉全銘には不瞬（盛衰雛2，塘誠聡碁を含む。
資料二歩2｛灘2空拝建藝業集積茎こ関する妻琴糞垂2暮暮2垂罫8」弓

2－6　来街者の属餐皇

　来街者の年齢響購徴を見ると，全体ではr高齢者の

比率が高い」が灘．9％と最も多く，これに「中年世代

が中心である3が続いている。盛衰溺でみると，現涜

が良い商店街ほど「若い人が増えている」が多くなる

傾緯翼こある（表2畦8）。

　これをさらに懲歳刻みでみると．全体では馨～鎗歳

代が聡．2％で最も多く．これに6§歳代以上が鍛．7％で

続いている。盛衰購でみると，繁栄商店街では2§～3§

歳代が最も多く，上鶴きの兆しがある商店街以下では，

難～麗歳代が最も多くなる。そして現溌が悪い商店街

ほど硲歳代以上の比率が高まる（表2護9）。

　次に性溺でみると，全体では女性の方が多いが62．6

％をしめ，これにかなりの水を開けられて，ほぼ半々

表2一鰺　繭籍衡の薇嚢と顧客の年齢麗構成

若い人が 中年轡代 嘉齢者の

全　誌 誓えてい が幸心で 娩率が高 その飽 藝答数

る ある い

繁　　　栄 i鵜．§ 郵 鍛騒 聴き 豊昌 さ

上露き鵜兆し 至聡．書 生唾．3 羅 羅 ＆§ 7

まあまあ 玉総．毒 懇．§ 3a2 羅 豊§ 尋了

衰退する恐れ 欝§．き ＆§ 談．§ 魎 i．6 各3

衰　　　退 薮懲．§ 尋．§ 蹄．§ 睡 敬§ 騰

全　　　韓 董鱒．書 了．5 33．3 睡
玉．至

墾　答　数 董3 講 欝 2 望雑

窪〉全鉢には不瞬（盛衰漢2，鍵摸写1舞〉を含む。

資糧潔2鍵2年繭業集穣に鷺する講壷塞2麗2年8簿

表2一嘩9　商罐嚢圭董の盛衰と主な客膳の年齢

高校叢 2§～3§ 臆～灘 総戴代 藏　窓
全　捧

な　ど 歳　代 歳　代 以　一と 衡　数

繁　　　栄 欝§．毒 獲3 羅 欝§㎜ i4．3 5

上露き鍔兆し 玉総．§ §．i i8．2｝ 翻
i8．2一 7

まあまあ i総．§ 嘆．馨 織尋 麺
2？．§一 尋？

嚢進ずる恐れ i総、§ 2．巷 豊3 翻
3？．書皿 63

蓑　　　退 i総．§ 尋．？ 鼠歪 睡
轟i．§皿 5舞

全　　　簿 i｛灘．§ 婆．3 鉱2 瞬 3垂7㎜ 王難

璽　答　数 3総 茎3 3？ i4§ 籔5

経）縷答数捻建べるただし全｛本には盛衰磯不瞬容と無徳鰐llその健18を含む。

資料二輪醗2葬藏業集積に醜する譲糞壌2麗2無8罵

表2一簿　溝繕衡の盛衰と主な客懸の牲鑓

全　捧
男　牲

男性の

福ｪ多
ほ　ぼ

女盛の

福ｪ多
女　雛　　、　響答数

中　心 辛　々 申　む
い い

繁　　　栄 垂鱒．§ 籔§㎜ 乾§ 2暮．9一

睡 §．書　　　5

上露き碓誌し 縦縛 銭轡 豊春 聾3 纒
28．§　　　7皿

まあまあ i欝．経 昏．轟 2．玉 2掌．？一

蟹 貿．巷　　　4マ

嚢邊する恐畿 里鱒．§ 9．暮 重書 鐵§一 圃 i2．了　　　63

蓑　　　退 i騰．暮 昼§ 4．§ 欝．9一

魎 i2．§　　　5書

全　　　鉢 鐙馨．§ 登6 3尋 欝．§㎝

醗 i3．8

懸　答　数 蚤 6 33 欝§ 2垂　　　i？魂

鋤羅箸数は莚べ。ただし登簿には盛衰購不羈2と饒磯不瞬重を含む。
資料1穿2蓼§2隼蕪i業集毒糞に鞍諾する言鶏蓋垂2｛鎗2彗三8鐸

が緯．§％で続く。盛衰窮では，繁栄商店街では男性の

比率が濤立つが，それ以下の商店街では，現況の良し

悪しにかかわらず顧客の姓騨構成は女性の比重が高い

（表2ぞ倉）。

　来街者の固定客比率をみると，全体では紅％嶽一しが

麟定客擁が58．§％で最も多く，これにゼ％以．kが露定

客」が続く。盛衰騎でみると．現況が良い商店街ほど

瞬定客比率が少なくなる（表2老i）。

　来街者の多い曜ε董は，全体では車影1が66．i％ともっ

とも多く，これに野1・視野1が続く。盛衰溺でみると，

繁栄南至，嶽嬢ま，ま曜誕1と葺1・椀碁1で来街者が多い。そ

れ以下になると，一L及び冒・観経での比率が下がり，

甲Rが多くなる（表2老2）。

　繭店街内での来街者の回遊性をみると，全体では

r少しはある」が騒．4％と最も多く，これにrほとん

一8i一



（5鱒8〉 離島大学地域製造第欝巻第2号騰総．捻

表2礎藩　蕩震徳の盛衰と来衡者の毯定性

全　鯵
畿定客

ﾌ　み

％以．もは

健闍q

握以上は

峵闍q

劉建客は

ｭない
遜答数

繁　　　栄 i辮．§ a§ 函 賎§ 禦
5

上渇きの兆し i鱒、毒 鎚．3 麺 簸3 嫉3 7

まあまあ 董鱒．登 窪さ 羅 36．2… 塵．3 4？

嚢還する懇れ 玉総．曇 7．§ 睡 2盆暮皿 4．8 63

衰　　　退 i｛翼｝、静 欝、暮 遜 2吃魯一 豊§ 5彗

全　　　躰 王鱒．9 鼠§ 羅 器．2一 畦．暮

繧　答　数 懲 婚董 鰭 7 i7毒

液）麟答数は延べ。ただし金儲には盛衰舞不覊2と轡建姓不鵯2を含む。

資料二隠蟹建奪磁業集積に麗する譴責凄2§書2奪8鐸

嚢2遊2　薩震街の盛衰と来御者の多い曜欝

全　　簿 車　　馨 土曜響 騒・視猴 躍答数
繁　　　栄 董鯵．9 2甑纏 睡 睡

5

土痛きの兆も 玉総．群 睡 ＆§ 垂2．§一 7

まあまあ i騰．§ 翻 至7．唇 25毒一 47

糞還する懸れ 鰹｝．§ 羅 7．§ 22．2一 総

嚢　　　退 i韓、書 圃
錘．暮一 鼠§ 5暮

合　　　簿 i総．奪 瞬 ⑫§ 籔茎一

羅　答　数 猛5 22 3各 i？蓬

蓬｝簸答数は延べ。ただし全鯵には盛衰溺不墾2と曜欝不鯛2を含む。

震料二ζ2総2奪繭業集積に雛する譲姦遜2縫2奪8局

表2ぞ3　裏葭篠御の盛衰と蕎憲街跨で磯菜密毛の繊遊椎

全　　鯵
大いに 少しは ほとんど

藝答数
あ　　る あ　　る な　　い

繁　　　栄 i鱒、奪 麗 勢毒 豊春 暮

上露きの兆し i辮、毒 蓋4．3 瞬 ＆韓 ？

まあまあ i総．§ 墨尋．§

魑 2義各 4？

衰遺する怒れ 欝§、暮 違、8 翻 誕曾 63

衰　　　還 玉総．§ 嘆、巷 麓§ 函 総

会　　　韓 欝魯．§ 鼠2 麟 騒、暮

繕　答　数 驚 §3 6暮 董鱗

蔑〉露答数絃建べ章ただし全鉢には不響萎2と及びその地墨を食む。

資料二匿蟹雄2隼譲業集積｛こ撰華する謂糞雲2聾農2葺18舞

どない」が続く。盛衰懸では，繁栄商店街では商店御

内の回遊盤がゼ大いにある3が多く，これにゼ少しは

ある誰が続き，「ほとんどない」は皆無であった。上

海きの兆しがある商店街縁下になると，ヂ大いにある」

が激減し，かわって「少しはある」がめだつが，これ

も現溌が悪い商店街になるにつれて減少し，衰退商店

街では「ほとんどない」が5割をしめた（表2老3）。

　繭店街閥の轡遊性もほぼ溝様の頓向を示す。すなわ

ち，全体では「ほとんどない」が娼．3％と最も多く，

これにゼ少しはあるまが韓．2％で続く。盛衰購では繁

栄瀬籍街は「大も・にある葺が欝．曇％をしめる。「上海

きの兆し葺商店街はゼ少しはある3が質．4％をしめ，

「まあまあ」臨店街では「少しはある」が第i位であ

るものの，比率は低くなる。ゼ衰退する恐れ」商繕街

と「衰退建商店街では誓ほとんどない豊がそれぞれ

50．8％と62．§％をしめている（表2老尋）。

表2－24　商震街の盛衰と繭癖街縫での来徳者の域遊姓

全　　捧
大いに
｠　　る

少しは
｠　　る

縁とんど

ﾈ　　い
騒答数

繁　　　栄 至鱒．脅 緩 4登β 豊§ 5

土轟きの兆し 簸｝．§ 駐．§ 魍 2経§ 7

まあまあ i総．奪 鍾警 囲 38．3 離

衰退する怨む 玉総．§ 葺．至 灘、i 纏 63

蓑　　　退 i｛灘．暮 尋、§ 蟄．§ 醗 5書

全　　　捧 1欝馨 臆．§ 礁2 羅
遜　答　数 鴛 鰺 蟹 賛4

蔑〉聾答数は莚べ。ただし黛誌には不瞬2と渋びその難2を含む¢

資料二駿総2年繭叢集積に翳する講壷邊2§§2奪＄舞

3　大型店の出退席の影響

　大型店の鐵店が商店街に与えた影響は大きい。全体

では最も比率が高かったのは薪鐵店はなかった」

壌．7％であるが．これに「比較的強い影響を受けた」

騒．§％が続いている。

　盛衰携でみると，ヂ打撃的な影響を受けた3比率は，

臨席街の現溌が悪いほど根端的には高くなる。ヂ影響

は少なかった3については，単純にはいえないものの，

商店街の現溌が良いほど相対的ではあるが，比率が高

くなる（表34）。

表3彗　繭疲街盛衰職こみた大聖震の出癖の影響

全　鉢

賛撃約な

e響を受

號較的強

｢影響を
影響は少

ﾈかった

鐵癒はな

ｩった
囲答数

拶た 受畢ナた

繁　　　栄 i聾§．§ 観経 2蔑警 麗、轡 纏
5

土構きの発し 玉韓．§ 畿9 籔 脆7 333 昏

まあまあ i総．警 a6 器3 2甑5 翻 3§

嚢題する恐酸 i鱒．§ i7．§ 器轟 59 麺 溌

嚢　　　退 i総．9 簸§ 躍 豆轟 3i．§ 42

全　　　韓 互｛懇．蔀 i2．5 34．§ 雛、8 麺
露　答　数 慮 鰺 艀 総 i越

荘）全誌には不瞬（膿衰雛醗，影響懸2）を含む。

資糧運2鵜2奪臨叢集積薯こ麗する講鳶雌2欝2無8興

　大型店出店の具体的影響は，負の影響としてのゼ顧

客・来客の減少」をあげるものが最も多く，これに

ゼ売上減少」，r来復者の減少」，翻店舗の増撫建など

が続いている。逆に若干ではあるが，正の影響も「客

綴の変牝」として見られる。その飽では主に郡山市で

の大型病の串店の影響が克明に語られている（表3－

2）。

　今後の大型店の串店とその影響の見込みについては，

全体では鮭1店はないと予想」が解．6％と最も多く，

これにヂ比較的強い影響を受ける雄が賛．玉％で続く。

盛衰霧では，いずれの商店街においても「露店はない

と予想韮が第i位であった。第2位以下を見ると．根

灘性は弱いものの，やはり商店街の現溌が悪い方が影
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醜態衡の盛衰分損
（5総§〉

