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１ 策定の趣旨 

 商店街は日々の買物にとどまらず、地域住民の憩いの場や交流の場として定着し、集客や賑わいに

よるまちづくりの拠点にもなるなど、地域のさまざまな機能を持つ場所として親しまれ、住民の暮ら

しと地域の発展を支えてきました。 

 しかしながら、近年は人口の減少に加え、少子高齢化の進展、大型商業店舗の進出やコンビニエン

スストアの普及などにより、消費行動が大きく変貌しており、商店街を取り巻く環境は全国的に厳し

い状況におかれています。 

 本町においても例外ではなく、顧客の減少に加え、個店経営者の高齢化や後継者不足による閉店、

空き店舗の発生など、商店街振興を図るうえで大きな課題を抱えている状況にあります。 

 このことから、本町ではまちの最上位計画である「栗山町第6次総合計画」の重点プロジェクトと

して、産業活性化対策を柱の一つに掲げ、賑わいにあふれ魅力ある商店街の創出に向け、各種施策を

推進してきたところです。 

 栗山町商店街活性化アクションプラン（以下「商店街活性化アクションプラン」という。）では、

これまでの取り組みを踏まえ、商業者や消費者ニーズにあった商業活性化の基本方針を明らかにする

とともに、実効性のあるプランとして位置付け、新たな地域商業の再生に向けた効果を発揮させてい

くことを目的としています。 

  商店街活性化アクションプランについて Ⅰ 
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【昭和30年代】 【昭和60年代】 

【平成10年～】 

駅前通り商店街の変遷 



２ 計画の位置付け、期間 

 （1）アクションプランの位置付け 

 本町では、町政の進むべき方向性を示す「栗山町第6次総合計画（平成27年度～令和4年度（平成

34年度））」を平成27年に策定し、これを最上位計画に政策を進めています。 

 また、同年には「まち・ひと・しごと創生法」第10条の規定に基づき、まち・ひと・しごとの創

生と好循環の確立を目指していくため、「栗山町まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成27年度～

令和元年度（平成31年度））」を策定しました。 

 商店街活性化アクションプランは、第6次総合計画の重点プロジェクトである「産業活性化対策」

及び、まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる「産業と雇用の場の創出」を、より具体的・戦略

的に推進していくための指針として示したものであり、これに基づく具体的施策をアクションプラ

ンとして策定しています。 

（2）アクションプランの計画期間 

 商店街活性化アクションプランの計画期間は、令和元年度から令和4年度までの4年間とし、第6次

総合計画の後期実施計画との整合性を図り、効果的に具体的施策を推進していきます。 

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 
令和 2年 

（平成32年） 

令和 3年 
（平成33年） 

令和 4年 
（平成34年） 

令和元年 
（平成31年） 

        

        

        
  栗山町商店街活性化アクションプラン 

栗山町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

栗山町第6次総合計画 

基本構想 

前期実施計画 基本計画（前期実施計画） 前期実施計画 基本計画（後期実施計画） 
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【重点プロジェクト】 

 ①若者定住対策 

 ②健康寿命延伸 

 ③自然環境保全・再生 

 ④産業活性化対策 

  ⇒商工業担い手育成の推進 

栗山町 

第6次総合計画 

【基本目標】 

  ①産業と雇用の場の創出 

  ⇒地域産業の競争力強化 

 ②交流人口拡大、定住人口増加 

 ③子育て環境の向上 

 ④生活環境の向上 

栗山町 

まち・ひと・しごと 

創生総合戦略 

 

栗山町 

商店街活性化 

アクションプラン 



１ 本町の現況 

（1）人口の推移と将来展望 

 本町の人口は、昭和38年をピークに減少を続け、平成27年（今回調査）の国勢調査では12,344人

と、30年前の昭和60年と比較して4,516人の減、26.8％の減少率となっています。 

 近年、その減少率が高くなっており、過去30年の国勢調査の状況からも、5年ごとの減少率が3～

5％の範囲で推移していたものが、平成22年（前回調査）の国勢調査から7％を超える減少率で、今

回調査でさらに減少率が増加しており、人口減少が加速している状況です。 

 特に、若年世代の減少が著しく、この30年間で、15歳未満の年少人口は3分の1近く減少し、15～

64歳の生産年齢人口も42％の減少で、あわせて前回調査から13％を超える減少率となっています。 

 将来人口の推計においても、同様の状況で推移することが見込まれ、15年後の令和12年（平成42

年）には人口が1万人を下回ることとなり、年少及び生産年齢人口があわせて3割減少し、高齢化率

も40％を超える状況が見込まれています。 

  商店街の現状 Ⅱ 
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 H7 H12 H17 H27 
R  4 

（H34） 

R12 

（H42） 
H22 H2 S60 

総人口 15,604 14,847 14,352 12,344 11,154 9,678 13,340 16,101 16,860 

15歳未満人口 3,484 2,783 2,170 1,911 1,714 1,484 1,277 963 770 

15～64歳人口 10,230 9,281 8,489 7,481 6,473 5,533 4,670 10,720 11,160 

65歳以上人口 3,204 3,644 4,149 4,694 4,658 4,247 4,366 2,598 2,216 

（資料） 

 昭和60年～平成27年 総務省「国勢調査」による人口数値 

 平成34年～平成42年 栗山町独自による人口推計数値 

 ※人口推計数値については、平成7年(1995年)～平成22年(2010年)の国勢調査に基づいて算出された 

  純移動率の平均値を算出し、平成27年(2015年)以降も一定に推移すると仮定。 

  また、平成22年(2010年)の子ども女性比が今後も一定で推移すると仮定。 

年齢別人口の推移と将来人口推計 

（単位：人） 

S60 H2 H7 H12 H17 H22 

18,000 

H27 R  4 R12 

16,000 

14,000 

12,000 

10,000 

8,000 

6,000 

4,000 

2,000 

0 

総人口 

15歳未満人口 

65歳以上人口 

15歳～64歳人口 

（H34） （H42） 



（2）商業の動向 

 農業を基幹産業として開拓の歴史を歩んできた本町は、その後次第に盛んになった商業や工業と

ともに、それぞれ調和のとれた田園都市として発展してきました。 

 近年においては、卸売業、小売業、飲食業、宿泊業などの第3次産業の就業人口が全体の7割以上

を占めている状況です。 

 このうち、卸売業及び小売業においては、農業や石炭産業をはじめ、他産業とともに時代状況に

応じて発展してきましたが、交通網の整備やモータリーゼーションの普及、大型商業店舗の進出な

どにより、昭和57年以降は事業所数及び従業員数ともに減少傾向が続き、平成28年では双方ともに

平成3年と比較し、半数まで減少しています。また、年間販売額も近年では減少額が大きく、経営環

境は厳しい状況にあります。 
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商業の動向（事業所数、従事者数、商品販売額の推移） 

（資料）商業統計調査、サービス業基本調査、経済センサス 

卸売業及び小売業 

従業員数 
（単位：人） 

1,433 1,341 1,259 1,255 1,286 1,144 1,176 
820 938 707 

年間販売額 
（単位：百万円） 

44,692 41,534 48,297 48,751 46,596 
40,226 

25,707 
16,417 19,466 20,395 

飲食業 

（単位：人） 

118 135 147 143 

231 

131 

267 267 

従業員数 

（単位：店） 

H6 H9 H16 H26 H19 H24 

133 138 

201 191 
240 

258 

136 

H28 

事業所数 

260 

H3 

194 

H11 

222 

H14 

H1 H4 H16 H26 S61 H21 H24 

60 63 

31 33 38 39 
56 

38 

H11 

事業所数 （単位：店） 



２ 商店街の店舗立地状況 

①駅前通り（中央） 

 ・多岐にわたる業種が点在しているが、生鮮食品を扱う個店が減少しています。 

 ・近年、空き店舗を活用した新規出店では、小売業よりサービス業（学習塾、あん摩・鍼灸院、  

  飲食サービス業（喫茶店））の開業が目立ちます。 

 ・平成30年にコンビニエンスストアが新たに出店しています。 

②駅前通り（松風、朝日） 

 ・松風地区は、店舗から住宅への転用が進み、個店数が大幅に減少しています。 

 ・朝日地区は、栗山赤十字病院に近接する調剤薬局と飲食店のみが立地しています。 

③新町通り 

 ・店舗から住宅への転用に加え、老朽化に伴う解体により、個店数が大幅に減少しています。 

 ・都市再生整備計画に基づき、新町通り街路事業が予定されています。 

④栄町通り 

 ・居酒屋やパブ、スナックなど、酒類の提供を主とする飲食店が多く立地しています。 

 ・また、個人医院及び歯科医院、調剤薬局の立地も見られます。 

⑤旭町通り 

 ・住宅用地が大多数を占めているが、栗山郵便局を中心に個店が数件、点在しています。 
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 栗山市街地商店街エリア図 

ＪＲ 

栗山駅 

③
新 
町
通
り 
 

④栄町通り 

栗山町役場 

栗山赤十字病院 

②駅前通り（松風・朝日） ①駅前通り（中央） 

⑤旭町通り 

栗山警察署 

栗山公園 

至 岩見沢 

至 苫小牧 

栗山郵便局 
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業種別店舗数（地区別） 
（平成31年3月現在） 

Ⅱ 商店街活性化アクションプランについて 

 

栗山市街地 
角田 

市街地 

継立 

市街地 
合計 駅前通り 

（中央） 

駅前通り 

（松風） 

（朝日） 

新町通り 栄町通り 旭町通り 小計 

  小売業 32 12 5 3 3 55 5 10 70 

 

 2    2   2 

3     3  1 4 

2     2   2 

3     3 1 1 5 

3  1   4   4 

1 1    2  2 4 

    1 1 1 1 3 

4    1 5   5 

2  1   3   3 

2 2    4 1  5 

2 1    3   3 

1 3  2  6  1 7 

    1 1  1 2 

1  1   2 1 1 4 

1 1 1 1  4   4 

1     1   1 

1     1   1 

1 1    2   2 

4 1 1   6 1 2 9 

  宿泊業、飲食サービス業 15 1 3 21 3 43 1 2 46 

 

1     1   1 

1 1 1  1 4  1 5 

3   1 2 6   6 

6     6   6 

2   4  6 1  7 

  2 16  18  1 19 

2     2   2 

  生活関連サービス業、娯楽業 7 5 2 2 5 21  4 25 

 

2 1    3   3 

3 4 2 1 5 15  4 19 

2   1  3   3 

  その他 14 4  5 8 31 1 9 41 

 