衷3－2　大塑繕鐵籍の影響献溌（縷答件数）とその異体携

毒　額客・来客が減少した（2§〉

　＊　溝費巻を奪わむた尊主婦の買い糎客が減少。

　＊　纂客力のダウン。

　＊　土馨の客数減少σ

　＊　その窓講轟に清潔な鮮魚癖ができたため鱗っ張られた。

　＊　薬鶴の場合，今まで小沢薬嚢で薬を購入していたが，マツモトキ

　　ヨシで購入するようになった懸霧がいる。

　　食糧品（8絹贔〉に饑して売上藏。

　　錘め藤島の売上減につながった9

　　専難の大型癒の欝繕で彎入嚢活が被憲。

　　当繭籍徳で生鉾食料錨を買う場合，量が少ないときは，そこで大

　量に買う場合は大型震へ行く楼になった。

　＊　薬癒．スーパーなどは馨絹晶など羅かなくなった。

　ホ

。　売ま二が減少した（董2〉

　＊

　＊

　業

毒　来傷者が減少した（§〉

　＊　来御者の流れが変わった。子蝶の蟹犠がなくなった。

　＊　マイカー族の鏡鐡⇔

　‡　人遜むが壊滅した。

　＊　バイパスができたため，蕎癒鐡を通ることが少なく懸った。

　‡　ドーナツ｛ヒ堤象で娯外での大難スーパーに集中。その縛よ竜）資一

　　ドサイド鰻φ心晦震毒の競争が議しくなむ．馨然発生的にできた中

　心遜繕衡なので召一ドサイドに負謬鵜癒する籍が増え嬉めた。

　＊　蕊無籍が纂まる。

　＊　着奪繰の客が移った嘩

●　客籍が変死した（3〉

●　通箱難の大輪アップ（隻〉

o　その難

　＊　騒屋なのであまむ襲孫がない。

　＊地元総合スーパー油一クベニマル謹は中心藩籬地の徳星地帯へ

　の移動によむ中心毒徳地の蕎業空溺懲こ徳車をか診た。ヨークベニ

　　マルの離籍影響は透麟の零総漁業を廃業に追い込み．その駿移転を

　繰鯵返した為．近隣嚢空繭業は壊滅状態まで追い込まれたQ

　＊　rビッグァィ雄は毅藪及び験霧邊の繭業の活性箆への莚爆蘇とし

　て難得されたが，誘客に繋がらず，若い客膳が，駿麟繭籍籟から移

　勤した。

　＊　「アティ」は藝友系翼の無馨獲晶とテナント，簸｝霧シ蓼ップ，

　　そのた業務テナントで雑然とした大聖震とな鞭，縫方に乏しく．

　軒蒐井粥鐡繕葺．験ビル「サンシティ3のみが荒む上げを檸ばしてい

　　る9

　＊　「うすい羅簑慈匪は地誌百貨嚢が都毒墾百簑繕に塗ま魏変わった

　　が，廠昆姓を失い客離れを趨こし幸心禽燕霧への誘客力を溝醸さ慧

　　た。全くの簸待縁ずれ。

　＊　　「ザ哨モ｝一一ルまは中∫碁薦垂封重邉と遠里妾する薫1場舞藝難事こオープン，影ξ

　　存ヂイトーヨー寿ドーゴと客屡が講レベルで着姿及び著い薫嬉野を

　　集めている印中心藏癖饒の輩嬉篠離れは襲牽場繋金負饗がネック。

　　駿覇大通鱗薦慈愛の麟繕での駿牽無舞サービスを行っているが，莫

　　遜サービスまでは到っていない。

　＊　　罫イオンタウン涯のオープンは，攣露華来街煮の蓼藍象を蔓1いた。　至：

　　業地帯への進翫で．鍾透は韓∈宅が多く，喪難難織までの営難は毒少

　　簿の麟ま尊場になっている。

　ホ　臨大ホームセンターrカインズ罫ビ・弓などのホームセンター

　　の難舛超誕大駿簾の孝一プンは，大膳蟻蔑窪露繭の騨鍛込み鐵繕．

　　このため3｛薙｛罫暮方メートノレ蕎毒後の率一ムセンター寿｛韓愛遷iした。歯糞費

　　毒の舞益を守るはずの大型藷は，溝費煮を撮管醸してお穆，轟麟発

　　娃会への麟慈など微塵も感じられない。

窪）⇔鰹σ）数字は該当籔答絆数
資料二藍旧蟹灘2舞！繭業簗穣に黙する譲睾姦i，肇残遺2鷲三8舞

響を大きく受けると予想している（衰年3）。

　今後齢，警が予定されている大聖1、継ま．調査対象が棄

表3－3　蕎疲御盛蓑簿彗にみた大聖繕畠震の影響見込み

全　体

弩撃的な

e響を曼

鍵較的強

^影響を

影響は少

ﾈいと予
鐵濤はな

｢と予想
懇答数

終る 受纏る 懇

繁　　　栄 i総、§ ＆馨 25誰 2§．§ 翻
4

圭塞き憂》兆し 董｛鎗．駐 豊轟 §．§ 紙7 羅 §

まあまあ i騰．§ 敬§ 乳？ 匿6 纏 簿

衰退する懸れ i鱒．§ 欝§ i3．7 2．§ 廼 5聖

嚢　　　退 至総．§ ii．§ 雛．9 難．§ 國 尋2

全　　　簿 i麗．む 籔尋 鰻．墨 琶3 麟
癩　答　数 欝 懇 § 総 i4違

淺）会誌には不瞬（盛衰騨雛，影響磯2〉を含む春

資料二ζ蹴2無薩業集榔こ襲する講鶴蹴簿8舞

北地方を中心としたものであることを反硬して，イオ

ン・ジャスコが最も多く，これにベイシア，ダイユー

エイト，3一クベニマルなどが続いている（表3－4）。

逆の大型店の撤退も本格的になっている。まず過去2

年闘で撤退した大型店名をみると，これも東載地方が

中心にならざるを得ないが，会社更生法の適絹を受け

たダイエーや長麟屋が§立つ。優良大型店のイトーヨー

カ堂であっても撤退している（表3－5）。

表3－4　今後影響が予想
　　　　される大型震鐵篠

　　　　あるいは鐵繕申請

　　　　について

数

答
鍵
5
嬉
嬉
2
1
聖
王
i
i
圭

罎遇
総
歪
赫
鰯

型
ジ
　
ニ
　
C
　
匿
マ
カ
パ
｛

大か

|
写
マ
、
醐
励
み

　
イ
ベ
ダ
ヨ
ヤ
β
お
生
ホ
マ
ユ
ラ
波〉銭i蟹費寡．　；最難難蓼のイ一意ンはプレ

　ミアムアウトレγ｝墾

資料瀬2総2葺灘業舞積に隣する灘盗選

　2臆2無き舞

i糞…i3－5　 遜翌棄2年轟轟での

　　　　大聖震撤退

　　大型繕名

ダ　　イ　　エ

長　　　蟻　　　屋

イ　　　　葺　　ガ■璽

工ンドーチェーン
サ

ショイフルシティ

エルジ葺イ（灘嬉聾

コ　　　“　　　プ　　　レ

　　ヤ　　　ス　　　コ

スーノぐ一まるはち

雛壇撰幽彫店
絵　　　　　　菱

マんイマルサ
lll購デ

麟尋」2総2弩轟業纂穰こ醒する講灘
　29書2弩三8舞

　こうした大型1，警撤退は確かに商1，茎1街には悪影響をも

たらしている。全体ではr醗1蓬llはなかった」が総．§％

と半分をしめ，これに「悪影響があったほが続く。盛

衰携では繁栄商1、彗街で穣対的に悪影響が羅立っ。「一k

陶きの兆し誹商店街以下では．現溌の良し悪しとの隣
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表3－6　繭緩衝盛衰舞にみた大聖震撤遼の影響

全　体
悪影響が

｠った

悪影響は

ﾙとんど

どちらか

ﾆいえば

謔｢影響

襲繕は慧

ｩった
懸答数

なかった
が灘た

繁　　　栄 玉総．毒 癬 簸 睡
馨．毒 嘆

上露きの兆し 圭｛灘．暮 歌暮 籔7 象§ 麺 6

まあまあ i雛．脅 歪2．霧 7．7 包i 醗 3§

嚢遜する恐離 獄｝．§ 7．8 5§ 3．警 蟹 5i

衰　　　退 茎総、§ i董、§ ii．馨 2．鐘 翻 42

全　　　鯵 i懸．愚 欝．4 蔑9 4．2 羅
董襲　答　数 蔦 玉3 6 ？2 蕪4

疲）全捧には不聡（盛嚢雛2，影響懸認）を含む。

資舞三舞窪む2奪繭業集積に懇する調糞垂2韓2籍8舞

係での懸向を見鐵すことは簡単ではない（表3－6）。

全体ではド醗店はなかった」が52．8％で最も多いが，

大型店の闘病理由を見ると，「完全撤退のため豊が多

かった。

　盛衰雛でみると，「閉店はなかった」を除くと，繁

栄および一L鶴きの兆し商病竃では，「羅一一場所で大規

摸化あるいは業態転換のため嵯が多く．まあまあ以下

の商店街ではr完全撤退建が多くなる（表3略）。

　講様に，今後の大型店の撤退予想をみると，「閉店

はない」が遜半の56・9％をしめており，その理由を尋

表3一了　繭篠衡盛衰聾彗にみた今後大型震の醗店理露

麺一鶴漸 擬一麟露

で大綾機 魯での薙

食　簿 乾あるい 外箸への
完全巖退 朗癖はな

癬答数
のため い

は業態麩 立地移転

換のため のため

繁　　　栄 i総．駐 賎登 §、§ 載聾 翻 尋

圭轟きの兆し 欝｛｝．§

瞬
曇．彗

麟 麺 6

まあまあ 蓑婚、§ 豊毒 2．§ 2．§ 錘 3§

衰遺する恐駿 薮爵．春 豊暮 警、春 5．§ 麺 騒

衰　　　退 星縫、§ 尋．蓼 §、9 7．i 蟹 嘆2

全　　　鯵 i総、駐 2．玉 §、7 5各 翻
響　答　数 3 1 8 82 玉4縷

言豊〉　登簿婁こ峯ま不奪彗　｛盛衰琴瑳2，　景彦響琴講3書｝　を含む。

資審尋＝蓼2蟹｝2舞三岳i業集積に碁遷する講農書2艇諺彗三8員

表3－8　閉窟予定店舗名

大　型　繕

サ

“軍麗デパー

崖　　　　　　　脇

マイカルグループの
「一

搴{ファミ撃一登

驚繕二『2鱒2隼蕗譲葉積に講ずる講蚕．1

　2韓2隼8舞

ねると，比率はきわめて

ノ罫さいものの紅完全撤退

のため盛が構対的に多い。

盛衰騎ではこれといった

傾向を読み簸ることがで

きない（表3－7）。闘病

予定大型店としては．マ

イカル系のサティやダイ

エーがあがっている。し

かし優良大型店のジャス

コも撤退を予定している

ことには濡意すべきであ

る。

　大店立地法の影響については，全体ではr大型店の

串店を簾速している豊43．i％という比率が「大型店の

出店を締綱している」欝．9％を大きく一餐塁1っている。

盛衰甥では繁栄と。ヒ向きの兆し商店街では，擁速と捧

翻とが拮抗しているものの，これら以下の商店街では

加速しているという比率が，現溌が悪い商居街ほど高

く現れている（表3－9）。

表3－9　繭繕衛盛衰溺にみた大篠立地濠の影響

大聖慈の畿篠　大型癒の墨病

全　　　捧 を擁透してい　擁織報こつなが 懇　答　数

る　　　　　　　っている

繁　　　栄 欝登§ 塵　　　翻 畦

上露き鱗茎し 1鶴．馨 瞬　　　遜 δ

まあまあ i鋳毒 瞬　　　2危5 3§

嚢還する恐轟 i㏄．嚢 瞬　　　　乳8 騒

蓑　　　遼 1縫§ 塵　　　K3 42

全　　　鯵 玉鐙§ 睡　　　i欝
軽　答　数 §2　　　　　　騰 i襲

疲〉金聾に濾その難と不覊離婁衰警鐘．影響琴解鯵を含む。

鶴舞運2春§2奪購業集積に聴する調豊薯2韓2年8樽

4　商店街と欄店の動講

4一蓄　醗店の騰閉震動講

　商店街の空き店舗率は，全体では賛．i驚であった。

盛衰灘では大雑摺な傾向からすれば，商店街の現況が

良いほど空き店舗率は少ないといえようが，新繁栄盛

と「上向きの兆し」，及び「まあまあ」とヂ衰退する

恐れまとの獲1にギャップがある。2年間での開店率は．

全体では6．6％であり，空き店舗率の半分程度であっ

た。盛衰璃では，繁栄と上向きの兆しとの聞にギャッ

プがあり，、t二向きの兆し以下の商店街では灘店率が6

～8％台であった。2年間の開店率は，全体では3．7

％であり，閉店率の二分一弱の水準にあった。盛衰窮

ではまあまあ商店街が最も高く，繁栄商店街が最も低

かった。

　2年購の開店率から開店率を差し引いた増減率をみ

ると，全体では2．9％減であった。盛衰甥では，繁栄

表4一1　爾籍衛の盛衰と篠舗欝覇篠動梅

疲舗数
空　き

X請率

2皇礎1で

茁ﾅ舗率

2年離で

緕ﾂ議率

畷欝簸

�ﾅ率

当　　該

女詩t数

繁　　　栄

ﾜ爵き魯兆し

ﾜあまあ
椛ｻずる恐れ

X　　　退

　533

@正解

Q，2麗

荿ﾒ6
堰D§讐

凱8

V．玉

ｳ、各

ｱ．7

奄R、8

2．玉

V．§

T．8

U．8

浮S

2．3

ﾜ6
aD？

R．尋

R．轟

豊2

ﾁ．i

鼕﨟Di

|3、畦

黷S．暮

5
違
3
8
5
§
3
9

全　　　鯵 乳9麩 玉i．i 6．6 3了 老．9 i雀4

践〉全誌には不羈〔繕鋳数にして6斜を食む。
資審尋＝醤r2騰2舞三嚢騒業舞這毒費彗こ隣する壽轟褒雲2｛翼｝2垂髫8舞
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繭康衡の盛衰分極
（5i雛）