   1  1   1 

3    2 5  1 6 

2 1    3   3 

1    1 2   2 

1     1   1 

2    1 3   3 

    1 1   1 

3     3   3 

 1  3 1 5  2 7 

2    1 3   3 

 1   1 2 1 1 4 

 1  1  2  5 7 

合   計 68 22 10 31 19 150 7 25 182 



１ これまでの商店街振興施策の検証 

 これまで実施してきた商店街振興施策の取組状況を調査し、次のとおり成果・課題を整理しまし

た。 

（1）商店街近代化事業によるリニューアル 

 街路整備事業及び駅周辺再開発事業とあわせて実施した商店街近代化事業（着手：平成6年、完

了：平成12年）により、各店舗の改築、歩道の拡幅、共同施設の整備が進められ、利便性や快適

性、さらには防犯・安全性が向上した開放感のある駅前通り商店街へとリニューアルされました。 

 しかしながら、商店街区域内に立地していた一部個店においては、近代化事業を契機に地区外へ

の移転や廃業などもあり、近代化事業実施前の平成2年と実施後の平成14年の個店数を比較すると、

87店舗から60店舗に減少しています。経営者の高齢化や後継者不足、大型商業施設への購買流出や

消費者ニーズの変化による収益の減少などが要因であり、これらの課題に対応するための商店街独

自の施策展開が必要になっています。 
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項目 内容 

各店舗の改築 

 本町の風土に根差した木、レンガによる街並みとの調和を図るため、店舗1階軒

の天井高さを3ｍに統一。段差が無い入口や自動ドアの設置、陳列棚の工夫、バリ

アフリーに配慮した動線の確保など、隣接店舗との調和を図りながら、各個店が特

徴のある店舗づくりを進めました。 

歩道の拡幅 

 各店舗の改築に伴い、安全で快適な通行区間を確保するため、街路整備事業で整

備する片側4.5ｍの歩道幅に各店舗が独自に0.6m後退し、片側5.1ｍの歩道幅を確保

しました。また、電線の地中化工事（一部区間のみ）も同時に行われ、街並みの景

観向上が図られました。 

共同施設の整備 

 利便性や快適性の向上を図り、多くの方が訪れる商店街づくりを進めるため、共

同駐車場の造成や休憩ベンチ、水飲み場、情報タワー、統一看板などを設置。ま

た、街路灯や街頭放送設備、イベント用電気設備など、防犯・安全対策にも考慮し

た各種設備を整備しました。 

（2）栗夢カードの導入 

 全町規模による加盟店の拡大や消費者へのサービス向上を図るため、平成10年11月にこれまで取

り組んでいた「スタンプカード事業（主体：栗山スタンプ会）」に代わり、新たなポイントカード

システムとして「栗夢カード（主体：栗夢カード会）」を導入しました。 

 100円（平成30年現在は108円）ごとに、1ポイント（＝1円）がカードに蓄積され、買い物や金融

機関への預金、抽選イベントへの参加などのサービスが受けられる仕組みとなっています。 

 このポイントカードの取り組みは、個店の売上増加のほか、商店街等への

集客力向上や活性化に大きな効果をもたらす代表的な共同販促事業として進

められましたが、大型店舗等のポイントカードの台頭や、廃業等による加盟

店舗数の減少に比例して、カードの利用も大きく減少していることから、利

用者の拡大に向けた新たな取り組みの展開が必要となっています。 

【栗夢カード】 

  商店街振興の課題 Ⅲ 

 H11 H20 H23 H25 H30 

  加盟店舗数（店舗） 55 53 51 42 35 

  カード所持者数（人） 10,700 8,996 8,888 7,295 3,270 

  発行ポイント数（万Ｐ） 1,727 2,437 2,294 715 228 

  売上高（万円） 138,083 132,115 119,371 54,800 15,131 

【加盟店舗数とカード利用の推移】 

【商店街近代化事業の主な取り組み】 



事業名称 内容・実績 

共通商品券発行事業 

（くりやまギフトカード） 

 町内での消費拡大により、商業・サービス業の振興と活性化を図ることを

目的に、平成15年6月に取扱を開始しました。運営主体として新たに「くり

やまギフトカード加盟店会」が設立され、117店舗が参加しました。 

 券種は500円及び1,000円券の2種類とし、有効期間を発効日から6カ月以内

に設定。参加店舗はギフトカード支払額の2％を負担する仕組みとして、運用

しています。また、周年記念及び年末のイベントとして、プレミアム付商品

券（1万円＋5％～10％）を数量限定で販売しています。 

 小売業のみならず、サービス業や宿泊施設などに至るまで、幅広く使用す

ることが可能で、祝い事やイベント時の景品など、贈答用としても購入され

ているなど、現在も取り組まれている事業の一つとなっています。 

共同宅配事業 

（愛情あったか便） 

 地域住民の商店街離れの阻止と魅力ある商店街への再生を目的に、平成16

年7月に51店舗が参加し、運用を開始しました。 

 利便性の向上に繋がる商品の宅配のみならず、各種情報の提供やコミュニ

ティづくりの一役を担う取り組みとなっています。 

（3）商工振興事務所の開設 

 本町商業の振興と個店の経営安定を図るため、平成14年10月に町及び商工会議所、商工関係機関

の連携により、「くりやま商工振興事務所」が開設されました。 

 商工振興事務所が進める施策は、各商店街や料飲店組合の代表者で構成する「栗山町商工振興推

進委員会」で検討・立案し、提案項目は商工関係機関の代表者で構成する「栗山町商工振興協議

会」の協議、承認を経て実施されました。 

 代表的な取り組みとして、くりやま共通商品券事業などの共同販促事業や空き地・空き店舗対策

事業などが挙げられ、平成20年3月に閉所するまでの間、地域に根差し、かつ時代に即した様々な取

り組みが展開されました。 

 商工振興事務所を中核に関係機関が連携し、取り組みを進めてきたことにより、各個店の意欲向

上に繋がり、また商店街を中心としたコミュニティが醸成されるなど、商店街の振興に大きな効果

をもたらし、今日の商店街施策に繋がる先駆的な役割を果たしました。 
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 Rock Liveくりやまinイベント広場 クラシックカーinくりやま 

イベント内容 
音楽グループによるバンド演奏 
※共催イベント開催 

クラシックカーの展示 
※共催イベント開催 

実施年度 平成17年度～平成19年度（各年1回） 平成17年度～平成19年度（各年1回） 

取組実績 

来場延人数：1,510人 

【年度別内訳】 
 H17：約1,000人（出演者：6組） 
 H18：約330人（出演者：7組） 
 H19：約180人（出演者：7組） 

来場延人数：1,120人 

【年度別内訳】 
 H17：約500人（展示台数：14台） 
 H18：約270人（展示台数：14台） 
 H19：約350人（展示台数：13台） 

    ■空き地対策・賑わい創出事業 

 商店街イベント広場を活用した各種団体の発表や展示・販売等を通じて、商店街の賑わい創出

や地域コミュニティの促進を図るため、次の取り組みを実施しました。 

   【商工振興事務所の主な取り組み】 

    ■共同販促事業 
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 オフィスビジネス支援事業 ヤング＆チャイルドショップ体験事業 

事業概要 

新規起業者及び既経営者を対象とした小

規模事務所運営を支援することにより、

起業の育成と雇用の確保を図る。 

高校生や小学生等を対象とした模擬店の

開設及び運営・実践により、社会の仕組

みを体験する。 

実施年度 平成16年度～平成18年度 平成16年度～平成19年度 

取組内容 

小規模事業スペース（事務所等）の貸与 

※貸スペース（10区画：1区画 約2.5坪） 

 賃料：1区画あたり月1万円 

出店費の助成（1店あたり上限7万円） 

運営費の貸与（1店あたり10万円以内） 

家賃及び広告費の支援  

開設場所 伊藤金物店跡（1階） マルトク洋装店跡（1階） 

取組実績 

入居延件数：22件（実件数：12件） 

【年度別内訳】 

 H16：8件（新規：8件） 

 H17：7件（新規：1件、継続：6件） 

 H18：7件（新規：3件、継続：4件） 
 

出店延件数：11件（実件数：5件） 

【年度別内訳】 

 H16：3件（各団体2日間、計6日） 

 H17：3件（各団体2日間、計6日） 

 H18：2件（各団体2日間、計4日） 

 H19：3件（各団体2日間、計6日） 

    ■空き店舗対策事業 

 商店街に所在する空き店舗の有効活用を図るとともに、新規起業に対する支援や商業体験機会

の提供等を通じて、商店街の賑わいを創出していくため、次の取り組みを実施しました。 

（4）まちの駅「栗夢プラザ」の開設 

 商工振興事務所の発展的閉所に伴い、これまで取り組んできた商店街振興事業を引き継ぐととも

に、商店街を中心としたコミュニティ事業や観光・インフォメーション事業などの新たな取り組み

を展開していくため、くりやま駅前通り商店街協同組合や商工関係団体が中心となり、まちの駅

「栗夢プラザ」を開設しました。 

 駅前通り商店街の空き店舗を活用し、平成20年7月にオープンした「栗夢プラザ」は商店街の核と

なる拠点施設として気軽に集えるコミュニティスペースのほか、観光案内や特産品を販売するアン

テナショップ機能を設置。くりやま駅前通り商店街協同組合の事務所も併設し、栗夢カードやくり

やまギフトカードの各種窓口サービスを一元化するなど、消費者の利便性にも配慮されました。 

 また、誘客促進を図るため、各種イベントの開催や会議での貸し出しなど、商工振興だけに留ま

らない公共性の高いサービスも提供しています。 

まちの駅とは？ 

無料で休憩できるまちの案内所。  

 ひと・テーマ・まちをつなぐ拠点として、

地域住民や来訪者が求める情報を提供する機

能を備え、人と人の出会いと交流を促進して

いくことを目的に設置されています。 

 公共施設から個人商店まで既存の空間を利

用することが可能で、全国で1,706箇所（う

ち道内8箇所）が認定を受けています。 

【栗夢プラザの主な活動内容】 

 ■交流拠点施設運営事業 

  ○休憩スペースの提供及びコピー・FAXサービス 

   の提供、社会貢献事業等 

  ○観光インフォメーション、各種情報パンフレッ 

   トの設置、施設ホームページの運用 

 ■賑わい創出事業 

  ○ゆっくり市や各種イベントの開催 

  ○まちの駅講座の開催 

 ■アンテナショップ事業 

  ○特産品及び農産物の販売 

  ○商店街商品の共同販売・取次ぎ 
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【これまでの成果】 

 ■来館者数の増加 

 オープン当初は月平均750人程度を見込んでいた

来館者数は、平成20年度で約1,800人、平成22年度

で約3,600人と想定を大幅に上回るペースで推移。 

 各種イベントや会議、トイレ等での利用者のた

め、直接売上には結びつかない来場者も含みます

が、多くの方が商店街に来訪され、また取り組みを

知ってもらう契機にもなり、その役割は大きいもの

と考えます。 

 しかしながら、ここ数年は減少傾向にあり、今

後、来館者の増加に向けた新たな取り組みの展開が

必要になっています。 

 ■アンテナショップ機能の強化 

 開設当初はまちの特産品の販売を中心にスタートしましたが、その後、地元農産物や姉妹都

市の特産品などの取り扱い、まちの特産品の詰め合わせや食べ比べセットなどのオリジナル商

品の開発も行うなど、特産品PR活動の一端を担っています。 

 ■後継者の育成 

 個店の後継者となる若年層メンバーも共に参加し、活動していく中で、与えられた役割をこ

なすだけではなく、自らが進んで提案し、実行する機会が見られるようになりました。 

 子育て家庭の誘客促進を図るための子育て応援事業の実施やインターネットショップ機能を

加えたホームページの開設など、栗夢プラザの活動が基盤となり、これまでの枠組みに捉われ

ない新たな取り組みに繋がっています。次世代リーダー育成の機運が高まりつつあり、さらな

る活躍が期待されています。 

【今後の課題】 

 ■活動経費の確保 

 開設から3か年で自立運営を目指すことを前提に、行政及び商工会議所において運営費を支援

してきましたが、支出を賄えるほどの収入には至っていない状況にあり、行政や商工会議所の

支援が無い場合での自主運営は困難な状況にあります。 

 予想を上回る来館者数とニーズに応えた各種事業の展開は一つの成果ではありますが、活動

経費を圧迫する要因にもなっていることから、今後の自立運営に向けた取り組みの強化が必要

になっています。 

 ■組織強化と連携 

 栗夢プラザの運営や各種事業の推進にあたり、

取り組みの恒常化や個店経営者の高齢化による意

欲低下などもあり、会議や事業に携わる方が固定

化している傾向にあります。 

 まちの拠点施設として、多くの方の理解と活動

の幅を広げていくためにも、商工関係団体の枠に

とらわれず、他分野の関係団体とも連携しなが

ら、事業を推進していくことが必要です。 

 
年間来館者数 

（人） 

年間売上金額 
（円） 

H20 18,176 1,113,051 

H21 34,874 3,642,010 

H22 43,086 6,099,326 

H24 39,726 7,806,799 

H26 33,350 8,077,014 

H28 29,653 8,995,157 

H30 22,966 7,933,989 

 

【栗夢プラザ来館者数と売上金額の推移】 

Ⅲ 商店街振興の課題 
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（5）行政による商店街支援施策の展開 

①空き店舗活用支援事業 

 商店街に点在する空き店舗等を有効活用し、賑わいのある商店街づくりを推進するため、平成

22年度から「栗山町空き店舗活用支援事業」を実施しています。指定する区域内での新規出店者

に対し、初期投資経費を助成することで、商店街としての連続性を保つとともに、開業時の円滑

な事業運営を図ることを目的に、これまでの間に14件の助成を行っています。 

 平成30年度からは、当該制度を拡充し、市街地の一部や角田地区、継立地区の一部も対象区域

に追加したほか、空き地及び空き店舗の取得や店舗新築、店舗解体に要する経費も新たに助成対

象経費としています。 

 空き店舗等を活用して出店や起業を目指す事業者を支援することで、産業の活性化と雇用創出

にも繋げることができ、一定の成果はあったものの、新たな空き店舗の発生や新規出店者のニー

ズに適応した店舗が少ないこともあり、違う視点での課題対策が必要となっています。 

 また、助成した新規出店者の中でも既に閉店している店舗も数件存在していることから、継続

した店舗運営を図るための商業相談等の充実など、関係機関と連携した対応が必要です。 

 
助成件数 

（件）  
助成金額  

（円） 

出店業種（件）  

小売業 理・美容業 学習支援業 飲食業 その他 

平成23年度 1 1,500,000  1    

平成24年度 2 2,163,000 1   1  

平成25年度 4 3,081,000 3   1  

平成26年度 0 0      

平成27年度 3 4,500,000   1 1 1 

平成28年度 2 2,541,000   1  1 

平成29年度 1 698,000   1   

平成30年度 1 204,000     1 

計 14  4 1 3 3 3 

区分 内容 

助 成 対 象 者 対象区域内の空き店舗等を活用し、新たに出店する個人及び法人 

対 象 区 域 栗山地区（駅前、新町、旭町、栄町通り）、角田地区及び継立地区の一部 

対 象 店 舗 等 
空き店舗～営業等（商店、事務所など）の事業に使用されていた店舗等 

空き地～利用されていない状態の土地 

対 象 業 種 日本標準産業分類に掲げる小売業、飲食業、生活関連サービス業等 

助成対象経費 

ア．空き店舗等取得（売買契約）に要する経費 

イ．店舗新築に要する経費 

ウ．空き店舗等の改修に要する経費 

エ．駐車場の整備に要する経費 

オ．備品購入に要する経費 

カ．空き地取得（売買契約）に要する経費 

キ．空き店舗等解体に要する経費 

助 成 金 額 
助成対象経費の2分の1以内の額 

（ア～オ：上限150万円）＋（カ：上限50万円）＋（キ：上限20万円） 

【制度概要（平成30年度末現在）】 

【これまでの事業実績】 



③子育て応援事業 

 ギフトカード加盟店会と栗夢カード会が主体となって実施する「子育

て応援事業」に対し、補助金を交付しています。 

 子育て世代の誘客促進とコミュニティづくりを推進することを目的

に、平成21年度から実施されている当該事業は小学生以下の子どもを持

つ世帯を対象に、各加盟店での買い物による特典付与のほか、就学前児

童を対象とした「買い物イベント」を毎年実施し、多くの参加者から高

い評価を得ています。 

 個店の認知度に加え、売上向上に繋がる有効な取り組みとして実施さ

れ、商店街の集客力向上や活性化にも大きな効果をもたらしています。 
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②商店街振興対策事業 