商店街では灘店率が閉店率を上回るが．．ヒ向きの兆し

以下では雛態率が開店率を上麟っている。こうしたこ

との積み重ねが空き店舗率の差に現れてくるのである

（表44）。

　どのような業種業態が雛醸しているのかを見ると，

飲食関係が最も多く，これに衣料品関係，趣味娯楽，

嗜好品．生鮮三品，身繕青熟．薬羅』靴・履物，書店な

表4－2　邊表2無懸で鑓落した業種・業態

業種分類 樽数 異　　　　韓　　　　騨

飲　禽　鷺 2蓬

食堂・レストラン4，蕎麦麗4，羅溺麗・スナック

S，　曝茶繕，　すし霞，　ラーメン購。　フランス斜懸

�ｱぎむ憲，たこ焼き麗

夜霧酪農 至8
騒餐・洋騒屋7，ブティック・アパレル雌，下着・

m品壕．襯齢震鐵繕3，二輩報

趣味・娯楽 賀

レコード・c膨・し’ンタノレビーデオ4，　寿メラ畢写真

ｭ3，楽認羅3，　おもち舶2，人影籍．　ファンシー

Oッズ，手芸疲．スポーツ購島鷹．釣翼

晴　好　晶 董7 悪罵織お茶麗4

甕鱗烹贔 玉2 魚麗9，八喜渥2，炎麗

身贓品病 簸
貴金羅・宝石繕3，めが繕2，時講謬3，§転華2，

恆�M繕。

薬　　　　属 董i

靴・覆麹渥 欝 下鞍渥・履麹渥2

書篠・吉本繕 欝

食　晶　癒 曾 菓子繕5．とうふ癒．鬱然農贔店，蕪餅屋．壌藏犠

金謎保験業 7
金離綴懸2，溝費者金離い黛金業4，繰験業務2，

W券会縫

大　墾　癒 8 スーパー2

コ　ン　ど　二 6 デー》一ストア

遊　　　　厳 6 カラオケ2，　ゲームセンター3，　ノ｛チンコ

往韮｝数字は盤谷藏瘡毒誓数であ鯵，鰹落の実数ではない（糞捧麟での数字も講

　　じ｝。

縫2）圭乞絞的遣いと，想われる業種を鴛として整理し孟こ。厳密な業種ク｝難壁をしたわ

　浮では怠匙㌔
資料1ζ2嬢｝2葺三嚢業繋稜に葦難ずる調i藍塞2蟹諺彗…8髄

表4－3　隊妻轟彗の主監な遅盛葦

漣　　　E錘 緯数 翼　鉾　的　内　容

雛鴬の不振 3§

営業・経営・販売不振22，業績不振聾．藤売が破鯵

ｧたない，採算が合わない（家賃が轟い），採算が

謔黷ﾈくなった

売上轟の織少 3i 売上鐡29，霧益減少2

後継毒雛題 2琶 後継者なし23，高齢銘雌．女性，蕩鎚のため

鰹産な　ど 鍾 経産6，火災2．廃業5，轄ε破義

来客数の減少 玉2
客数織少6，来客数減少3，纂客力不建2，需要が

ｸった

移転な　ど 至2 移転i賎　店舗移転・態簾i換え2

景気の鱈迷 最 不溌・不景気簸

競合癒の登場 8 大聖濤の進窪？，講業種の攣縫董

健康な　ど 5 健康、t：の理露2，縫注の爺気や死亡2，繕気

そ　の　鐘 董？

客緩の変｛雛，羅賂，業種転換，コンビ堪こ改装，

恬齣A舗講二簸儒御勤，6懸された．薩己翻念

ｪ代紅マッチしない，繭繕蛋でなくてもできるから。

�ｭさんでは食べてい縦ない，建鞠老朽乾，駐磁場

n籔で集客できなかった，瀬退，連跳拡張工事のた

ﾟ．人手不建，不籍生建が鶴題になった，立地が悪

｢
往〉数字は麟答繭蕪欝群数であ毎，実韓籍数ではない。

資料荘2韓2年議業集穣に隣する講壷雲2懸2隼8舞

表4－4　閉震した震鋳の活醗：状溌

拳蝋舞舞多態 艀数 業　鍾　等　奨　捧　舞1

覇業鍾や業籔

恟�ﾌ導入
総

i聡鍔シきップ2，　IT聡達．　緩悪渥，　むジュアル

V葺ップ，キッズマートの癖諫，　ドラッグストア，

oイク麗．ファーストフード，洋品熊．欽翻鴛．美

e．新経籍．縫合篠雛譲議会“チョボラ㌦　貸癖議

R，業種不覊2§

葬濤講零購1 至2
駐居マ，倉雛2，イベントの時に科羅2，工場，璽

ﾌ補麟を得て醗で輕駕

1毒議改廃簿 鰺 襲車場5，イベント広霧2，連跳．酸漿さら地

そ　の　地 董

空き濤鋳 43 空き藪餓4乳　シャッターに絵を描く

講 茎i2

珪）数字纏麟答織鷺轡讐数であむ．実震舗数では意い。

資繕躍2㏄2隼藏業集積に臠する讃糞書2暮昏2奪呂辱

どが§立つ（表4－2）。閉店の、主1な理蜜は，ゼ経営の

一不振」やゼ売上高の減少3などが多く．これにゼ後鑑

者開題逢や「倒産擁などが続く。「移転豊と「競合店

の登場」なども晃られる（表4－3）。

　閉店舗の活欝状況は，新しいお店の導入が，わずか

ではあるが，r空き店舗のまま豊よりも多くなってい

る。非店舗利矯や幾の利潤なども目立っている（専一

遵）。

4－2　開癌（翻業〉横況
主な雛店業種をみると飲食店や居溺羅．などの飲食店

表を5　主な麗繕業種業

種　分　類 軒数 事舞等の鷲記事壊

飲　　食　　膓 講

霧懇盤7，カレー，すし渥，ジンギスカン，たこ

ﾄき羅，　レストラン．　ラーメン，　軽食。　やきもち

ｭ．鍍禽．コーヒーシ肇ップ

衣　料　髭　震 落

ブティック3，鷲煮鶴舞プ｝ジュアルウェアシ葺ッ

v．穣鰻慈i．　カジ訟アル．アウトドア，韓繍墾な

ﾇ

霞　　品　　驕 欝
豆霧麗．パン麗．廼喰舞贔小売業，ケーキ鶴

Rーヒー重窓．弁当麗・惣菜渥3

薮療サービス 8 漢方薬鼠　ドラッグストア，馨医者

雛帯シ召ップ ？

靴　・　鞭　臨 6

i縫饗ショップ 5

学　　習　　塾 5 英套語整数資機幾

獣蓬・犬猫癖錠 尋 ペットシ葺ップ

パソコン教室 4 インターネットガフェ

美　　容　　錠 達

そ　　の　　飽 38

コンど二3，ファーストフード3，乾臨誕講．

ﾓ鋭三編3．ディスカウント屋2，　撃サイクルショッ

v2，エステ2，農翼簸売，花渥．炭渥．カラオ

P，写真渥，宝くじ売鯵場，ハンコチェーン縣

ｮ綾羅農販売，文虜輿．事務機器，保験会縫，ク

激Wット誌．葭二£会，魏金聾縫旛議会“チョ潔ラ、

ｮ後場，　アウトレット，　大型チェーン麟も　C聾・

激Rード，書艦，バイク遷

合　　　　　訴 舞§

淫i｝数字は露答薤露善隣三歎であ甑実藏舗数ではない。

窪2〉褒争2の分額とは一一一致しない白厳密な業種分類ではなt㌔

資料二詑総2年藤業集稜に濁する講壷邊2魯92奪薯舞
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（§欝2〉 橿鳥大学地蟻飼造　第蔦巻　第2号　2§§3浅2

衰4－6　経籍主の特徴など（年齢など）

年齢縷など

鷲　　　　い

2馨　歳　代

3籍　議　代

講～護§歳代

3舞～5毒歳綬

韓　議　代
韓～5巷議代

講　蟻　代

総　議　歳
事　　　討

幹数

4
4
2
3
墨
§
8
2
2

　
　
玉
　
　
　

i
　
　亜

6至

備 考

舞舞る覧・歩3§代アメ｝3力糞蕃む，35～3§才

（その魑の特徴）

　オーナー幾躰が若い，新しい感覚を持つ。韓石人。高齢者の夫婦脅支

悲。主嫡多し，舛藥からの人も。購読に合った業種1チェーン臨チェー

ン繕（多し）。チェーン窓の支磁賃貸舞の魑下げで進鐵であったが，

縁とんどが義業態舗ではない。乾職。若い人が多くまた醗総では雛本人

でないことが多い。

註〉数字は麟答繭落衡欝数であむ．実籍鋳数ではない。

資料：ボ獅2彗三惑季叢集積に漢1する調豊藷2蟹｝2年8得

関係が最も多い。これに洋騒や，薬局などが続くが，

薬局が増えているのは，医療における医薬分業の影響

があるものと患われる。飽には携帯シ葺ップや犬猫病

院，パソコン教室などが目に付く。蔭サイクルショッ

プなどもある（表4－5）。

　閉店主の年齢などの特籔をみると，鎗～灘歳代が中

心であることがわかるが，饑歳以上でも見られる（表

4略）。開店した動機をみると，立地条件に麗するこ

表4－7　開籍した動機など

■　立地条簿など（欝〉

　毒場に近いため。生まれた土地である。覆境がふさわしも㌔鎭蓄学海

　かいで．人の繊入むが多い。縫事帰むの人などがきやすい毅麟に立地

　したがった。事の中心藻であるから，銀行に遍いからα繭癒徳の通行

　攣（車の〉が増えたため。将来的に発展する地帯であること。新幹線

　醗遜の鱗待よ㌦他地麩からの移転。透くに鋳鉄があるから。騒箪場

　がある。中毒鱗なのでq驚内から難癖へ。地樫的条酵良。霧に駿わい

　毒∫あるめ｝ら。珪｝として繭売ま二の母能姓があるから。立地毒｛よいα新翌聾

　は来衡者が舞込めるから。

表4尋　業態の転換鐙事例

か 、
り

串華麟翼癒

食舞品と灌・米

ミニスーパー
？

ツ

？

甕地（襲車場〉

小売

洋霰星

へ

●　市場競合・市場雛振（慈〉

　透辺に鰯鉱業種がない。地1こ焼肉麗等がなかったから。藤癒き鐘こな

　かったから。高齢者をターゲットとするため。蔽いになると響簸。売

　む圭』げ。売む畿し。欝代が必要としているものなので売．鉦を坤ばす警

濡があった帯慈遽の醗擁。多繕舗髭。チェーン態塔設。簸跳拡大など。

　ビジネスチャンス。ほかの醗から薄焼牲を求めて。本籍の方鎌。霧辺

　の会疑ねらい。

■　土地‘テナント料など（マ〉

　繊定客をつかまえて壽くため．テナント料安いから。文姥せンター

　というネームバ1∫ユーがある，家賃が安い。家賃賂安。家賃力｛安い。

　、t地購入をきっかけに。郵便潟鍵魏麗駿“

o　繭売をしたがった（6〉

　肴羅紅畿痛したかった。希望していた“まずはここで力をつけたい。

　麟から癖を虚したかったからではないかな？今までの廷事を鑑かして

瞬繕。以醜綜舛で露震を饑し，灘売をしていたが高齢のため職の整っ

　た躊を詩ちたいと患い，藤籍衡にお嚢を虚したひ

■　騰勤凝農：（3）

　難の空態鑛篠勤金。酸装費の補助む縫合が誘致して灘籍した。

●　その絶〔2〉

　飲食疲の方は擁立するため，　lT瞬連の方は麟に一つあったが醸美

嚢積を拡大するため。生活のためq

荘）数字幕羅箸撫繕轡轄数であ毎，実績議数ではない。

資鶴二艶鱒2隼繭業集積峯こ麗する講森．12鱒2驚琶馨

イタ婆ア稗逡

廼のディスカウント專醒癒ヘ

スーパーマーケット

重縫霧シヌップ

鍍装緩舞

介護灘品

コンビニ

灘

全翼チェーンの嗅茶震へ

資繕τ彰辮2彗三癌業集稜畢こ馨験する壽舞表書2蟹｝2葺i8舞

表4一総　取扱贔欝の転摸の事携

主　　に か ら 壷 に へ

売導爆を矯やした

ﾆ具
ﾆ庭禽
ﾘ

廼業務羅

蜉q
資糧三舞騰2奪磁業薬種に臠する講蠢蠢2灘2年8月

表4彗唯経営方舞の転換の事携

圭　　に　　か　　ら 芝　　に　　へ

是で受発漉

�諶��i

ラﾙ準心筋売

イン歩一ネット

¥フトク撃一ム等の簸売も展聡

qとの灘熟こ重点をおいた繕講

義4－8　店舗改装の事鰐

スーパー

釣参道舞

薬蕩

資料二毘総2隼蕪業集積に襲ずる講姦垂

　2灘2奪8舞

資毅二融磁2琿藏業集積に隣する講壷孟2総2隼8潟

表ぐ一鞭　その紬の取饗緩み事例

イトーヨ一方堂が撤退したので．総菜墜・八慕渥等が莞とを｛津はした。

医療システムの改歪1こよる鍛える贔馨の増撲童

霧定客を大｛男にする。

薦贔数を増やし，贔揃えをよくする。

懸蓋彗灘こ垂主宅蛋ができたため∈来客数ゐ∫■墨三舞』した。

漣費税のアサプ・嚢時テ曄騒舞努力しても下鋒を続雛ている

疲長の交代，震糞が鰻纏こなった。

TV毒維で敏験（曾齢さ義てから客数が激増する

鯖灘発慕．休愚施設

繕舗移転，藪繕羨糞で

安い．緊い，きれい，気軽に一人でもコーヒーがのめる

主媛韓1す

テレビ番続で取替を受拶て以来選鱗から来る人が増えた

襲華場を増やした

裳‡業薯こ無蓋する獲擾雛

専縫乾する。

資料1ゼ2禦鎗彗票簿業集積毒こ臠する講義書朧2韓i8舞
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醗臨御の盛衰分析
（5欝3〉