 商店街の振興を図るとともに、地域活性化、地域経済の発展に資することを目的に、商店街の

利便性向上や賑わいづくりの創出など、商店街組織等が自主的に行う商店街の活性化に繋がる取

り組みに対し、補助金を交付しています。 

 交流拠点施設の運営による地域コミュニティや公共的機能の一部を補完するとともに、冬期間

の除排雪による交通安全の推進など、一定の成果を得ています。 

 今後も継続して支援することが必要ではありますが、各区域の会員減少による個人負担の増加

などもあり、一部の事業では継続が困難な状況となっています。今後、商店街組織や関係機関と

支援メニューの再構築を進めていくとともに、維持管理を中心とした内容から商店街の振興を重

点とした個店の賑わい創出に直結する施策の検討が必要です。 

事業名称 内容 

冬期環境整備事業 
 道路環境の維持管理（除排雪） 

（対象）町内の商業者等で組織された任意の団体 

共同駐車場運営事業 
 共同駐車場の管理運営 

（対象）町内の商業者等で組織された商店街事業協同組合 

イルミネーション整備事業 
 冬期間のイルミネーション整備 

（対象）町内の商業者等で組織された任意の団体 

栗夢プラザ運営事業 
 商店街交流拠点施設の管理運営（各種サービスの提供など） 

（対象）町内の商業者等で組織された任意の団体 

商店街イベント事業 
 夏まつり商店街イベント、盆踊りなどの実施 

（対象）町内の商業者等で組織された任意の団体 

【子育て応援栗夢カード】 

【加盟店舗数】  46店舗 

【カード所持者数】  936名（H31.3.31現在） 

【プレミアム特典内容】 

 ○加盟店舗での買物等による各種サービスの付与 

 ○新生児誕生につき、くりやまギフトカード及び 

  プレミアムグッズの贈呈 

 ○新生児の誕生及び１歳の誕生日に栗夢ポイント 

  の贈呈（各1,000P） 

【主な支援内容】 

Ⅲ 商店街振興の課題 



 

２ アンケート調査から見た本町商店街の課題 

 商店街活性化アクションプランの策定にあたり、市街地商店街に所在する個店経営者及び空き店舗

所有者に加え、町民（一般消費者）を対象としたアンケート調査を実施し、商店街の現状や商店街に

求めるニーズなどを把握するとともに、今後の商店街振興について分析しました。 
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調査名称 調査内容 

個店実態調査 
 対象：市街地商店街に所在する店舗経営者（113件、賃貸店舗経営者含む） 

 回収数：57件（50.4％）   

空き店舗活用意向調査 
 対象：市街地商店街に所在する空き店舗所有者（37件） 

 回収数：18件（48.6％）   

消費者購買実態調査 
 対象：18歳以上の町民（1,000件、年齢及び地区別で無作為抽出） 

 回収数：411件（41.1％）   

 回答者の属性（会社・個店の概要）  

区分 回答数 構成比 
 １：小売業 22 38.6％ 

 ２：飲食業 13 22.8％ 

 ３：サービス業 17 29.8％ 

 ４：事務所 1 1.8％ 

 ５：その他 4 7.0％ 

 （合計） 57  

■事業内容（業種）（n=57） 

区分 回答数 構成比 

 １：５年未満 6 11.3％ 

 ２：５～１０年未満 4 7.6％ 

 ３：１０～２０年未満 6 11.3％ 

 ４：２０年以上 37 69.8％ 

 （合計） 53  

■営業年数（n=53） 

区分 回答数 構成比 
 １：自社所有店舗で営業（住宅兼店舗） 29 50.9％ 

 ２：自社所有店舗で営業（店舗のみ、住居は別場所） 11 19.3％ 

 ３：貸店舗で営業 17 29.8％ 

 （合計） 57  

■店舗の営業形態（n=57） 

区分 回答数 構成比 

 １：０人 8 14.8％ 

 ２：１～２人 22 40.7％ 

 ３：３～４人 12 22.2％ 

 ４：５～９人 9 16.7％ 

 ５：１０人以上 3 5.6％ 

 （合計） 54  

■従業員数（n=54） 

【調査の概要】 

（1）商店街個店の現状（個店実態調査） 



 

  問 会社・お店の売上は、３年前と比較して変化していますか？（n=54） 
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 売上の変化とその要因  

■自社の売上を３年前と比較すると、「10％未満の減少」と「10％以上～20％未満の減少」がそれ

ぞれ11件（20.4％）で最も多く、減少と回答したのは33件で全体の61.2％にあたります。 

 一方、売上が増加したと回答したのは11件で、全体の20.4％となっています。 

■業績に影響した要因は、「少子高齢化の進展」が23件（45.1％）で最も多く、「商圏内の人口増

減」が22件（43.1％）、「同業者の存在（増減）」が14件（27.5％）の順となっています。 

■要因を売上の増加・減少の区分で分類すると、売上が増加した内訳では、「取扱商品の需要変

化」、「商店街の環境変化」、「自店の販売促進・販路開拓」の3つが上位となっています。 

 一方で売上が減少した内訳では、「少子高齢化の進展」、「商圏内の人口増減」、「同業者の存

在（増減）」が多くなっています。 

【業績（売上の変化）に影響した要因】（n=51、複数回答） 

少子高齢化の進展 
 

 23（45.1％） 

ネット通販の拡がり 
 

 12（23.5％） 

取扱商品の需要変化 
 

 11（21.6％） 

商店街の環境変化 
 

 10（19.6％） 

自店の販売促進・販路開拓 
 

 7（13.7％） 

その他 
 

 6（11.8％） 

交通網の変化 
 

 5（9.8％） 

異業種・新業態の影響 
 

 3（5.9％） 

店舗の設備対応 
 

 3（5.9％） 

大型店の進出 
 

 11（21.6％） 

同業者の存在（増減） 
 

 14（27.5％） 

商圏内の人口増減 
 

 22（43.1％） 

増 
 

加 

20％以上～30％未満の増加 0（0.0％） 

10％以上～20％未満の増加 
 

 4（7.4％） 

10％未満の増加 
 

 5（9.3％） 

30％以上の増加  2（3.7％） 
 

変化なし 
 

 10（18.5％） 

減 
 

少 

10％未満の減少 
 

 11（20.4％） 

10％以上～20％未満の減少 
 

 11（20.4％） 

20％以上～30％未満の減少 
 

 6（11.1％） 

30％以上の減少 
 

 5（9.3％） 

Ⅲ 商店街振興の課題 



 

  問 会社・お店の事業継続の意向、後継者の状況についてお答えください（n=57） 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

      

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 事業継続の意向と後継者の有無  

■今後の事業継続の意向は、「後継者が決定し、すでに従事している」が15件（26.3％）で最も多

く、次いで「後継者がいないので、自分の代で閉店する方向」が12件（21.0％）となっていま

す。事業継続する意向と回答した方の合計は、30件（52.6％）となり、過半数を超えています。 

■事業継続をする意向と回答された中で、業種別の内訳をみると、飲食業では「後継者が決定し、

すでに従事している」が6件で、全体の46.2％を占めています。小売業では「後継者候補はいる

が、継いでくれるかわからない」が５件、「後継者を探している」が４件で、全体の40.9％を占

めています。 
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自分の子ども 

（18、81.9％） 

子ども以外の親族 

（1、4.5％） 

自社の従業員 

（2、9.1％） その他 
（1、4.5％） 

事業継続を 
しない意向 

（15、26.3％） 

その他 

（12、21.1％） 

事業継続を 
する意向 

（30、52.6％） 

事業継続 

をする 

意向 
後継者候補はいるが、 

継いでくれるかわからない  
 8（14.0％） 

後継者を探している 
 

 6（10.5％） 

従事していないが、 
後継者は決定している  

 1（1.8％） 

後継者が決定し、 
すでに従事している  

 15（26.3％） 

事業継続 

をしない 

意向 

後継者候補はいるが、 
自分の代で閉店する意向  

 2（3.5％） 

後継者候補がいないので、 
自分の代で閉店する意向  

 12（21.0％） 

店舗をテナントとして賃貸したい  0（0.0％） 

第三者に事業を譲渡したい 
 
 1（1.8％） 

その他 

支店等のため会社が対応 
 

 7（12.3％） 

まだ決めていない 
 

 4（7.0％） 

その他 
 
 1（1.8％） 

【事業継続の意向】（n=57） 【後継者の状況】（n=22） 

事業継続をする 
意向と回答された方 



 

  問 会社・個店の改装、設備投資等の意向について、お答えください？（n=52） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  問 会社・個店のキャッシュレス決済の導入意向について、お答えください（n=57） 
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■キャッシュレス決済の導入意向は、「すでに導入している」が19件（33.3％）で最も多く、次い

で「今のままで十分なので当分必要はない」が14件（24.5％）、「必要なし（後継者がいない、

廃業予定）」が9件（15.8％）の順となっています。導入済の決済種類は、「クレジットカード」

が18件（94.7％）でほぼ全ての店が対応しています。 

■会社・個店の改装、設備投資等の意向では、「今のままで十分なので当分必要はない」が28件

（53.9％）で過半数を超えています。 

 今後の事業展開  

【導入予定のキャッシュレス決済種類】 

 「近々、予定している」と回答された方（n=3） 

【導入済のキャッシュレス決済種類】 

「すでに導入している」と回答された方（n=19） 

【予定している改装、設備投資の内容】 

「近々、予定している」と回答された方（n=3） 
店舗改装    

 
 1（33.3％） 

設備投資    
 

 1（33.3％） 

その他    
 

 1（33.3％） 

クレジットカード    
 

 3（100.0％） 

電子マネー    
 

 3（100.0％） 

スマートフォン    
 

 2（66.7％） 

クレジットカード    
 

 18（94.7％） 

電子マネー    
 

 4（21.1％） 

スマートフォン    
 
 3（15.8％） 

すでに導入している 
 

 19（33.3％） 

消費税増税のタイミングで検討したい 
 

 3（5.3％） 

商店街組織や行政等の支援があれば検討する 
 

 7（12.3％） 

意向はあるが資金不足で対応できない 
 

 2（3.5％） 

今のままで十分なので当分必要はない 
 

 14（24.5％） 

必要なし（後継者がいない、廃業予定） 
 

 9（15.8％） 

その他  0（0.0％） 

近々、予定している 
 

 3（5.3％） 

近々、予定している 
 

 3（5.8％） 

意向はあるが資金がないため出来ない 
 

 5（9.6％） 

行政等の支援があれば検討する  10（19.2％） 
 

必要なし（後継者がいない、廃業予定） 
 

 2（3.8％） 

その他 
 

 4（7.7％） 

今のままで十分なので当分必要はない 
 

 28（53.9％） 

Ⅲ 商店街振興の課題 
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（2）空き店舗の現状（空き店舗活用意向調査） 

 

区分 回答数 構成比 

 １：小売業 7 41.2％ 

 ２：飲食業 5 29.4％ 

 ３：サービス業 2 11.8％ 

 ４：事務所 0 0.0％ 

 ５：その他 3 17.6％ 

 （合計） 17  

■営業時の事業内容（業種）（n=17） 

区分 回答数 構成比 

 １：５年未満 2 14.3％ 

 ２：５～１０年未満 0 0.0％ 

 ３：１０～２０年未満 2 14.3％ 

 ４：２０年以上 10 71.4％ 

 （合計） 14  

■営業年数（n=14） 

区分 回答数 構成比 

 １：１年未満 1 6.2％ 

 ２：３年未満 2 12.5％ 

 ３：５年未満 6 37.5％ 

 ４：１０年未満 2 12.5％ 

 ５：１０年以上 5 31.3％ 

 （合計） 16  

■空き店舗の期間（n=16） 

区分 回答数 構成比 

 １：住宅兼店舗（現在、居住中） 10 58.8％ 

 ２：住宅兼店舗（居住者はいない） 3 17.7％ 

 ３：店舗専用 4 23.5％ 

 （合計） 17  

■空き店舗の形態（n=17） 

区分 回答数 構成比 

 １：経営不振のため 5 23.8％ 

 ２：経営者の高齢化、後継者不在のため 9 42.8％ 

 ３：他の収入等があるため 3 14.3％ 

 ４：商店街への来訪者減少など 1 4.8％ 

 ５：より良い立地、店舗条件を求めて移転したため 1 4.8％ 

 ６：店舗の老朽化により使用できなくなったため 2 9.5％ 

 ７：その他 0 0.0％ 

 （合計） 21  

■空き店舗になった理由（n=16、複数回答） 

区分 回答数 構成比 

 １：テナントとして利用できるように整備している 7 35.0％ 

 ２：営業していた当時のままの状態になっている 6 30.0％ 

 ３：倉庫・物置などに利用している 4 20.0％ 

 ４：住宅の一部として利用している 3 15.0％ 

 ５：その他 0 0.0％ 

 （合計） 20  

■現在の店舗内の状況（n=17、複数回答） 

  回答者の属性（空き店舗の状況） 



 

  問 空き店舗の今後の活用意向について、お答えください（n=17） 
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■今後の空き店舗の活用意向は、「店舗部分のみをテナントとして貸借したい」が7件（41.2％）で

最も多く、次いで「特段、利用する意向はない」が5件（29.4％）、「現状のまま土地及び建物全

てを売却したい」が3件（17.6％）の順となっています。 

■貸借及び売却先の募集状況については、「募集活動を行っていない」が7件（63.6％）と最も多く

なっています。 

■貸借及び売却を考えていない理由は、「住居部分に居住しているため」が4件（44.5％）で最も多

く、次いで「積極的に賃貸・売却しなくても生活に支障が無い」と「この先どうするかは検討

中」が、それぞれ2件（22.2％）となっています。 

  空き店舗の活用意向 

意向なし 

（5、29.4％） 

意向あり 

（11、64.7％） 

貸借及び売却 

  【貸借又は売却を考えていない理由】（n=5、複数回答） 

住居部分に居住（店舗と住居が一体） 
 

 4（44.5％） 

再開発事業や公共事業用地として収用予定  0（0.0％） 

生活に支障が無い 
 

 2（22.2％） 

現状のままの方が税制面での優遇がある  0（0.0％） 

しばらくは現状のままにしておきたい 
 

 1（11.1％） 

この先どうするかは検討中（未定） 
 

 2（22.2％） 

その他  0（0.0％） 

先祖代々の土地・建物に思い入れがある  0（0.0％） 

権利関係等に問題がある  0（0.0％） 

  【貸借又は売却先の募集】（n=11） 

募集活動を行っていない 
 

 7（63.6％） 

不動産会社を通じず、個人で探している 
 

 2（18.2％） 

不動産会社を通じて探している  2（18.2％） 
 

意向あり 新たに事業を行う予定 
 

 1（5.9％） 

意向あり 
 
 
 
 

貸借及び 

売却の意向 

店舗部分のみをテナントとして 
貸借したい  

 7（41.2％） 

住宅部分も含めて、全てをテナントとして
貸借したい  

 1（5.9％） 

現状のまま土地及び建物全てを 
売却したい  

 3（17.6％） 

建物を取り壊し、土地のみを 
貸借又は売却したい 

 0（0.0％） 

意向なし 
特段利用する意向はない 

（貸借及び売却する意向もない）  
 5（29.4％） 

Ⅲ 商店街振興の課題 
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（3）消費者の動向（消費者購買実態調査） 

 

 回答者の属性  

区分 回答数 構成比 
 １：男性 88 21.9％ 
 ２：女性 314 78.1％ 

 （合計） 402 100.0％ 

■性別（n=402） 

区分 回答数 構成比 
 １：１０歳代、２０歳代 22 5.4％ 
 ２：３０歳代 44 10.7％ 
 ３：４０歳代 79 19.3％ 
 ４：５０歳代 76 18.5％ 
 ５：６０歳代 92 22.4％ 
 ６：７０歳以上 97 23.7％ 

 （合計） 410  

■年齢（n=410） 

区分 回答数 構成比 
 １：単身世帯 50 12.3％ 
 ２：夫婦のみ世帯 154 37.7％ 
 ３：親子世帯（二世代） 164 40.2％ 
 ４：三世代以上同居 31 7.6％ 
 ５：兄弟・姉妹のみ 3 0.7％ 

 ６：その他 6 1.5％ 

 （合計） 408  

■家族構成（n=408） 

区分 回答数 構成比 
 １：会社員、公務員・団体職員 105 25.6％ 
 ２：自営業 27 6.6％ 
 ３：農林業 33 8.1％ 
 ４：パート・アルバイト 83 20.3％ 
 ５：専業主婦 79 19.3％ 
 ６：学生 5 1.2％ 
 ７：無職 71 17.4％ 
 ８：その他 6 1.5％ 

 （合計） 409  

■職業（n=409） 

区分 回答数 構成比 

 １：錦、中央、松風、桜丘、朝日、中里、富士、湯地 302 73.8％ 

 ２：森、鳩山、雨煙別、緑丘、北学田 10 2.5％ 

 ３：角田、桜山、杵臼、旭台、三日月 50 12.2％ 

 ４：継立、阿野呂、大井分、南学田、日出、御園、南角田、円山、滝下 47 11.5％ 

 （合計） 409  

■居住地（n=409） 

区分 回答数 構成比 
 １：５年未満 47 11.5％ 

 ２：５年以上～１０年未満 29 7.1％ 

 ３：１０年以上～２０年未満 53 13.0％ 

 ４：２０年以上～３０年未満 64 15.7％ 

 ５：３０年以上 215 52.7％ 

 （合計） 408  

■居住歴（n=408） 
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  問 あなたが商品を購入する際、主にどのような事を重視する傾向がありますか？ 

■日常品を購入する際に重視する傾向は、食料品では「日本製、北海道産、地元産の商品」が200

件（50.9％）、日用雑貨品では「品質が多少落ちても価格が安い商品」が170件（44.7％）、衣料

品が「価格が多少高くても品質が良い商品」112件（29.2％）と最も多くなっています。  

■食料品などの日常品購入については、「特に不便を感じない」と回答した方が312件（76.5％）と

最も多く、「不便と感じている」と回答した方の理由では「近くに食料品店や日用品店がない」

が30件（31.9％）と最も多くなっています。  

 日常の購買動向（消費ニーズ）  

日本製、北海道産、地元産の商品  
 200（50.9％） 

 14（3.7％） 
 

 40（10.5％） 
 

価額が多少高くても品質が良い商品  
 64（16.3％） 

 
 97（25.5％） 

 
 112（29.2％） 

品質が多少落ちても価額が安い商品  170（44.7％） 
 

 83（21.1％） 
 

 99（25.9％） 
 

賞味期限が長い（長持ちする）商品  
 40（10.2％） 

 
 15（4.0％） 

 
 8（2.1％） 

自分が好きなブランドの商品  
 1（0.2％） 

 
 46（12.1％） 

 
 110（28.7％） 

その他  
 5（1.3％） 

 
 12（3.2％） 

 
 40（10.4％） 

 
 
    

  食料品（n=393） 
 

 

  日用雑貨品（n=380） 

  衣料品（n=383） 

 

  問 あなたは、食料品などの日常品の購入に際して不便を感じていますか？（n=408） 

特に不便を感じない 
 

 312（76.5％） 

どちらとも言えない 
 

 41（10.0％） 

不便を感じている  55（13.5％） 
 

【不便を感じている理由】 「不便を感じている」と回答された方（n=55、複数回答） 

近くにコンビニエンスストアがない    
 

 11（11.7％） 

宅配サービスが利用しにくい   
 

 7（7.4％） 

移動販売車が来ない 
 

 3（3.2％） 

親族など頼れる人が近くにいない 
 

 9（9.6％） 

公共交通機関の利便性が悪い 
 

 22（23.4％） 

その他 
 

 12（12.8％） 

近くに食料品店や日用品店がない   30（31.9％） 
 

Ⅲ 商店街振興の課題 
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  問 あなたのご家庭では、商品アイテムの購入や飲食店の利用をどこでされますか？ 

  （最も多く利用する場所：上位５傑） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

      

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 日常の購買動向（購入手段、店舗）  

■食料品の購入場所は、「町内のスーパーマーケット」が353件（87.8％）と圧倒的に多く、日用雑

貨品の購入場所も「ドラッグストア」が297件（74.1％）と大多数を占めています。 

■下着や普段着などの日用衣料品の購入場所は、「町外のショッピン グセンター」が143件

（35.8％）で最も多いが、60歳以上の方は「町内のスーパーマーケット」の利用が多くなってい

ます。日用衣料品を除く婦人服、紳士服、子供服などの購入場所は、「町外のショッピングセン

ター」が231件（58.6％）と最も多くなっています。 

■靴・貴金属・アクセサリー・時計・おもちゃ類の購入場所は、「町外のショッピングセンター」

が235件（60.6％）で最も多いが、70歳以上の方は「町内の個人店舗（くりやま駅前通り商店

街）」を中心に購入しています。家電製品・家具・スポーツ・レジャー用品類の購入場所は、

「その他専門店」が231件（58.6％）、書籍・文具・DVD・CD類の購入場所は、「町外のショッ

ピングセンター」が178件（47.1％）と最も多くなっています。 

■飲食店（酒類を伴わないレストランなど）の利用場所は、「町外の個人店舗」が103件（27.3％）

で最も多いが、60歳代では「町内の個人店舗（くりやま駅前通り商店街以外）」、70歳以上では

「町内の個人店舗（くりやま駅前通り商店街）」が最も多くなっています。 

■飲食店（酒類を伴う居酒屋など）の利用場所は、「町内の個人店舗（くりやま駅前通り商店

街）」が159件（43.3％）で最も多く、次いで「町内の個人店舗（くりやま駅前通り商店街以

外）」で51件（13.9％）の順となっています。なお、「飲食店は利用しない」という回答された

方は86件（23.4％）となっています。 

購入手段及び店舗の種類（選択肢） 

   1：町内の個人店舗（くりやま駅前通り商店街） 

   2：町内の個人店舗（くりやま駅前通り商店街以外） 

   3：町内のスーパーマーケット（ラッキー、マックスバリュなど） 

   4：コンビニエンスストア（セブンイレブン、ローソン、セコマなど） 

   5：ドラッグストア（ツルハドラッグ、サツドラなど） 

   6：ホームセンター（ホーマック、コメリなど） 

   7：１００円ショップ（ダイソー、キャンドウなど） 

   8：その他専門店（しまむら、ニトリ、ケーズデンキ、スポーツデポなど） 

   9：町外のショッピングセンター（イオン、イトーヨーカドー、アウトレットモールなど） 

 10：町外の個人店舗 

 11：移動販売車での購入（トドックなど） 

 12：通信販売での購入（インターネット、テレビ、カタログなど） 

 13：この商品は購入しない（飲食店は利用しない） 

商品アイテム（主なもの） 

 ①食料品（生鮮食品、加工食品、飲料など） 

 ②日用雑貨品（医療品、化粧品、台所用品など） 

 ③日用衣料品（下着、普段着など） 

 ④衣料品（日用衣料品を除く婦人服、紳士服、子供服など） 

 ⑤靴、貴金属、アクセサリー、時計、おもちゃ 

 ⑥家電製品、家具、スポーツ、レジャー用品 

 ⑦書籍、文具、DVD、CD 

 ⑧飲食店（酒類を伴わないレストランなど） 

 ⑨飲食店（酒類を伴う居酒屋など） 
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移動販売車での購入 
 
 15（3.7％） 

町外のショッピングセンター 
 
 16（4.0％） 

コンビニエンスストア 
 
 7（1.7％） 

町内の個人店舗（駅前通り商店街以外） 
 
 6（1.5％） 

町内のスーパーマーケット 
 

  353（87.8％） 

【① 食料品（生鮮食品、加工食品、飲料など）】 n=402 

ドラッグストア 
 

 297（74.1％） 

町内の個人店舗（駅前通り商店街） 
 
 9（2.2％） 

 
 26（6.5％） 町内のスーパーマーケット 

 
 33（8.2％） ホームセンター 

 
 16（4.0％） 町外のショッピングセンター 

【② 日用雑貨品（医療品、化粧品、台所用品など）】 n=401 

 
 143（35.8％） 町外のショッピングセンター 

 
 114（28.5％） 町内のスーパーマーケット 

 
 111（27.8％） その他専門店 

 
 17（4.3％） 通信販売での購入 

 
 5（1.3％） 移動販売車での購入 

【③ 日用衣料品（下着、普段着など）】 n=400 

 
 8（2.0％） 町外の個人店舗 
 
 20（5.1％） 通信販売での購入 

 
 74（18.8％） その他専門店 

 
 231（58.6％） 町外のショッピングセンター 

 
 48（12.2％） 町内のスーパーマーケット 

【④ 衣料品（日用衣料品を除く婦人服、紳士服、子供服など）】 n=394 

町内の個人店舗（駅前通り商店街） 
 

 42（10.8％） 

 
 18（4.6％） 通信販売での購入 

 
 18（4.6％） 町外の個人店舗 
 

 42（10.8％） その他専門店 

 
 235（60.6％） 町外のショッピングセンター 

【⑤ 靴、貴金属、アクセサリー、時計、おもちゃ】 n=388 

Ⅲ 商店街振興の課題 
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【参考】 くりやま駅前通り商店街での購入状況 