とが最も多く．これに市場鯛麺などが続いている。商

売をしたがったとかテナント料なども動機付けとして

は大きい（表を7）。

　店舗改装事1列は3件の濯答しかなかった（表を8）。

業態の転換事鯵や取り擾い品目の転換，経営方針の転

換などについては数も少なく，これといった傾向を議

明することはできない（表4－9～i2）。

4－3　集客力・極性のある鷹舗とは

　商店街内で集客力のある店舗はと闘えば，5件以上

の回答があったのを整理すると，スーパー・大型店

（鱒鉾），食料品店（難件），膿屋・衣料品店・ブティッ

ク（欝欝・），八百屋・魚屋・肉屋などの生鮮三品（麺

件），飲食店（9件），コンビニエンスストア（8件），

菓子・パン渥（7件），百貨店（6件），本屋・書癖

（舅辱〉などであり，§常生活で必要な商品を提供す

る店舗であることがわかる（表を欝）。

　　「店舗の特徴藩および「主な商品」について繕答が

寄せられている事弼は表445に掲げるとおりである。

　同表のうち「店舗の特徴」を再整理すると，商店街

レベルにおける集客力は，第一に品揃え，第二に業種

構成．第三にサービス，第轡にレイアウトなどにポイ

ントがある（表をi嘆）。

4－4　ユニークなお震

　商店街内でのユニークな庸舗を尋ねると，業種犠で

は飲食や食品麗係が多いことがわかる。製品一ヒで目．立

つのは．豆腐（8件），パン（5件），かまぼこ・ちく

わ・はんぺん（4件），そば・うどん（4件），コ欝ッ

ケ韓件），せんべい（2件），ケーキ（2件〉，濤

（3件），魚（2件），果物（2件），野菜（2件），み

そ等（2件〉などである。

　これら商品の付撫穰嚢魑を高めるキーワードは，・手作

り（8件）．産地直送・製造直売（6件），普ながら・

伝統・老舗（4件），店舗のレイアウト（3件），安全

磐姜（3｛響），おも蒐しい（2麿彰），　1タメイク・峯疹蔓鍵（2｛牛），

新鮮・やきたて（2件）などである（表445）。

5　空き店舗対策と組織力量

5一奪　臨席街の盛衰と主体的緩緩力

　商店街の活性化を主体的に規定するのは，商店街の

綴織状涜である。商店街の綴織状況は，全体では法定

協同繕合が37．3％で最も多く，これに任意綾合が続い

ている。盛衰磯でみても，法定継合の比率が最も高く，

表4適3　商繕街の中で最も集客力ある業種（群数〉

スーパー（i§）．盆料品繕綴〉，飲食繕（醗，コンビニ綿）．菓子屡．パ

ン（7〉．直貨濤（§）．衣群籍（5〉，本餐（5〉，茎雛霧シ葺ップ（4瓦金

離機1難（3〉．鳶栗繕（3〉，鰭魚繕（4〉．ブティック（3），八百麗（4〉。

ガソ｝ナンスタンド（3〉，嗅茶徳（2〉，薬蟹（2〉，醸渥（2），本麗（2〉，

文興態（2〉，医者．大聖繕，お茶蟹，おもちゃ，学生梅手の繕（学生緩

など〉，楽器渥．業務羅盗品，金魚慈．ケーキ臨．来羅，娯楽縫設（レ

オクラプガーヂンスクエア，齢一ル，レンタルビデオ渥が入っている〉．

酒癒，雑貨渥．写真麗，塾，押し麓教室，食堂，スポーツ農．生甑精

肉籍，慧、菜．中吉ファミコン誌，っ拶もの1塁，ディスカウントストア，

購郷涜，農業舞嫌売，葛渥．毒舞舞（ディスカウンの，美容室

ファーストフード，弁当羅，雛装紙構，薬鶏．洋島癖，秘菓子

註）数字は麟餐艀数を示すp
資料二番蟹矯2彗…藤業一粲稜に1離する講糞選2｛鶏2彗三8舞

表4一鱗　集客力を持つ醸舗侮特徴

経営金毅

　地禿企業

　鱈購がある

　地産地溝

　篶1こ一度．セールがある

　繕頭籔売

雰雛気
　こざつぱむしている

　懇牲的

　濤潔

　楚；内プ冨きれい

客騒

　申轟生臨す

　畢蒙こ多くの集客力がある曙銀行。

　吉くからの縷定客が多い

　若い客籍

　羅騰のサラ鯵一マン帯Oしの｛テ夢暮ができる

轟購え
　品揃え　　　　　　　　　　　　　　ア

　醗の齢無欲ぎ紛うン硬膏を蒙裁て軽．

　藏震欝の申では一番の品数

　食料愚をすべて取箸撮っている

　鞭彗雛

　ブランド晶

　蒙新しいもの

　ロレックス奪弾弓癒

　ワンストツプー熊癒

サービス

　客の癒凝のよさ

　広域簸売

　広告

　鍵業曇硲質が良い

　接客態痩

　宅醗事業に参撫

　．立ち読み講

　穣難の夕市の美麗等

　ポイントカード

懸　　絡

　i紛跨均一

　安鰯

　懸格は鑓廉の灘i格

　麹がよく，安い

　安い

　一薄舞多売

レイアウト

董5§無籍講

大聖

かまど

　ガラスば穆

窓海紅藪がある

震謙約董5§埋

蔵い

瞬で一番大きい

施　　設

　2罎時鷺と広い駿車場

　駿！牽場が一大きい

立　　地

　駅薦め立地

　大灘舞沿いにあること

　蕩校生の通学鶏1こ立地

　2態が競合していること

業　　態

　スーパーマーケット　2

　ディスカウント繕

　漣1のディスカウント

　コンビニ

　縫来塑．スーパー

　菖貨籍

　ベニマル，鑑協

業種など

　雛悪露

　醒療．雑隻

　警雛、

　鍛背

　ケーキ・菓子

　コーヒー導1畳1

　老講の駄菓子の本麟

　趣殊覆の籍

　惣菜

　大衆織ナの食堂

　レストラン

熱　　質

　美賺しい　　　　　　2

　高難しこう

　鮮度

　銚子鑛鰹．の名勃の繕

　拳鐸i吟

　乎づ一く鯵つ鯵もの

謹）数字は凝答樽数を承す。
資料二『2きき2彗三藏垂業集積に羅する講壷r彗2｛翼》£葺i8舞
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（騒騒） 舞嚢毒護｝大君鉾地域食彗造　　第至姦巻　　第2一琴｝　　2暮奪3．i2

表4一繕　ユニークな観籍

業　　　　　　種 震　　鱗　　の　　特　　徴 主　　な　　臨　　掃

いろいろ欝繕大鷺 チャレンジショップ 多鼓

飲食 産地嚢送 そば

飲食業 送達を行っている 懐石料饗

飲食業 ユニークな濤舗構造 飲食業

飲食癒 羅瀬屋 魚介類，護

飲食慈 料鐸人が中麟人 ラーメン，中華料理

飲食篠 もんじφ焼き

飲食繕 4賠建てチケットを楚絹した亙～4驚までをお

客に耗絹してもらうような■夫金鑼がおもしろ

い。

飲食癒 穂織建築 事件鯵うどん

インターネットカフェ 銚子窃のインターネソトを籔う羅，麟時懸 マンガ庫，　インターネッ　ト

浦霞

お漿華鬘 お茶菓子 干菓子

お茶渥 茶菓子 お茶

おもち争麗 ラジコン導醗濤 ラジコン

かし濤 豆瞬かまぼこ

かまぼこ 二L場と賎議が一難 かまぼこ

銀鰹照）」む お委，弁鷺

巣霧，聾菜の露天簸売

ケーキ墜 手作むケーキ

ケーキ緩 ケーキのオーダー簸売

ノ1・発病 手作参ぜんべいなどの震料贔

コーヒー登販売 豆を窟一ストして売る 轡馨各縫のコーヒー魔

骨董贔（雑貨） アンティーク・昔なつかしの薄舞をそろえる¢よっ アンティーク，誘なつかしの食器．家具な

て奪齢縷が広も㌔ ど

コ猫ノケ麗 手｛乍む コ欝ッケ

サービス 嶽こなし 手作むそば

石屋 手静静のお弁当，お惣菜の簸売 酒

雑貨 雑貨

サンドイッチ麗 うまい パン懸

ジーンズショップ 若者郷テ ジーンズ，アクセサ撃一，古着iなど鷲海霧

諺藤贔

修躍業 洋綴の仕立てなおし

酒造 歴史観のあるk蔵造鯵の繕 清滋

酒造

H堂

叢ながらのもの。彩ゆ艇娘の名麟をっけたお

���ｵい

ラーメン

禽贔 霧然食贔を取む籔う 難然食贔

食贔業 総菜渥 コロッケ

食贔鷹 そば渥 わんこそぱ

禽料藪 有機野菜等 鳶機野菜等

縦渥

費果繕 消費税を簸らない 巣勃

製造藪莞 パン屋 手舞鯵のパン

精肉繕 鷺舗講躍馨が縷定されている 鐵全駿

繊緩贔小売 構鑑産地の織鞠を髄った醐品など 織雛小鵬など

鮮魚

鮮魚籍 とれたての魚

せんべい 報醗 せんべい
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蕎店街の盛衰分析
（5欝5〉

業　　　　　　種 窓　　舗　　の　　欝　　鍛 主　　な　　臨　　贔

惣菜嚢 手作む 懸煮，コ欝ッケ

畳屋 老舗 畳

ちくわ羅 鋳嬢蔀1を縫わない。鬱然の素赫をそのまま優 ちくわ，はんぺんなど

▼つ。

手無鯵そば

手｛乍鯵豆腐 訪溝簸売 豊嚢

手鐸鯵パンの籍 賎議でパン菓子簸売，学校給食のパンの製造を パン，ケーキ

している。

伝統工芸羅　クラフト 遠野などの伝統贔が盛霧で手に入る（繕籍かあ クラフト縫線

る〉

豆麟工霧 藪売も行う 豊麗

豆霧癖 手づく鯵 登鵜の麹揚

豆瞬渥 手作むの颪腐 豊震

豆腐渥 手繹触蔓嚢

豊霧渥 にが嫉薦，東京の大手デパートへ鐵蕎

豆霧渥 豆貌アイス 魔瘍

肉渥，キ幸うクターグッズ 手｛乍触コ邸ツケ

入形 一熱一業種 人形

農産犠癒売瞬 地先で取れる農産彰彗がフ農アに窪；がる 来，イチゴ，トマト

のこぎ磐とぎ渥 鍛冶饗から嬢まった舞ながらのお震 サーどス

パン纒 特1こなし ユニークな形のパン

パン渥 焼きたて ノぐン

羅墨 流鳶にあわせる 騒全般

澱盤 大きい 毅など

吉書渥 吉書を婆メイクしてくれる 古着

吉事渥

饅頭屋 手｛乍鯵 鰻鎮

み・そ壷こうじ麗，　（疑垂癖渥とカラオ『ケとピ 手作むみそ（圭キ9巷暮暮鰹．i嬢灘羅） みそ・こうご

垂歪ヤードの複合施設を祷った結婚あっせん

藻〉

昧曝製造 製造嚢売（小売むのみ） 昧蟻・こうじ醗連品

八蒼盤 新鮮藪藻の儀賂 くだもの

輸入雑養 珍しい 雑貨贔

弩サイクルショップ 小さな藪鋳 衣料贔

シコード窟 アナβグ盤の鎌揃えが多い CD，シコード，DV至）

秘藥畢屡 スイートポテト おかし，スイートぷテト

秘紙叛綾館 秘紙すきの体験 愁紙藏紙

資群三舞雛2奪燕巣集積婁こ購する調蛮書2欝2隼8擁

繁栄海燕街を除いては，任意纒合の比率がこれに次い

でいる（表5逓）。

　専門部の設置堵犬溌を見ると，毒餐三藩があるの1ま商店

街全体の蔀．9％であり．盛衰璃では繁栄商店街が鋳．7

％で最も高く，まあまあ繭店街が57．6％で続く。婦人

翻は全体では33．3驚であり，青年蔀の綴織率よりは低

い。盛衰溺では一1二麟きの兆し商店街が3＆5％で最も高

く，これに衰退商店街の36．§％で続く。

　その地の専門部は全体では驚、3錫の商店街で緯織さ

れている。盛衰雛で最も高い綴織率をもつのは衰退の

恐れ商店街の欝．6％である。衰退商店街が雄．馨％でこ

れに次いでいる（表5－2）。

　商店街での琴一ダーシップは，全体では「ある珪が

騰、6％をしめている。盛衰雛みると，機ね現混が良い

商店街ほどrある3とする比率が高く串ている（表5－

3）。

　次世代の鯵一ダーの鳶無をみると，全体では「いな

い」が麹・る」をわずかに■11回る。盛衰霧でみると，

現溌が良い商唐街ほど次鰻代の1トダーがいる比率が

高くなる（表5一違）。
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（5鎗6〉 離島－大学地域欝造　第欝巻　第2号　2§鑓．捻