 駅前通り商店街の利用を、商品アイテム別で整理すると、「飲食店」の利用はレストラン

及び居酒屋ともに多くの方が利用されていますが、「食料品、日用雑貨品、日用衣料品、衣

料品」については、数件程度の購入にとどまっています。 

 これらのアイテムは日常的に購入する商品アイテムでありますが、町内外のスーパーマー

ケットやドラッグストアでの購入が目立っています。  

町外のショッピングセンター 
 

 55（14.0％） 
 

 231（58.6％） その他専門店 

 
 33（8.4％） ホームセンター 

 
 28（7.1％） 町内の個人店舗（駅前通り商店街） 

 
 26（6.6％） 通信販売での購入 

【⑥ 家電製品、家具、スポーツ、レジャー用品】 n=394 

 
 15（4.0％） （この商品は購入しない） 

 
 178（47.1％） 町外のショッピングセンター 

 
 56（14.8％） 通信販売での購入 

 
 34（9.0％） その他専門店 

 
 42（11.1％） 町内の個人店舗（駅前通り商店街） 

【⑦ 書籍、文具、DVD、CD 】 n=378 

 
 33（8.8％） （飲食店は利用しない） 

 
 103（27.3％） 町外の個人店舗 

 
 83（22.0％） 町内の個人店舗（駅前通り商店街以外） 

 
 82（21.8％） 町外のショッピングセンター 

 
 61（16.2％） 町内の個人店舗（駅前通り商店街） 

【 ⑧ 飲食店（酒類を伴わないレストランなど）】 n=377 

 
 86（23.4％） （飲食店は利用しない） 

 
 51（13.9％） 町内の個人店舗（駅前通り商店街以外） 

 
 159（43.3％） 町内の個人店舗（駅前通り商店街） 

 
 48（13.1％） 町外の個人店舗    

 
 14（3.8％） 町外のショッピングセンター 

【 ⑨ 飲食店（酒類を伴う居酒屋など）】 n=367 
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  問 あなたは、駅前通り商店街にどのくらいの頻度で行かれますか？（n=409） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 くりやま駅前通り商店街の利用状況  

■駅前通り商店街に行く頻度は、「月に2～3回」が121件（29.6％）と最も多く、この頻度をピー

クとして前後に分布しています。週に1回以上行く人が86件（21.0％）いる一方で、「行かない」

という回答も33件（8.1％）となっています。 

■商店街に行く目的は、「所用」が220件（26.3％）で最も多く、次いで「イベント・お祭り」が

118件（14.1％）、「食事」が101件（12.1％）、「日常の買物」が98件（11.7％）の順となって

います。「日常の買物」は年代が高くなるにつれ、回答割合が多くなっています。   

■商店街に行かない理由は、「大型店での利用で用が済む」が22件（34.9％）で最も多く、次いで

「魅力的な店舗（購入したい商品）が無い」が21件（33.3％）となっています。 

行かない 

（33、8.1％） 

月に2・3回から年に1回 
（290、70.9％） 

週に５回以上   
 
 10（2.4％） 

週に３～４回   
 

 16（3.9％） 

週に１～２回    
 

 60（14.7％） 

半年に１回    30（7.3％） 
 

年に１回     20（4.9％） 
 

２～３カ月に１回    
 

 52（12.7％） 

月に２～３回     121（29.6％） 
 

月に１回     67（16.4％） 
 

行かない   
 

 33（8.1％） 

【駅前通り商店街に行く目的】 「行く」と回答された方（n=373、複数回答） 

 
 61（7.3％） 食事・喫茶（酒類を伴わない）   

 
 101（12.1％） 食事（酒類を伴う） 

 
 63（7.5％） 理容・美容 

 
 65（7.8％） クリーニング 

 
 2（0.2％） マッサージ 

 
 47（5.6％） 医療機関等への通院 

 
 220（26.3％） 所用（業務、銀行利用など） 

 
 14（1.7％） 友人・知人を訪ねる 

 
 118（14.1％） イベント・お祭り 

 
 13（1.6％） 趣味、習い事、娯楽 

 
 17（2.0％） 通勤・通学の途中 

 
 98（11.7％） 日常の買物  

 
 18（2.1％） その他 

【駅前通り商店街に行かない理由】 「行かない」と回答された方（n=33、複数回答） 

商店街全体に魅力が無い   
 

 13（20.6％） 

交通の利便性が良くない  
 

 3（4.8％） 

大型店の利用で用が済む 
 

 22（34.9％） 

魅力的な店舗（購入したい商品）が無い   21（33.3％） 
 

その他 
 

 4（6.4％） 

週に１回以上 

（86、21.0％） 

Ⅲ 商店街振興の課題 



■商店街活動が個店経営に与える効果は、「多少効果がある」が25件（47.2％）と最も多く、「効

果がある」の５件（9.4％）と合わせると、過半数を超える方が「効果がある」と回答していま

す。一方で「商店街活動とは別である」が7件（13.2％）、「効果はない」が13件（24.5％）と回

答された方もいます。 

■商店街組織の構成員であるメリットとしては、「組合員（会員）同士の連帯感が得られる」が19

件（16.7％）で 最 も 多 く、次 い で「イ ベ ン ト や 共 同 売 出 し 等 に よ る 経 営 効 果」が17件

（14.9％）、「街路灯や舗装等を組織的に整備できる」が16件（14.0％）の順となっています。 

■商店街の現状については、各調査ともに半数以上の方が「活気がない」と回答しています。 

■商店街が抱える問題点としては、「商圏人口の減少」が191ポイント（31.1％）で最もスコアが高

く、次いで「大型店との競合」が107ポイント（17.4％）、「空き店舗の増加による商店街として

の連続性」が93ポイント（15.2％）の順となっています。 

■商店街を魅力的にしていくための方策としては、「空き店舗、空き地の解消」が194ポイント

（31.7％）で最もスコアが高く、次いで「集客力の強化」が170ポイント（27.8％）、「個店魅力

アップの推進」が130ポイント（21.3％）の順となっています。 

（4）課題・ニーズの把握（各調査） 

 商店街の現状と課題、今後の方策  
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  問 あなたの会社・お店から見た商店街活動について、お答えください。 

   （個店経営者：n=53）  

 

  問 商店街組織の組合員（会員）であることのメリットについて、お答えください。 

    （個店経営者：n=51、複数回答） 

 

 

   

対外的な信用が増す 
 

 7（6.1％） 

店づくりへの指導・支援などを受けれる 
 

 6（5.3％） 

商売上の顧客、取引先が広がる  9（7.9％） 
 

行政などの補助金や施策が得られる 
 

 8（7.0％） 

多種多様な情報を得ることができる 
 

 9（7.9％） 

組合員（会員）同士の連帯感が得られる  19（16.7％） 
 

街路灯や舗装等を組織的に整備できる 
 

 16（14.0％） 

特にない  9（7.9％） 
 

その他  1（0.9％） 
 

まちづくりに参加できる  13（11.4％） 
 

イベントや共同売出し等による経営効果 
 

 17（14.9％） 

個店経営に効果はない 
 

 13（24.5％） 

その他 
 

 3（5.7％） 

個店経営と商店街活動は別である 
 

 7（13.2％） 

個店経営に多少効果がある 
 

 25（47.2％） 

個店経営に効果がある 
 

 5（9.4％） 
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  問 商店街を魅力的にしていくために、どのような方策が必要だと思いますか？ 

    （個店経営者：n=54、空き店舗所有者：n=16、ポイント合計：611P） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

※各調査の個人集計（1～3位）に、ポイントを付与し、順位を決定。【1位：5P、2位：3P、3位：1P】 

商店街組織の基盤・活動強化 
 

 6位：16P（2.6％） 

地域社会への貢献  9位：0P（0.0％） 

商店街環境整備の推進 
 

 5位：30P（4.9％） 

その他  8位：14P（2.3％） 
 

後継者、リーダー等の育成 
 

 4位：42P（6.9％） 

空き店舗、空き地の解消 
 

 1位：194P（31.7％） 

集客力の強化 
 

 2位：170P（27.8％） 

コミュニティ機能の強化  7位：15P（2.5％） 
 

個店魅力アップの推進 
 

 3位：130P（21.3％） 

 

  問 商店街が抱えている問題点は何だと思いますか？ 

    （個店経営者：n=54、空き店舗所有者：n=16、ポイント合計：614P） 

※各調査の個人集計（1～3位）に、ポイントを付与し、順位を決定。【1位：5P、2位：3P、3位：1P】 

店舗・設備等の老朽化 
 

 7位：22P（3.6％） 

経営者の高齢化による後継者難 
 

 4位：80P（13.0％） 

魅力的な店舗が少ない 
 

 5位：65P（10.6％） 

空き店舗の増加による商店街の連続性 
 

 3位：93P（15.2％） 

商圏人口の減少 
 

 1位：191P（31.1％） 

大型店との競合 
 

 2位：107P（17.4％） 

核となる店舗がない 
 

 6位：25P（4.1％） 

駐車場の不足 
 

 8位：18P（2.9％） 

その他 
 

 9位：8P（1.3％） 

商店街組織への加入率低下による活動停滞 
 
 10位：5P（0.8％） 

Ⅲ 商店街振興の課題 

 

  問 商店街の現状について、どのように感じますか？ 

 
消費者（n=386） 

 
個店経営者（n=55） 

どちらとも言えない 活気がある 活気がない 

空き店舗所有者（n=17） 

32（58.2％）                 20（36.4％） 

12（70.6％）            5（29.4％） 

                  267（69.2％）        115（29.8％） 

3（5.4％） 

0（0.0％） 

4（1.0％） 
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  商店街活性化に必要な取り組み（個店経営者、空き店舗所有者） 

【商店街組織に望む取り組み】 

■「空き店舗、空き地対策の推進（誘致活動の展開等）」が231ポイント（39.0％）で最も高く、次

いで「集客イベントの充実（お祭り、催事等）」、「情報発信の充実（ホームページや商店街

マップ等による個店紹介）」が77ポイント（13.0％）の順となっています。 

■個店経営者のうち、業種別に見ると、最も高いのは各業種ともに「空き店舗、空き地対策の推

進」ですが、2番目に多いのは、小売業・サービス業では「集客イベントの充実」、飲食業では

「情報発信の充実」となっています。また、売上の増加・減少別でみると、売上が増加している

会社・個店では、「情報発信の充実」を望む声が強くなっています。 

 【行政に望む取り組み】 

■「空き店舗、空き地対策の推進（誘致活動の展開、新規開業に対する支援等）」が200ポイント

（35.0％）で最も高く、次いで「商店街イベント事業の推進（お祭り、催事などへの協力・支

援）」が67ポイント（11.7％）、「情報発信の充実（ホームページや商店街マップ等による個店

紹介）」が60ポイント（10.5％）の順となっています。 

■個店経営者のうち、売上の増加・減少別にみると、売上が増加している会社・個店では、「商業

関連調査の実施」に関する要望が最も高くなっています。 

■空き店舗対策として望む取組は、「空き店舗情報の発信」が33ポイント（27.0％）で最も高く、

次いで「誘致活動の展開（不足業種を中心とした出店誘致など）」が19ポイント（15.5％）、

「専門家等のアドバイザー派遣（出店、運営に対する指導・助言など）」、「新規出店費用の支

援（店舗取得や改修費の助成など）」がそれぞれ18ポイント（14.8%）の順となっています。 

 