嚢5一嘩　盛衰溺商癖衛羅織献溌

癖人驚
　　　来綴織　　霧答教
程。度

表5－5　薄藍霧盛衰溺縫合員溺士の連撲・協力

繁　　　栄
ま二緯重きの謎…し

まあまあ
衰退する懇為

衰　　　遺

金　　　鯵

遜　答　敷

金　｛本

曇
ハ
》
《
U
轟
U
毒
巷

鐘
鋳
髄
総
総
縫

i
　垂
　

董
　

璽
　

玉
　

王

法　　竃
　　　1緩意緯含
協縫緩合

縦
舗

辞．駐　　2§．暮

暮．轡　　　§．§

§．7　　　8．§

2逢．6　　　3．3

2馨．轟　　　毒、9

懇．了

32

窪）登簿には不聡（盛衰綴蓋，綴織状漉璃2｝を含む。

資料1舞㏄2無痛業集簸に韓する講蓋選2総2年8湾

全　体
かな静

@雛　講
類　謝 靉靆あむ

かな鯵

ｽ1題
麟答数

繁　　　栄 i総．毒 簾§ 麗 賎舞 懲．蓼 5

上海きの兆し 童｛矯．毒 臆§ 羅 露．§ §、§ ？

まあまあ 蓑矯．§ 鍛至 遜 i2、魯 暮．轟 尋7

嚢還する怨む 玉総．経 聾、玉 睡 簸§ 琶葺 昏3

嚢　　　遼 i懸．馨 鼠§ 睡 3五．4 3．§ 髄

全　　　鯵 i総．§ 董2．§ 麩 2§．§ i．7

麟　答　数 22 欝7 3暮 3 重器

蓬）全韓に縁下鱗（籔襲撃舞，連購攣貿〉を蕾む

資料藩2総2無機業葉酸に離する講糞遺2疹軽量奪＄舞

表5－2　盛衰驚商癖徳専稗都舞織献溌（薄商篠御数銑〉

全　　捧 毒無難 媛人諜
その醗

D醗蕊
難答数

繁　　　栄 欝§．魯 瞬 25．○ 臨嚢 玉2

上醜き瞬鑑し i欝．騒 4毒．2 翻 董5．達 歪3

まあまあ i麟．魯 57．§ 3董．3 §．玉 鱒

嚢退する恐薙 i総．暮 姐ε 3垂．玉 躍 茎22

嚢　　　逮 欝§、9 42、？ 3馨．毒 i8毒 8§

全　　　鉢 茎総．轟 4？、§ 一　　33．3
臓3

爵　答　数 賂2 i鰺 鋳 338

湯麺べ数であむ，全｛奉には不醗（盛衰警離、纏綏撫懸勲）を食む。

資料運2鍵2隼海難築穣に鷺する講喪雲2鋳2無菖弩

表5－3　盛衰鷺彗嚢馨籍衡琴一ダーシップ

繁　　　栄

上露きの塾し

まあまあ
衰運する恐れ

褒　　　退

全　　　捧

興　答　数

全　　隣 る㎜

儒
な　い　　麟答数

圭韓、§

i毅．§

i鎗．む

豊麗．§

董雛．昏

玉総．暮

暮、暮

§．轡

2マ．7

3蓋．？

一樹響

．
簿
了
凝
総
溌

墨器

経）全韓1こは不聡（盛衰舞12、　撃一ダーシップ琴響7》を含む㌔

資舞1嬢欝2奪繭業集積峯こ絶する灘薮濃2雛2無8弩

表§講　盛衰懸次樫代参一ダーの有無

全　　鯵 い　　　る いない 醸答数
繁　　　　栄 互聡蓼 蟹

鋒．毒 5

上逝きの兆し 圭韓．§ 纏 歪4．3 7

まあまあ i鑓．毒 翻 383 畦7

嚢退する懸れ i懸．馨 42．9 瞬 63

衰　　　退 i縫．彗 33．3 画 5ま

　　一　一　㎜

S　　　鯵 重書暮．暮 44、警 瞬
罎　答　数 7？ 癬 鐸5

蓬〉全藩紅は不鱗（盤襲撃12，糧織状溌響離8〉を含む，，

資警手二謬2鱒2蘇頑麟楽舞穣に警慧する書震嶽溝2｛毒2垂ギ8弩

　綴合異聞の連携・協力は，全体では顯調が磁．i％で

最も多く，これに開題ありが2§．6％であった。盛衰雛

でみても，いずれの商籍街も纈謁が第i燈であった。

ただし繁栄および1二向きの兆し商1，重i街ではギかなり懸

調達が，まあまあ商店街以下では艦籍題あり」が，第

2緯に来ているという違いがある（表卜5）。

5－2　商店街活性化への取替緩み

　薦繕街近代化事業などハード醸の整備を実施した臨

1、彗街は，全体では39．8％であった。どのような事業が

行われたかをみると，ハード事業ではアーケード（7

件），衡踏灯（7件），欝墨壷み・毒鶏整備（カラー歩道

等（7件），繭店街のモール此等（3件），駐車場（2

件），バ寧アフ鱗一化（2件），ビル（i件），イベン

ト広場の開設（i件〉，植樹（i樽）などがある。

　またソフト事業では，空き店舗薄策（3件），スタ

ンプカード・共通券・サービス券・ポイントカードな

ど（欝件），イベント（7件），七夕⑭件），夏祭り

（3拝），共織売り出し・擁売り（3件），ナイトバザー

ル・フ琴一マーケ・ソト・薬毒楽座（3件），祭り　（2

件），観察醗修（2件），プランター・ちょうちん就籍

（2件），コンピュータ導入（2件），街角文化展（i

簿〉，だるまの欝（i件）などである。

　効果については盛衰驚でみると，実施した商店街で

は．機ね現況が良好な商店街において売上効果が比較

的よくlllている。悪い商店街ほど「来街者は増えなか

ったが，実施しなければ衰退に簾遠が係った」やゼ実

施効果はなかった猛などが穣麟的に舞立っ（表5－

6）。

　次に商店街でイベントなどソフト事業を実施してい

る比率は78．6賑である。多いのは，その飽祭り48件，

離鴛8件，夏祭り激件，七夕祭鱗§件，売り鐵し鴛件，

フ年ターマーケットi2件，歩行者天扇8件，年末大売出

し8酵，擁売り7樽，イルミネーション6件．ク嘆ス

マス5件，盆躍輪5件，花火祭り4件，ナイトバザー

ル4件，スタンプラ吾ナー3件，スタンプ事業2件など

である。

　実施したうちの効果の程度を見ると，「来街者は増

えたが売、髪効果はなかった」が36．§％で多かった。こ

れに「来御者は増えなかったが，実施しなければ衰退

に撫速がかかった」と「来術者が増え売．ヒ効果があっ

た」とがほぼ同率で続いている。盛衰罰では，字義ど

一瞬一
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表5略　盛衰辮商瘡毒遷代化事業などの実癌幾粟

来霧巻

は増え

来青煮 なかつ

全　弊

来衡者

ｪ購え
п｡と鶴

は増え

ｽが売

繻怏ﾊ

たが、

ﾀ施し

ﾈ謬れ

実旛効

ﾊはな

実施し

ﾄいな 籔答数

果もあ
はなか ぱ衰退

かった い

つた
つた 1こ趨遮

が懸っ

ｽ
繁　　　栄 垂騰．蓼 2｛擁 2§．§ 籔§ 韓．§ 蹄、§ 5

上露きの兆し 継｝．§ 28．暮 錘．3 韓．§ 薮§ 42．警 了

まあまあ 玉懸．辞 i§、董 壌、3 2暮．§ ε畦 臓馨 逢マ

衰退する懸れ i馨．§ 窪、昌 i董．垂 23．8 6．3 2？．5 63

衰　　　退 茎騰．§ 疲§ 玉垂．8 爲7
？．暮 2？．5 5蓋

全　　　鉢 量鱒．§ 8．§ 9．7 2巷、6 §．3 23．崖

襲　答　数 i5 i7 錨 登 4董 i7§

荘〉登簿にはその縫と不瞬（盛衰灘2，麟黒磯4韓を含む壱

資糧二範騰2隼藤i業集積毒こ縫する講壷垂2総2転＄興

衰5イ　商落籍盛衰懸にみたイベントなどの実旛魏果

来襲者
来嬉者

d堪え

全　捧

来傷者

ｪ増え
пA翫幾

雄増え

ｽが売

繻�ﾊ

ないが，

ﾀ施し

緒dれ

実施魏

Kは懸

ﾆんど

実施し

ﾄいな 獲笹薮

梁もあ 慧それ
ぱ衰退 ない

い

る ほどな
1こ駿速

い
が綴る

繁　　　栄 i鱒．§ 2§．§ 4§．巷 敬警 危き §．9 5§

上露き砂兆し i奪暮．§ 臆6 2鑑§ 鍾3 豊春 慧．3 7、書

まあまあ 至騰．§ 臆8 導を？ 簸6 塩3 尋．3 達？．馨

衰遺する恐れ i縫．§ 至重．至 駿．§ 2マ．§ ε3 i量．董 §3灘

褒　　　退 i総．毒 葛．了 27．5 簸昏 13マ §．呂 騒．き

全　　　誌 i総．§ 至8．3 3§．§ 懇．§ 掌．4 8．6

蓮1答　数 32．暮 δ3麟 33．§ 垂3．韓 蔦．§ 重器§

蔑）余弊には不購とその匙を食む。

表5－8　盛衰騨商震衡塞き篠舗録策

予定もない藩が塁9ほ％で最も多い。これに「行ってい

ないが，行う予定である窪が続く。盛衰幾では，これ

といった傾鶴を読むことができない（表5－8）。

　空き店舗の具捧的対策では，誘致活動，店舗斡縫，

補助金活矯，家賃の植下げ，空き店舗精報発送等の従

来方策の弛に．イベントや丁凝0での活醗が欝に付く。