  問 商店街を活性化していくため、商店街組織にどのような取り組みを望みますか？ 

    （個店経営者：n=53、空き店舗所有者：n=15、ポイント合計：593P） 

※各調査の個人集計（1～3位）に、ポイントを付与し、順位を決定。【1位：5P、2位：3P、3位：1P】 

専門家の派遣による支援   11位：6P（1.0％） 

集客イベントの充実   2位：77P（13.0％） 

共同販売イベントの充実   4位：48P（8.1％） 

キャッシュレス決済設備の導入支援   10位：11P（1.9％） 

研修会、講習会の開催  12位：2P（0.3％）  

ポイントカード、共通商品券事業の充実   7位：26P（4.4％） 

 7位：26P（4.4％） 商店街共同施設の整備  

空き店舗、空き地対策の推進   1位：231P（39.0％） 

情報発信の充実   2位：77P（13.0％） 

利便性向上に繋がるサービスの充実   5位：43P（7.2％） 

 バリアフリー対策の推進  12位：2P（0.3％） 

 コミュニティサービスの充実  6位：27P（4.5％） 

  9位：17P（2.9％） その他 
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  問 商店街を活性化していくため、行政にどのような取り組みを望みますか？ 

    （個店経営者：n=51、空き店舗所有者：n=14、ポイント合計：572P） 

※各調査の個人集計（1～3位）に、ポイントを付与し、順位を決定。【1位：5P、2位：3P、3位：1P】 

商店街イベントの推進   2位：67P（11.7％） 

キャッシュレス決済設備の導入支援   8位：24P（4.2％） 

ポイントカード、共通商品券事業の充実   5位：34P（5.9％） 

情報発信の充実   3位：60P（10.5％） 

利便性向上に繋がるサービスの充実   6位：31P（5.4％） 

専門家の派遣による支援   10位：21P（3.7％） 

研修会、講習会の開催   13位：6P（1.1％） 

商店街共同施設の整備に対する支援   11位：15P（2.6％） 

バリアフリー対策の推進   13位：6P（1.1％） 

コミュニティサービスの充実   9位：22P（3.8％） 

個店の改装や設備改修等に対する支援   4位：46P（8.0％） 

空き店舗、空き地対策の推進   1位：200P（35.0％） 

商業関連調査の実施   7位：27P（4.7％） 

その他   12位：13P（2.3％） 

 

  問 空き店舗対策を進めていくうえで、行政にどのような取り組みを望みますか？ 

    （空き店舗所有者：n=15、ポイント合計：122P） 

 

 

※個人集計（1～3位）に、ポイントを付与し、順位を決定。【1位：5P、2位：3P、3位：1P】 

【行政や商店街組織から、空き店舗の有効利用策を提案されたときの対応】  

（空き店舗所有者：n=15） 

誘致活動の展開   2位：19P（15.5％） 

専門家等のアドバイザー派遣   3位：18P（14.8％） 

新規出店費用の支援   3位：18P（14.8％） 

ソフト事業の展開（出店体験事業など）   5位：5P（4.1％） 

店舗運営費用の支援   4位：11P（9.0％） 

空き店舗情報の発信   1位：33P（27.0％） 

その他   3位：18P（14.8％） 

積極的に協力する   2（13.3％） 
 

施策の内容によって判断する 
 

 11（73.4％） 

協力しない  0（0.0％） 

わからない 
 

 2（13.3％） 

Ⅲ 商店街振興の課題 
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  問 商店街を活性化していくため、商店街組織・行政にどのような取り組みを望みますか？ 

    （消費者：n=393、ポイント合計：3,260P） 

 

 

※個人集計（1～3位）に、ポイントを付与し、順位を決定。【1位：5P、2位：3P、3位：1P】 

  商店街活性化に必要な取り組み（消費者） 

■商店街組織及び行政に望む取り組みとしては、「現在の商店街に無い業種店舗の出店」が775ポ

イント（23.8％）と最も高く、次位の「商店街の核になるような店舗の出店」758ポイント

（23.2％）と合わせると、約半数の方が新たな店舗の出店を望んでいます。 

■「集客イベントの充実（お祭り、催事など）」398ポイント（12.2％）や「共同販売イベントの充

実」257ポイント（7.9％）など、商店街イベントによる賑わい創出も期待されています。 

■「ポイントカードや共通商品券事業の充実（栗夢カード、くりやまギフトカード）」202ポイン

ト（6.2％）や「商店街共同施設の整備・充実（駐車場や駐輪場など）」185ポイント（5.7％）な

どの、利便性の向上に繋がる基盤づくりの展開も上位に位置しています。 

 【具体的な取り組み、アイデア】 ※自由記述より抜粋 

  １．商店街に出店してほしい業種・店舗 

   〇イタリアンや中華料理専門店が欲しい 

   〇駐車場があって、気軽に入店することできる飲食店を増やして欲しい。 

   〇若者から高齢者まで気軽に行けるランチバイキング店があると嬉しい。 

   〇服屋、アクセサリーショップなど若者が行きたいと思う店があると良い。 

   〇子ども用品やスポーツ用品店などの専門店ができると良い。 

   〇読書が好きなので大きな本屋があると良い。 

   〇地元の野菜や特産物を販売する道の駅があると良い。 

  ２．商店街イベントについて 

〇入店したことがない店は行きにくいので、イベントやセールの開催などにより、来店するきっかけ

があると良い。 

現在の商店街に無い業種店舗の出店   1位：775P（23.8％） 

商店街の核になるような店舗の出店   2位：758P（23.2％） 

共同販売イベントの充実   4位：257P（7.9％） 

キャッシュレス決済設備の導入   10位：100P（3.1％） 

ポイントカード、共通商品券事業の充実   5位：202P（6.2％） 

情報発信の充実  7位：147P（4.5％）  

利便性向上に繋がるサービスの充実  8位：139P（4.3％）  

商店街共同施設の整備・充実  6位：185P（5.7％）  

バリアフリー対策の推進  13位：15P（0.4％）  

 11位：94P（2.9％） コミュニティサービスの充実  

特にない   9位：111P（3.4％） 

その他   12位：79P（2.4％） 

集客イベントの充実     3位：398P（12.2％） 
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〇毎月1回、大きなイベントを行うのも良い宣伝になる。子どもを中心とした活性化イベントを行う

のも良い。（子ども・孫のために消費する方が多い） 

  ３．情報発信、コミュニティ機能の充実について 

〇商店街の情報発信がもっとあると良い。（商店街マップの作成や広報誌での紹介など） 

〇まちなかにゆっくり休める場所やトイレなどがない。軽食やランチをでき、ゆっくりできる場所が

まとまってあると良い。 

〇子ども、若者がもっと立ち寄れて、ゆっくり過ごせる場所があると良い。小中高生が遊べるような

場所を作ってほしい。 

〇親子で見て楽しめて、ちょっと休憩できる場所。喫茶コーナーもあると良い。明るい感じで入りや

すい店があると嬉しい。 

（5）今後の商店街活性化に向けて（まとめ） 

①課題の整理 

 ■商店街の課題 

 商店街が抱えている課題として挙げられた上位項目は、「商圏人口の減少」、「大型店との

競合」、「空き店舗の増加による商店街としての連続性」、「経営者の高齢化による後継者

難」となっており、これは個店経営者・空き店舗所有者ともに同じ傾向となっています。 

 消費者購買実態調査の結果のうち、商店街に行かない理由としては「大型店での利用で用が

済む」、「魅力的な店舗が無い（購入したい商品が無い）」が上位になっています。また、自

由意見の内容では「どのような店舗があるのか分からない」、「お店に入りにくい」などの意

見が多くなっています。 

 ■消費者の商店街離れ 

 消費者購買実態調査の結果のうち、駅前通り商店街に行く頻度は「月に２～３回」が最も多

く、週に１回以上商店街に行くという回答は全体の21.0％となっています。 

 商店街に行く理由では、「所用（業務、銀行利用など）」が26.3％と最も多く、次いで「食事

（酒類を伴う）」が12.1％、「日常の買物」が11.7％の順となっています。 

 商品アイテム別の購買行動を見ると、「食料品」、「日用雑貨品」、「日用衣料品」などの

日常品を購入する場所として「町内の個人店舗（くりやま駅前通り商店街）」という回答が少

なく、日常品の買い物先として商店街が選択されていない状況となっています。 

 これら日常品の購入先としては、「町内のスーパー」、「町外のショッピングセンター」、

「ドラッグストア」などが上位になっており、商店街の各個店にはこれら大型店と差別化でき

る魅力が必要となっています。 

商店街の課題 

・人口減少 
・大型店、チェーン店進出 

空き店舗の増加 

・どんな店があるのか、何を売っ 
 ているのかが、わからない 
・店に入りづらい 
・個人商店は価格が高い 

要  因 

・空き店舗の解消と有効活用 
・個店の魅力アップ 
（大型店との差別化） 後継者不足 

個店の魅力低下 

消費者の商店街離れ 

対  策 

・町民と商店街との接点づくり 
・買い物以外で商店街を訪れ 
  る仕掛け 

Ⅲ 商店街振興の課題 
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②アンケートから見た商店街に望む取り組み 

 個店実態調査の中では、商店街組織に望む取り組みとして「空き店舗、空き地対策の推進（誘

致活動の展開等）」が最も高いスコアとなっています。 

 また、消費者購買実態調査の中では、行政・商店街組織に期待する取り組みとして「現在の商

店街に無い業種店舗の出店」と「商店街の核になるような店舗の出店」の2つが高いスコアとなっ

ています。 

 このほかの項目について、2つの調査の結果を整理したのが下のグラフになりますが、個店経営

者・消費者ともに平均よりも強く要望している取り組みは、「集客イベントの充実（お祭り、催

事など）」と「共同販売イベントの充実（一斉セール等）」の2つとなっています。 

 消費者側の要望が平均よりも高い取り組み（個店の要望は低い）は、「ポイントカード、共通

商品券事業の充実（栗夢カード、くりやまギフトカード）」と「商店街共同施設の整備・充実

（駐車場、駐輪場）」の2つとなっています。 

 一方、個店経営者の要望が平均よりも高い取り組み（消費者の要望は低い）は、「情報発信の

充実（ホームページや情報誌、商店街マップ等による個店紹介）」と「利便性向上に繋がるサー

ビスの充実（宅配サービス、送迎バス運行等）」の2つとなっています。 

 

  商店街を活性化するために必要な取り組み（個店経営者、消費者の意見） 

 

 

※回答者1人あたりの平均スコアの数値で整理  
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個店経営者の要望が強い取組 

消費者の要望が 
強い取組 

個店経営者・消費者ともに 
要望が強い取組 

 情報発信の充実 
利便性向上に繋がる 

サービスの充実 

共同販売イベントの充実 

集客イベントの充実 

商店街共同施設の整備 

ポイントカード、共通 

商品券事業の充実 

個店要望の平均値 

消費者要望の平均値 

↑ 
 

消 
費 
者 
の 
要 
望 
が 
強 
い 

個店経営者の要望が強い → 



３ 商店街振興における重点課題 

 個店経営者との協働による計画策定を行うため、「商店街活性化プロジェクト会議」を組織し、具

体的な実践に求められるテーマについて検討を行いました。 

（1）商店街活性化プロジェクト会議による検討 

 【商店街活性化プロジェクト会議の概要】 

  ■目 的 

   商店街振興に向けた課題把握・共有、今後の目指す方向と具体的施策の検討 

  ■参加者 

   個店経営者及び後継者（8名）、商店街組合及び商工会議所・行政担当者（4名） 

  ■開催日程及び会議テーマ 

期日 会議テーマ（議題） 回 

平成30年11月  商店街の将来像について（課題把握） 第１回 

平成30年12月  商店街の将来像について（課題把握） 第２回 

平成31年  2月  商店街活性化アクションプランについて（方策・施策案の検討） 第３回 

平成31年  3月  商店街活性化アクションプランについて（方策・施策案の検討） 第４回 

平成31年  4月  商店街活性化アクションプランについて（方策・施策案の検討） 第５回 

第６回 令和元年  5月  商店街活性化アクションプランについて（まとめ） 
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 【空き店舗・空き地の解消について】 

１．空き店舗等を活用した仕掛けづくり 

 ①町民による出店機会の創出 

  ⇒町民がシェフとなる臨時レストランの営業及び６次産業化商品の販売など 

 ②外部商業者等を活用した賑わい創出 

  ⇒知名度がある繁盛店の臨時出店や大学・企業等と連携した試験的店舗の出店など 

２．新規出店を促す仕掛けづくり 

 ①起業に向けた試験的出店機会の提供 

  ⇒飲食提供・物販などを行う「チャレンジショップ」の整備、運営 

 ②戦略的な個別出店誘致活動の展開 

  ⇒飲食店（ファストフードチェーン店、そば・うどん店など）、カラオケ店など 

 【集客活動の強化について】 

１．商店街への誘客に繋げる仕掛けづくり 

 ①地域資源や特性を活かした商店街イベントの開催 

  ⇒農業者と連携した地元農産物等の販売（軽トラ市など） 

  ⇒地元産素材を使用したメニューを味わうグルメバルイベント 

  ⇒道内被災地と連携した特産品等の販売（復興支援） 

  ⇒道内漁港と連携した海産物等の販売 

 ②町民参加型イベントの開催 

  ⇒町民の趣味・特技を発表する場の提供（のど自慢大会など） 

  ⇒個店を舞台にした商店街体験イベント 

２．商店街の利便性や個店の魅力向上に繋がる環境づくり 

 ⇒ポイントカード事業の充実とキャッシュレス化の推進 

 ⇒ケータリングサービス等による飲食提供システムの構築 

  ■協議結果（商店街活性化を図るための施策アイデア） 

Ⅲ 商店街振興の課題 
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 【地域ブランドの構築について】 

①地域資源を活かした新たな商店街ブランドの創出 

 ⇒北海道日本ハムファイターズと連携した観光地づくり（ファイターズ神社の設置、 

  関連グッズの販売など） 

 ⇒地元産農産物を使用したご当地グルメの開発（ピザ、スイーツなど） 

 ⇒面白イベントの開催やご当地ゆるキャラの創設 

 ⇒商店街88か所巡り、商店街地蔵の設置など 

②観光的要素を取り入れた誘客促進メニューの構築 

 ⇒レンタサイクルの導入や商店街体験プログラムの展開 

 ⇒地元産素材を活用した料理教室の開催 

 【その他】 

①コミュニティ拠点施設の充実 

 ⇒栗夢プラザの活用機会の拡大及び新たな賑わい交流拠点施設の設置 

②後継者・リーダーの育成 

 ⇒セミナーの開催（商店街アドバイザーの活用による繁盛店づくり） 

 ⇒商店街活性化プロジェクト会議の継続（事業推進による後継者、リーダーの育成） 

（2）重点課題の設定 

 これまでの商店街振興施策や商店街基礎調査の検証結果、商店街活性化プロジェクトでの検討をふ

まえ、商店街振興における今後の重点課題を次のとおり整理します。 

■町民の日常的な買物利用の多くが町内の大型店舗であり、商店街への吸引力が低い状況に

あります。生鮮食品や日用品などを購入する個店が少ないことも、要因の一つとなってい

ます。 

■商店街に求める取り組みとして、個店経営者では「空き店舗、空き地対策の推進」、消費

者では「現在の商店街に無い業種店舗の出店」と「商店街の核になるような店舗の出店」

が最上位に来ているように、空き店舗の解消は最も大きな課題となっています。 

■空き店舗対策を進めていくうえで、単に空き店舗のスペースを埋めることではなく、町民

が求めている機能・商品を提供することが重要であり、その機能を提供する場所として、

空き店舗を有効に活用していく必要があります。 

 空き店舗・空き地の解消と有効活用 

新たな起業を創出するための仕掛けづくり 

 集客活動の強化と個店の魅力向上 

新たな集客を呼び起こすための仕掛けづくり 

■消費者の商店街離れの原因として、「どんな店舗があるのか、何を販売しているのかわか

らない」、「入店しにくい」といった意見が多く、日常的に商店街を利用する機会がない

場合は、その傾向が特に強くなっています。 
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■少子高齢化に伴う商圏人口の減少が個店経営に大きな影響を与えていることを踏まえ、地

域住民に加え町外からの誘客促進も重要な課題となっています。「まちの顔」となる商店

街として、観光的要素を含む商店街ブランドを創出し、知名度を向上させることも重要な

視点の一つとなっています。 

■自然や歴史、文化、地域産品などの地域資源を活用した地域発の商品・サービスの開発や

地域イメージのブランドを構築し、商店街運営と結び付けていくことも必要です。 

 地域ブランドの構築 

商店街の知名度向上を図るための仕掛けづくり 

■地域住民は商店街に商品・サービスの提供以外に「地域コミュニティの担い手」としての

役割を期待しているものの、そのニーズに対応しきれていないのが現状であり、コミュニ

ティ機能の強化・充実に取り組んでいくことが重要な課題となっています。 

■商店街を地域コミュニティの拠点として、その活用機会の拡大を図り、日常的に商店街に

集まる環境を創出していく必要があります。 

 地域コミュニティの強化 

町民が集う地域コミュニティの拠点づくり 

■商店街では需要の減少以外に、個店経営者自身の高齢化が進み、加えて後継者の不在など

も重なり、今後約2割の経営者が「事業継続をしない意向」との回答がありました。また、

個店経営者の約6割が現在の商店街に活気がないと意識しており、今後商店街を再生させる

ためには、個々の経営者が危機意識を共有するとともに、次代を担う後継者・リーダーを

中心に取り組みを進めていくことが必要です。 

■商店街活動を拡大していくためには、専門的に事業をマネジメントする機動力のある組織

を準備していくことが必要です。 

 後継者・リーダーの育成 

実行・挑戦する基盤づくり 

■空き店舗対策の次に消費者が望む取り組みとして、集客イベントや共同販売イベントなど

の「商店街イベントの充実」が挙げられます。買物行動の経済的要素に加え、社会的・文

化的な要素も含め商店街・個店の魅力を訴求していく必要があります。 

■個店の魅力を伝えていくうえで、大型店には無い個店経営の優位性を活かしたサービスや

商品を提供していくことが重要であり、また商店街の利便性向上とあわせて一体的に商店

街環境の基盤構築を進めていく必要があります。 

Ⅲ 商店街振興の課題 



新たな挑戦・実行により、 

賑わいにあふれ魅力ある商店街を創出する！ 
 

基本理念 

１ 商店街振興の基本理念及び基本目標 

 基本目標（方針） 

  商店街活性化プランの目指す方向 Ⅳ 
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  ①新たな起業に向けた仕掛けづくり（空き店舗・空き地の解消） 

【基本施策】 

■商店街の空き店舗・空き地を活用した起業の場の創出 

■商店街活性化を担うイノベーション人材の誘致 

  ②新たな集客を呼び起こす仕掛けづくり（集客活動の強化） 

【基本施策】 

■地域資源や特性を活かした商店街イベントの開催 

■商店街の利便性や個店の魅力向上に繋がる環境構築 

  ③地域コミュニティの拠点づくり（コミュニティ機能の強化） 

【基本施策】 

■地域コミュニティの充実による賑わいづくりと活用機会の拡大 

  ④商店街の知名度づくり（地域ブランドの構築） 

【基本施策】 

■地域の食・観光資源を活かした商店街ブランドの創出 

  ⑤実行・挑戦の基盤づくり（後継者・リーダーの育成） 

【基本施策】 

■次代の商店街を担う後継者・リーダーの育成 

 基本理念の実現に向けて、５項目の基本目標（方針）を掲げ、

具体的な実践活動の中から商店街が抱える課題解決に向けて取り

組みを推進し、商店街に賑わいをもたらすとともに、好循環のサ

イクルを創ります。 



２ 目標達成に向けたミッション 
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 施策５ 新規開業に伴う店舗改装等の支援（空き地・空き店舗活用支援事業） 

 施策４ 起業に向けた試験的出店機会の創出（起業家チャレンジショップの運営） 

 施策３ 空き店舗・空き地情報の発信 

 ■商店街活性化を担うイノベーション人材の誘致 

 施策２ 外部商業者による臨時出店機会の創出（まちなか催事の開催） 

 施策１ 町民シェフによる出店機会の創出（町民レストラン・ショップの開設） 

 ■商店街の空き店舗・空き地を活用した起業の場の創出 

①新たな起業に向けた仕掛けづくり（空き店舗・空き地の解消） 

NEW 

NEW 

NEW 

NEW 

⑤実行・挑戦の基盤づくり（後継者・リーダーの育成） 

 ■次代の商店街を担う後継者・リーダーの育成 

施策16 商店街アドバイザー等を活用した繁盛店づくりセミナーの開催 NEW 

施策17 商店街活性化プロジェクト会議メンバーによる事業推進 NEW 

 ■地域の食・観光資源を活かした商店街ブランドの創出 

④商店街の知名度づくり（地域ブランドの構築） 

施策14 地元特産品を活用した商店街ご当地グルメの開発 NEW 

施策13 北海道日本ハムファイターズと連携した商店街の観光地づくり NEW 

施策15 観光的要素を取り入れた誘客促進メニューの構築 NEW 

 施策７ 子育て世帯を対象とした集客促進事業の開催（子育て応援事業） 

 施策６ 幅広い地域資源を活用した商店街マルシェの開催 NEW 

 ■商店街の利便性や個店の魅力向上に繋がる環境構築 

 施策８ 商店街の利便性向上に繋がる環境整備（商店街振興対策事業） 

キャッシュレス化の導入と行政連携による栗夢カードの利用促進 NEW  施策９ 

②新たな集客を呼び起こす仕掛けづくり（集客活動の強化） 

 ■地域資源や特性を活かした商店街イベントの開催 

③地域コミュニティの拠点づくり（コミュニティ機能の強化） 

 ■地域コミュニティの充実による賑わいづくりと活用機会の拡大 

施策10 商店街の核となる新たな「賑わい交流拠点施設」の設置（検討） 

施策11 栗夢プラザの活用機会の拡大（商店街振興対策事業） 

NEW 

施策12 地域と連携したコミュニティイベントの開催（商店街振興対策事業） 



３ アクションプラン（施策の主な取り組み） 

  ①新たな起業に向けた仕掛けづくり（空き店舗・空き地の解消） 

   ■商店街の空き店舗・空き地を活用した起業の場の創出 
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   ■商店街活性化を担うイノベーション人材の誘致 

施策4 起業に向けた試験的出店機会の創出（起業家チャレンジショップの運営） 

 創業希望者の本格出店までの準備期間として、新規開業に向けた顧客のニーズ把握やテス

トマーケティングに加え、店舗運営のノウハウを習得する実践演習の場として、空き店舗を

活用した起業家チャレンジショップを展開します。 

  

NEW 

商店街 その他 行政 

○ ◎ ○ ◎ 

 【事業実施主体（◎所管、○連携）】 

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 

  ● ● 

 【事業実施年度（予定）】 

施策3 空き店舗・空き地情報の発信 

 商店街に点在する空き店舗、空き地の解消を図るとともに、新たなイノベーション人材を

誘致するため、現状の空き店舗・空き地情報をリスト化し、出店希望者に対し、新たな情報

ツールとして、広く発信します。 

  

NEW 

商店街 その他 行政 

○ ◎ ○ ◎ 

 【事業実施主体（◎所管、○連携）】 

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 

● ● ● ● 

 【事業実施年度（予定）】 

施策2 外部商業者による臨時出店機会の創出（まちなか催事の開催） 

 外部商業者等を活用したまちの賑わい創出や商店街への出店助長、テストマーケティング

等の場として活用するため、空き店舗を活用した町外繁盛店による出張実演販売や大学・企

業等と連携した試験販売などのパフォーマンスショップを展開します。 

  

NEW 

商店街 その他 行政 

○ ○ ○ ◎ 

 【事業実施主体（◎所管、○連携）】 

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 

  ● ● 

 【事業実施年度（予定）】 

施策1 町民シェフによる出店機会の創出（町民レストラン・ショップの開設） 

 町民によるコミュニティビジネス等を活用したまちの賑わいと雇用機会を創出するため、

空き店舗を活用した町民シェフによる食事の提供や６次産業化商品等の販売を実践するコ

ミュニティショップを展開します。 

  

NEW 

商店街 その他 行政 

○ ○ ○ ◎ 

 【事業実施主体（◎所管、○連携）】 

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 

  ● ● 

 【事業実施年度（予定）】 
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Ⅳ 商店街活性化プランの目指す方向 

施策5 新規開業に伴う店舗改装等の支援（空き地・空き店舗活用支援事業） 

 商店街に点在する空き店舗、空き地を活用した新規出店の促進と開業後の経営安定及び健

全化を図るため、新規出店者に対し、開業に伴う初期投資経費の一部を支援します。 

【関連要綱】栗山町空き地・空き店舗活用支援事業補助金交付要綱 

  
商店街 その他 行政 

○ ◎ ○ ◎ 

 【事業実施主体（◎所管、○連携）】 

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 

● ● ● ● 

 【事業実施年度（予定）】 

  ②新たな集客を呼び起こす仕掛けづくり（集客活動の強化） 

   ■地域資源や特性を活かした商店街イベントの開催 

施策6 幅広い地域資源を活用した商店街マルシェの開催 

 町内農業者や商工事業者等と連携した地元農産物・特産品の販売、飲食サービスの提供な

ど、食を中心としたマルシェの開催を通じて商店街の賑わい創出、満足度の向上を図りま

す。定期イベントとして段階的に規模を拡大し、事業の定着と認知度向上を目指します。 

  