縫えばキッズマート，ギャラ菅卜，高齢者のお茶の闘

全　　鉢
行ってい

る

費ってい

ないが，

行う予定

である

繁栄ぞ㎜嚢露天ア一籌．毒鱒．§
圭1犇きの夷…し　　　王春毒．〔垂　　　　2暮、暮　　　　　23，毒

まあまあ　 蕪鷺．軽　　2圭3　　 i？．（墨

撃璽遜蟻欝
　　　　　　　　　　　　　　塩全捧欝§．窃欝．§23、嘆
麟　答　数　　　　　　　　　2§　　　　　4董

｛■fつてい

ないし，

｛テう予定　　麟1讐数

も今のと

ころない

5
7
解
縫
慌

翻
麗
醗
癒
麗

捜〉登簿にはその縫と単解（藤嚢襲2，蝉策琴磁鯨を含む。

資料二範縫2奪薩業集積に鷺ずる譲盗選2｛豫2奪8舞

おりというわけにはいかないが，現況が良い商店街で

は売上高につながったとする縫1答がいくらか繋立つ

（表5－7）。

　空き店舗対策は，全捧ではド行っていないし．行う

蓑§一9　空き篠籠の異鉢的対策

真蒸してしまった。

　　丁礒0を進める

　空き繕議のあっ登ん

　空き落舗への安慰な誘致を計聾したい。

　朝粥やタ毒の囎纏
　　異業種に与えたり，騒i車場としての軽羅

　　イベント1こ餐i絹

　　イベントの実施

　　イベントの鋳1こ馨1環

　駿薙霧覇発
　　会議漸のホームページで空き誌舗鋳鞍を発繕

　　欝主を探す睡びかけ等

　　カルテ章一スクールの設讃

　　キツズマート

　　ギャラリーの磯盤

　　銀行．不動建言こ蟻輻を流して誘致

　　轟齢春のお茶の霧ハウス

　　鰹姓的で，集客力のある誌を誘致していきたい（家賃をトげた塾す

　る〉

　　車暴に駐盆をしているq

　　シャッターに絵をかく等

　　麗知運動

　　惑繕霧娯楽鋸の設緩

　　新客煮への彗舞薮箱入窓のお蔽い

　　萩焼麗籍の誘致

　　籍繕議の誘致

　　麟業塾．空態鑛紹介｝｛駐，チ華レンジシ釜ツプ

　　大学（建舞工業大学〉の醗寛馨藻発表のための会場として

　　嬉策は一感，考えている，との毒

　　多難的ホール等

　　鐘耗，家賃半額勤銭経年鷺のみ〉

　　テナントミックスやτM（）等善こよ警標器馨

　　病室さんとどういうお癖に貸すかという話をしている

　　大纛隻の模索

　　入籍の時に補賜金

　　ノぐソコンスクールの馨1縷

　　翠足業種を入競る

　　フ1ターマーケットε毛。

　　補麟〔義築費灘の韓％か〉

　　聴購金交付窓縫

　　欝欝濤の紘場

　　繕をもちたい紫煮へ安く糞す

　　ミュージアム，チャレンジショップ（してほしい）

　　ものづく絵と藪売を一纏建〔一病一作家運動〉

　　誘致活聾

　　奮名店の誘致

　　老人1醸ナ施設

●　丁醗Oの実験震鋪

◎　丁講（｝を活難し，韓繕議かが離籍したが．難縫が認れたところで醗

。

●

◎

華

●

○

●

◎

轡

●

φ

毒

■

●

●

●

◎

噸

華

●

む

●

毒

●

●

●

●

■

●

癖

●

●

●

毒

●

●

魯

◎

轡

■

亀

●

■

●

●

資麟1離総2無襲業集積に臠する講義爵2毅2驚喜舞

一§i一
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ハウス，饒業塾，チャレンジショップ，フ婆一マーケッ

ト，パソコンスクール，テナントミックス，大学の醗

究作品発表などが出てきている（表5－9）。商店街と

しての開繕支援策の異体溺としては，花輪，セールな

どの手伝いの地に，概い金や家賃補勤などがある（表

5一舞）。

表5一総　闘慈謹こかかわる商繕街の支援

●　鰹方’の施設の孝彗覆

．鐵麟は騰繕翻こ濤瘡毒への嬢拶などがあったが，継合麗人の勧誘な

　どを避謬るためか離籍まで二1業態の掌握ができなも㌔騰震筏いの難論

を送る，なども遍去。

●　イベントでの曾嚢

●　醗疑金と一一認支度金を受授

。　醗金

■　インターネットカフェ

◎　売む聾し・穰瘍セールの手伝い。

■　オープンの祭に葎東

毒　畷癒窺い，入会．駿車場

◎　共霧で七夕祭吟を行う

毒　鎭行

◎　工事等に醗わる←ラブル跡丘等

●　支援なし．縫合費雛袈

。　地元の安い伏悪政策

●　準鱗中

毒　チラシ醍葛

拳鷲懸こしない（フ｝｝一ぺ一パーの翫奄〉

●　蒋輪

◎　葛輪のみ

■　蕪勤金がおむたから

■　ほとんどない

■　家舞交渉

■　家賃の援勧など。

■　家賃の補跡

の動きはない」の比率も高いという特徴がある（表5－

ii）丁擬0での取り縛み事擁としては，欝§円バスや

修景ワークショップ．チャ馨ティーオークション，レ

ンタル自転車などがみられる（表542）

資料謬2§昏2年漁業集積に聡する認、鳶匪2韓2隼8月

　最近涯霞されている丁凝0（Tow嚢M＆鍛gg驚ε臨

Orga癒膿t給費，まちづくり会社）の設立状況は，全

体ではぜ設立の動きはない］が鍵．峨％で最も多く，こ

れにr賎に動いている」が飯．7％で続いている。

　盛衰磯では「すでに動いている」比率が，現溌が良

好な商店街ほど高い。もちろん繁栄商店街では「設立

表5一葉2　丁麟0での取》緩み事椀

董懸霧バス

事業基盤となる会魏の設一堂

修業やワークシ垂ップなど

チャ蔭ティー戴一クシヌン

駐車場の誘致

二本雛藩藏工会が設立したが，本跨薩悲傷ではまだ設立、していない。

法定再醗発　すでに準薦緩合設立

モール建事業がこれ著こ轟たる

号ニューアル

レンタノシ自棄蓋車

資料澄2醗2奪轟業纂穣に臆する講査雌2韓2無8震

　丁蟻0の効果については，全体ではド効果はまだで

ていないが，簸待している雌が相対的に多く患ている

が，「蟻待できない建がこれに続いている。

　盛衰鍵では現溌の喪い商店街縁ど，ヂすでに良い効

果が繊ている」とする比率が高く出ている。現況の悪

い藏店街では「効果はまだでていないが鱗待している」

とする比率がめだつ（表5護3）。

表5一輩3　　嚢箋店巷｝盛衰5誕不義護0交毒粟

表5彗璽　盛衰溺丁麟。の設立献溌

全　　簿
すでに嚢

設立する

¥定であ
設立の動

麺1答数
いている

る
きは厳い

繁　　　栄 至難春 籔唇 賎難 4敬聾 昌

土瞬きの兆し 至難§ 28．6 28．§ 玉4．3 7

まあまあ i韓．韓 23護 8．5 29．8 47

衰運する恐れ 玉総、韓 欝、聾 生5．9 33．3 63

嚢　　　退 茎騰．暮 玉§、§ i董、8 33．3 5i

全　　　弊 圭鱒．暮 2エ．7 i2、6 3董、4

演　答　数 3き 22 筋 iマ5一

液）全健にはその縫と不瞬（盛衰麗2．設一宣懸総｝を含む。

資料二籍警馨2隼薩業集積に賭する讃壷遷2騰2隼8鴛

禁果はま
効果はま

だでてい

全　捧

融こ震い

M累が畿

だでてい

ﾈいが，
ないが．

�A簸待

購待でき

ﾈい
攣簑数

ている 期待して
していな

いる
い

繁　　　栄 董懸．§ 翻 豊蓼 き．§ 賎§ 5

上海き諺兆し i欝．§ 幽 畿§ a昏 韓．§ 7

まあまあ 叢鎗．§ 4．3 危淫 2．玉 整 嘆7

衰退する恐れ i蟹｝．§ 豊春 匝 豊2 3．2 §3

衰　　　退 i鑓．§ 盆暮 露 2．§ 2．§ 騒

全　　　陣 i瞬．§ 2、§ 塵 鼠3 嵐§

額　答　数 5 欝 4 字 i75

荘）全雛にはわからな籍と不瞬（盛衰麗2，鶴果騨欝欝を含む。

資糧1灘総2無商業集積に関する講糞垂29§2年言舞

　高齢者対策への取り緩みは，歩道などのバ鱗アフ1歩一

化が最も多く，宅翫サーどス，高齢者がコミュニケー

シ鐸ンできる施設，休憩所・トイレの設置，シャトル

バス，タクシー補助券などが§に付く（表5讃嘆）。

5－4　商籍街の活性化戦鐘

　商店街垂こおける現在の活童生イ惣戦酪1こ寿》かわるキーワー

ドを探すと，イベント（i§件），集客（8件），空き店

議韓策（5件），趨唐の努力（5件）．丁罐0（3件），

高齢者（3件），再開発事業（3件）等が多い。数は
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（澱鱒〉

表5一纏　高齢者鰐策への取》緩み

蓮茎をフラット毒こしてある。

アーケードを設診て，雨が鋒っても安全に歩謬るようにしてある。

高齢者のコミュニケーションの場を鍵｛箕する予定。

縫会に濡場鐵来るように考えている

老人病諺の施設へ

歩いて来られるような空き繕麟iの活舞窪

安心して買い勃1ができる舞境づく触

想いの場を｛乍る予定

今までは瞳害者，高齢者，今葎は冤童纏撞へと軽くみ（鯛：tタ，金魚

すくい）

大型癒では縛る穣の臨来ない接客及びサービス

大難繕にないサービス（舞えば懲灘懸き．醍達などの実施など〉

お奪霞むへのきめ総かいサービス（トイレをかした鯵）

1本が不察蛮で離翼こ来ることができない人には，薮宅に贔彗舞を麗謬る。

鉢懇羨（3）

トイレ（3）

麩藏整礫（2〉

轟齢・毛・鐘者のために道鋸を安全なものにつく鯵かえた

高齢老紅やさしく

海難者の蓉鱗はこび

蕩齢書癖捗のサービス

高齢惹も興辣が持てるような灘震幽に

露渓無金配毒時の蚕｝麟

麟々の癖ではいろいろ工夫しているが繭癒会としては麟になし

シャトルバス

藩1籍笏の遵を嬉策（渋滞．事故〉

藏贔宅配

繭畠翫達を穣種的に進める

食糧贔の電話醗達

幾窃運動を進む

新多馨縫交通システムヘの臨カ

スーパーでの小分け売むなど

すでに悪落嚢全鉢が高齢乾してお善，ゆえにあま馨考えない。

生活霧島の必要雛

大事なお客糠であむ，各麟落窪むは高齢者辮藩q

タクシー蕪勤金

宅配サービス　（3〉

治安の残上

地域麗係を大切に

纏蟻通貨の醗究に数尊緩み串，エコマネー

串心癖欝地落盤i建墓本訴講紋穰藩

漉文をとって醍達を行なう

郷会で取参緩んでいるG
トイレ予　｛本意霧旨の零態拝妻

遭艶整備（2〉

醗達．送む逓え

ノぜ蔭アフリー（ii〉

歩遵鉱織

福島まちづくむセンターの宅縦事業への参麗を案離している。

…誘馨のついでに賢い薄舞やちょっとした難事の代行をやっている．

訪幾簸亮→老人，鐘害者ら1ま移嚢灘で不善櫨だから

歩道の整簿

歩遵をバ嘆アフ！∫一に

道の段差を通善やすくする

無辜紙すき霞1｛系

藤繕籏糞にいすを6，？鰯護羅してある（抹めるように）。

資料憲2総2無藏業集積に難ずる識糞」2｛｝〔12隼8舞

少ないが，エコロジー作戦，エコステーション立ち上

げ，大型テレビ，配達サービス，自転車鱗策，いこい

の場作り，ナイトバザールなども上げられている。今

後の活難化戦略については，キーワードとして多いの

はイベント（難件），まちづくり醗究，高齢者への醗

送，地代を安くする，仮称ド大使館鰍度」の活用，美

徳館を中心としたまちづくり，乗セ）合いタクシー，カ

ルチャースクールの設立，エコバック，歴史と文牝を

表5一繕　参考にしたい先達商繕街

　を鵜矯しイベントを行なう（お笈い芸人を醇ぶなど）

地活難乾事業

　　岩手繁盛講毒・材木警二活気のある瞬づくむ

　　岩手藥盛職事・肴町：

　　神奈鱗桑横浜幕・二撲銀整：毒づく鯵

　　神奈撰録撲瑛毒・元郷＝縫緩が懸プ｝的である。モール・ニコレット

　｛ヒ

　トなど。鉄父では軽雑嚢牽のプレゼントなどを実施している。（薄霧＝

　近隣の製造工場の協力などを得て。〉

　では．最寄品と買1璽む贔がバランスよくマッチした癒1毒霧。古い建鱗

　を活躍しながら新しい楚1麟iを圭魯やしている

　癒して〉

　身した事鰹

　　欝緯藥清水・駿麟銀盤：エコマネー（駐G　G）地域遜舞

　　東京獺・賭銭ケ谷二瀬品が多く鍛っている

　　東京擁・撃種蟹：

　　巣窟翻・息出：スタンプ事業が発案

　　菓蒙簾・巣鵯とげぬき地蔵選む：最寄品の充実

　　棄蒙難・砂瞬，霧島：安い贔揃えのよさ・定離醜イベント

　　徳島環弓ヒ島：一人鍵まいをしている高齢者への宅醜事業

　　徳島票・縢簿：購蔓みが美しい．人がそれを見るためにやってくる。

　町蔓み霞韓が名霧になっている。

　かした瞬づく穆をしている。．重三地の鞍籔を鵜霧。

　び舞人とのかかわむ方

　　綴島薬療霧海・栄職：露の資金を舞離して駐牽場整簿

　　福島藥三三舞舞彗：集客力。騒蘇量穫で1こぎわっている。

　　龍海遵靉靆毒・中島：

　　宮絨樂纏台華・菱韓長瞬二地元青銭第一ゆかな箏考えて，あえてい

　うならという感じでしたσやは毎，今の時代，簸台市内ではあまむ怨

　いっかないようです。

　　窟壊渠纏蒼海・一番覇＝歩行者に安全な繭繕徳

　　窟絨薬鞍擦粒来客（呼び込み），著煮へ鯨韓；

　　宮城藥古購毒1会費でいい舞づく鯵をしている

　　虚形薬裂蓋1王鱗・錘重王卿＝ソフトに綴った事業

　　曲形難嘉島羅野まほろば＝窪き懇請講策などへの蓉敢の鶴寿がすご

　くある白

●　霞城藥・岩鐵睡：凍み豆震．つと納豆など

■　鳶森繋舞森毒・薪驚：着意から高齢煮まで楽しめる

毒　石墨鐸藥金沢毒：術数の莚轟力が大きい

O　石無謬裏金沢毒・華婆羅｝：考『奮轟撃舞にし（ガラス畢まむなど），空き鍵ii舗

編　岩手藥釜石毒・大綾：アーケード撤去に纏わる事業

◎岩手藁遠野毒・一騎歓菱磯整選事業，ファサード事業。中癖季麟

雛

◎

毒

。

●　埼玉繋穫父毒・みやのかわ：ナイトバザール．集客力のあるイベン

●　滋賀藥長浜毒・無壁：黒垂，まちづくむ役場¢人£絡万の地方翻毒

拳　滋賀繋彦撮市・菱京橿：すべての藻分（地域姓が違うのでそこは考

◎　静鰯繋島鍛薦・島醗中央：島露華の瀬蟹からイタ鯵ア料礫癒へと転

◎

●

●

●

●

◎

毒

●

○　富撫興宮出車・本籍：空き濤講嬉策事業

●　長野桑・小幕旛臨：地域特性を生かしたモデル

○　福島藥会津若雛毒・七舞興＝簡慈籏が隣るく親燐。騒籍が特鐵を生

毒　福島藥二本鞍毒．嘗覆機織：晦作善の遍馨。舞舞むをする繭籍豊及

。

毒

●

■

参

●

◎

■

■

資率淫二密2撰諺隼轟i業集積紅撲華する謡喪螺2（舞2無
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大切に人に優しいもてなしのまちづくり，などが注§

を引く。

　最後に，活性化に向けて参考にしたい先進商店街は

表5一驚の通りである。

6　おわ》に

　以上の分析を要約すると次のようになる。東龍地方

を中心とした商店街の動向はヂ衰退の恐れ達が最も多

く，これに「衰退誘の状況が続いている。しかしわず

かとはいえ「繁栄」や「上向きの兆し3をもつ商店街

もあることは確かである。商店街の盛衰動向を規定す

る要霞について．繁栄ないしは上向きの兆しがある商

店街を基軸として探ってみると，商店数が2赫台まで

は，商店数が多い商店街ほどパフォーマンスが良く．

構関関係はかなり弱いものの商店街における商業店舗

比率が高いほど，臨店街の現況はよい。大括りな贔揃

えから判断すると弱い関係性ではあるが，現濁がよい

商店街ほど買回品の比率が高い。最寄品店に麗しては

現況が悪い商店街ほど不足業種が多くなり，不足業種

の上位に鍾ぶのは，生鮮三品などの8常的な食料品関

係である。また飲食店やサーどス店舗などの不足業種

に関しても弱いながらも同様な傾向が見える。集客力

の観点からすれば，第i種大型店の存在が商店街によ

い効果をもたらしているが，しかし第2種大型店の場

合垂こは，そうはならない。

　次に商店街の盛衰は立地環境からは必ずしも傾向性

を読み取れない。ただし，科購交通手段との関係は繁

栄商店街で電車やバスの利霧が§立つ。蕎店街の商圏

人騨燈模や市町村人濤規模の分布との関係では人繕規

模の大きさが商店街の現況の良さに対応している。現

溌が悪い商店街ほど近隣大駈1は減少しており，逆に良

い商店街では近隣入籍が停滞しているが，近隣人霞が

増撫していても，衰退している商店街が少なからずあ

る。硯洗が喪い商癖街では葺欝轡の来御者規模が大

きくなる。来御者については現溌が良い商店街ほど

「若い人が増えている」が多く，しかも露定客比率が

少ない。来傷者の多い曜影鴛まとの関係では繁栄商店街

は土曜藍1と蓑垂・翫舞で来御者が多い。また繁栄商店街

では繭1藍転御内および商店街縫での回遊盤が大i肇店の出

店が臨席街に与えた影響は商病街の現溌が悪いほど相

対的ではあるが，高くなる。今後の大型店の議席とそ

の影響についてもやはり商店轟の現溌が悪い方が影響

を大きく受ける。逆の大型震の撤退に関しては繁栄薦

店街で相端的に悪影響でそうである。大型店の撤退は

あまり多くはなさそうであるが，優良大型店のジャス

コも撤退を予定している。さらに大店立地法の影響に

ついては，現況が悪いほど良くない影響が高く現れて

いる。

　商店街の空き店舗率は，全体では歪蓄強であり，商

店街の現溌が良いほど空き店舗率は少ない。2年聡の

闘病率は低く，開店率の二分一弱の水準にあった。盛

衰溺では，繁栄商店街では開店率が開店率を上回るが，

上向きの兆し以下では閉店率が開店率を上醒っている。

閉店舗については業種業態としては飲食関係が最も多

く，これに衣料品関係，瀬を含む食品麗係，薬局など

が続き，その闘病の主な理経蔓ま，「売上魏や歓欝業・

経営・簸売不振」，r業績不振」などが多く，これに

紅後継者なし重や薪不溌・不景気壌などが続く。閉店

舖の活醜状溌は，空き店舗のままが多いものの，新店

舗の導入や非店舗利矯もある。主な開店業種は飲食店

や居濟渥などの飲食店関係が最も多いが，携帯シ輩ッ

プや犬猫病院，パソコン教室，事ナサイクルシ酵ップな

ど新しい業種が目に付く。闘店主は3§～秘蔵代であり，

開店動機は立地条件や毒場雛拓にある。露店街内で集

客力のある店舗とは讐常生活で必要な商品を提供する

店舗であり，集客力は晶揃え・業種構成・サービス・

レイアウトなどがそのポイントである。商店街内での

ユニークな店舗は豆腐やパンなど飲盆や食品関係が多

く，簡潔書の付落極値を高めるキーワードは手作り，産

地直送・製造直売，昔ながら。伝統・老舗などである。

　商店街の活性化を主体的睾こ規定するのは，商店街の

纏織状溌である。盛衰懸でみても，繁栄商店街は法定

綴合の比率が最も高く，青年藻の活動が活発である．

停滞ないしは衰退商店街は婦入部ががんばっている。

繭店街での甚ナーダーシップは，綴ね現混が喪い商店街

ほど「ある3とする比率が高い。次世代の》一ダーも

現況が良い商店毒1濠ど次世代の琴一ダーがいる比率が

高く，綴合員擬の連携・壌力も良い。こうしたもとで

進められる商店街近代穐などのハード面の整備はアー

ケード，街露灯，臨壷み・街路整備（カラー歩道等）

に向けられ，その効果は，機ね現況が良好な商店街1こ

おいて売一1二効果が比較的よく出ている。悪い商店街で

は考テわなければ，　さらに衰退するが，行ったからとい

って実施効果は厳しかった。またソフト事業について

も実施したうちの効果の程度は楽観できるものではな

い。

　空き店舗麟策はあまり進んでおらず，しかも具体的

韓策でも誘致活動，店舗斡旋，補勤金活用など鍵来型

から脱撫するにはいたつていない。商店街としての闘
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店支援策は花輪，セールなどの手伝いの弛に，祝い金

や家賃補勧などが串てきている。商店街活性化政策と

して登場した丁騒0は，なお動きが弱いものの，現況

が至蔓好な商店街ほど動きが良く．　しかも良い効果が鐡

ている。高齢者鱗葉への取り績みは．歩道などのバ婆

アフ蓼一化が最も多く，宅醗サービス，高齢者がコミ

ュニケーシ肇ンできる施設，休憩所・トイレの設置な

どが雛に付く。商1，彗街における活性化戦酪の展開は，

現在のキーワードは丁灘0，空き癖舗対策，集客，イ

ベント，高齢者．麟店の努力，再開発事業等であるも

のの，エコ欝ジー作戦なども芽生えている。今後の活

性髭戦略については，高齢化・環境難題・文化活動な

どを主軸としたまちづくりとの連携が前面に鶴始めて

いる。
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