NEW 

商店街 その他 行政 

◎ ○ ○ ○ 

 【事業実施主体（◎所管、○連携）】 

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 

● ● ● ● 

 【事業実施年度（予定）】 

施策7 子育て世帯を対象とした集客促進事業の開催（子育て応援事業） 

 子育て世帯の生活応援や就学前児童を対象とした商店街体験イベントなどを通じて、商店

街への集客を促進するとともに、個店の認知度向上や利用拡大を図ります。 

※商店街組織等が実施する取り組みに対して支援 

  商店街 その他 行政 

◎ ○ ○ ○ 

 【事業実施主体（◎所管、○連携）】 

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 

● ● ● ● 

 【事業実施年度（予定）】 

   ■商店街の利便性や個店の魅力向上に繋がる環境構築 

施策8 商店街の利便性向上に繋がる環境整備（商店街振興対策事業） 

 冬期間の除排雪推進による道路環境の維持管理や共同駐車場の確保など、商店街の利用環

境の向上を図り、誘客を促進します。 

※商店街組織等が実施する取り組みに対して支援 

  商店街 その他 行政 

◎ ○ ○ ○ 

 【事業実施主体（◎所管、○連携）】 

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 

● ● ● ● 

 【事業実施年度（予定）】 
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  ③地域コミュニティの拠点づくり（コミュニティ機能の強化） 

   ■地域コミュニティの充実による賑わいづくりと活用機会の拡大 

施策9 キャッシュレス化の導入と行政連携による栗夢カードの利用促進 

 栗夢カードの利便性向上を通じて、個店の利用拡大や商店街の賑わいを創出するため、

キャッシュレス化（現金チャージ機能の付加等）の導入を検討していくとともに、行政が主

体として発行する地域応援ポイント（行政サービスの対価として発行する地域内での消費を

促す行政ポイントの付与）との連携構築について検討します。 

  商店街 その他 行政 

◎ ○ ○ ◎ 

 【事業実施主体（◎所管、○連携）】 

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 

● ● ● ● 

 【事業実施年度（予定）】 

施策10 商店街の核となる新たな「賑わい交流拠点施設」の設置（検討） 

 地域コミュニティの拠点として、その活用機会の拡大を図り、日常的に商店街に集う環境

を創出するため、地域のコミュニティ拠点機能のほか、観光補助機能などを備えた「多目的

複合交流施設」の設置について、検討します。 

  商店街 その他 行政 

○ ◎ ○ ◎ 

 【事業実施主体（◎所管、○連携）】 

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 

● ● ● ● 

 【事業実施年度（予定）】 

施策11 栗夢プラザの活用機会の拡大（商店街振興対策事業） 

 商店街への集客促進や賑わい創出、地域コミュニティを促進するため、栗夢プラザを中心

とした各種サービスの提供や賑わいイベントを展開します。また、さらなる活用機会の拡大

を図るため、今後の在り方、事業推進について検討します。 

※商店街組織等が実施する取り組みに対して支援 

  商店街 その他 行政 

◎ ◎ ○ ○ 

 【事業実施主体（◎所管、○連携）】 

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 

● ● ● ● 

 【事業実施年度（予定）】 

施策12 地域と連携したコミュニティイベントの開催（商店街振興対策事業） 

 町民が参加する地域ふれあいイベント（地域盆踊りやコミュニティ行事など）の開催を通

じて、地域振興及び地域コミュニティの増進に寄与します。 

※商店街組織等が実施する取り組みに対して支援 

  
商店街 その他 行政 

◎ ○ ○ ○ 

 【事業実施主体（◎所管、○連携）】 

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 

● ● ● ● 

 【事業実施年度（予定）】 

NEW 

NEW 



 

施策14 地元特産品を活用した商店街ご当地グルメの開発 

 地元産農産物や特産品を活用したご当地グルメの開発を通じて、新たな商店街ブランドを

創出します。地域資源の付加価値を高め、他地域との差別化を図るとともに、商店街へ来訪

する契機づくりとします。 
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Ⅳ 商店街活性化プランの目指す方向 

  ④商店街の知名度づくり（地域ブランドの構築） 

   ■地域の食・観光資源を活かした商店街ブランドの創出 

施策13 北海道日本ハムファイターズと連携した商店街の観光地づくり 

 北海道日本ハムファイターズをコンテンツとした新たな商店街ブランド（ファイターズ必

勝祈願神社の設置やセレクトショップの開設など）を創出し、商店街の知名度向上による観

光地づくりを進めます。 

  商店街 その他 行政 

◎ ◎ ◎ ○ 

 【事業実施主体（◎所管、○連携）】 

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 

 ● ● ● 

 【事業実施年度（予定）】 

施策15 観光的要素を取り入れた誘客促進メニューの構築 

 栗山公園や小林酒造北の錦記念館など、町内の観光施設に訪れる観光客を商店街へと誘導

し、賑わいの創出に繋げていくため、観光的要素を取り入れた商店街体験などの誘客促進メ

ニューを構築します。 

  

商店街 その他 行政 

◎ ○ ○ ○ 

 【事業実施主体（◎所管、○連携）】 

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 

● ● ● ● 

 【事業実施年度（予定）】 

商店街 その他 行政 

◎ ○ ○ ○ 

 【事業実施主体（◎所管、○連携）】 

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 

● ● ● ● 

 【事業実施年度（予定）】 

NEW 

NEW 

NEW 

子どもたちだけで 
お店を巡る 

商店街買物イベント 

「はじめてのおつかい」 



 

施策17 商店街活性化プロジェクト会議メンバーによる事業推進 

 商店街活性化プロジェクト会議メンバーを中心に、本アクションプランの各施策を推進し

ていくことにより、新たな取り組みにチャレンジしていく機運を醸成し、後継者やリーダー

としてのスキルアップや新たな人脈の形成を図るなど、円滑な世代交代に繋げていくための

基盤づくりを進めます。 

  商店街 その他 行政 

◎ ○ ○ ○ 

 【事業実施主体（◎所管、○連携）】 

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 

● ● ● ● 

 【事業実施年度（予定）】 

施策16 商店街アドバイザー等を活用した繁盛店づくりセミナーの開催 

 商店街アドバイザー等を活用した個店の経営支援や商店街組織の活動支援を通じて、後継

者及びリーダーを育成していくための仕組みづくりを構築します。個店の魅力向上による経

営者の意識改革に加え、次代の商店街を担う後継者の機運醸成を図ります。 

  

  ⑤実行・挑戦の基盤づくり（後継者・リーダーの育成） 

   ■次代の商店街を担う後継者・リーダーの育成 

商店街 その他 行政 

◎ ○ ○ ○ 

 【事業実施主体（◎所管、○連携）】 

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 

● ● ● ● 

 【事業実施年度（予定）】 

NEW 

NEW 

41 

多くの来場者で賑わう 

「商店街イベント」 

【上段】 

 栗夢プラザゆっくり市 

（栗夢プラザ10周年記念イベント） 

【下段】 

 商店街お客様感謝イベント 

（栗山監督トークイベント） 



数値目標及び評価指標（KPI） 
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Ⅳ 商店街活性化プランの目指す方向 

 商店街活性化アクションプランに掲げる基本目標（方針）の実現に向け、

次のとおり実現すべき成果に係る数値目標を設定するとともに、各施策の効

果を客観的に検証できる評価指標（KPI:重要業績評価指標）を設定します。 

【数値目標】 

指標項目 
基準値 

（平成30年度） 

目標値 
（令和4年度） 

指標設定の考え方 

空き店舗等活用支援の認定件数 1件 8件 4年間の累積件数 

栗夢プラザ来場者数 22,966人 25,000人 各年度の実績 

商店街イベントの来場者数 －人 5,000人 各年度の実績 

栗夢カードの加盟店数 35店舗 45店舗 年度末の加盟店数 

栗夢カードの発行枚数 3,270枚 5,000枚 年度末の発行枚数 

子育て応援栗夢カードの発行枚数 936枚 1,000枚 年度末の発行枚数 

【KPI（重点業績評価指標）】 

目標指標 

商店街での新規開業（出店件数） 

 

平成30年度 令和4年度 

➡ ー 12件 

商店街での新規開業件数につい

て、令和元年度から4年度までの

間で、12件の新規開業を目指し

ます。（各年3件） 

目標指標 

商店街の利用頻度（来訪割合） 

 
平成30年度 令和4年度 

➡   21.0％ 上昇 

週に1回以上、商店街に訪れる方

の割合について、平成30年度の

21.0%から、上昇を目指します。 

※消費者購買実態調査 21.0% 

3年前と比較して、売上が増加し

た個店の方の割合について、平成

30年 度 の20.4％ か ら、上 昇 を 目

指します。 

※個店実態調査 20.4％ 

目標指標 

商店街の利用頻度（売上割合） 

 
平成30年度 令和4年度 

➡   20.4％ 上昇 



１ 計画の推進体制 

 アクションプランを推進していくには、商店街組織や個店の自助努力は必須ですが、商工関係機

関や行政の応援のほか、その他関係機関とも連携し、町全体で商店街振興に対する機運を高めてい

く必要があります。 

 行政としても継続して商店街が行う取り組みを支援していくとともに、まちづくりに関わる全て

の方が関わり、それぞれの立場で同じ目的に向かって、行動力・実行力を発揮できる体制を構築し

ながら、各施策を推進していきます。 

 

２ 町の財政状況を踏まえた事業推進 

 アクションプランに掲げる各施策の推進にあたっては、町の財政状況や第4次行財政推進計画に基

づく改革の推進状況を踏まえ、効果的・効率的に遂行していくとともに、実施年度や事業内容等に

ついて柔軟に対応していくこととします。また、国や道、関係機関の補助事業等を活用しながら各

事業を推進していくものとします。 

 

３ 計画の進行管理及び点検・評価 

 アクションプランの進行管理については、上位計画である第６次総合計画の進行管理にあわせ、

毎年度、商店街組織や関係機関と各施策の点検・評価を行うとともに、数値目標の達成に向けて、

継続的な改善を図りながら、計画を実効的に推進します。 

  アクションプランの進行 Ⅴ 
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「くりやま夏まつり」で賑わう 

駅前通り商店街 

【上段】 かさおどり 

【下段左】 郷土おどり 

【下段右】 全道和太鼓フェスティバル 



【参考資料】 
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  １   アクションプラン策定経過 

  ２   商店街活性化プロジェクト会議委員 

  ３   平成30年度栗山町商店街基礎調査実施概要 
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２ 商店街活性化プロジェクト会議委員 

期  日 内        容 

平成30年10月 
平成30年度栗山町商店街基礎調査実施（至：平成31年2月） 

  □個店実態調査、空き店舗活用意向調査、消費者購買実態調査 

〃 
商店街よろず相談セミナー開催（10月12日） 

  □商店街の現状把握、今後の商店街施策の検討 

平成30年11月 
商店街活性化プロジェクト会議設置、第１回会議開催（11月12日） 

  □商店街の将来像について（現状把握等） 

平成30年12月 
第２回商店街活性化プロジェクト会議開催（12月18日） 

  □商店街の将来像について（現状把握等） 

平成31年  2月 
第３回商店街活性化プロジェクト会議開催（2月19日） 

  □商店街活性化アクションプランについて（方策・施策案の検討） 

平成31年  3月 
第４回商店街活性化プロジェクト会議開催（3月19日） 

  □商店街活性化アクションプランについて（方策・施策案の検討） 

平成31年  4月 
第５回商店街活性化プロジェクト会議開催（4月16日） 

  □商店街活性化アクションプランについて（方策・施策案の検討） 

令和元年  5月 
第６回商店街活性化プロジェクト会議開催（5月22日） 

  □商店街活性化アクションプランについて（まとめ） 

所     属 氏   名 備  考 

栗夢プラザまちづくり推進委員会 木  藤  浩  二 座長 

栗夢プラザまちづくり推進委員会 河  合  修  一  

栗夢プラザまちづくり推進委員会 仲  井  浩  祐  

栗夢プラザまちづくり推進委員会 高  橋  和  則  

栗夢プラザまちづくり推進委員会 池  渕  雄  介  

栗夢プラザまちづくり推進委員会 諸  橋  輝  之  

栗夢プラザまちづくり推進委員会 端      師  孝  

栗山商工会議所青年部 瓢  子  知  宏  

くりやま駅前通り商店街協同組合 伊  藤  信  之  

栗山商工会議所 牧  野  明  美  

栗山町ブランド推進課 まちなか賑わい推進室 田  﨑     剛  

栗山町ブランド推進課 まちなか賑わい推進室 石  森  和  幸  

１ アクションプラン策定経過 
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【調査目的】 

 賑わいにあふれ魅力ある商店街を創出していくための指針となる「商店街活性化アクションプラ

ン」の策定にあたり、商店街各個店の経営実態や今後の意向、空き店舗の現状や今後の活用意向な

どを総合的に把握し、商店街活性化に繋がる具体的な施策検討の資料とすることを目的に本調査を

実施。 

【調査内容】 

（1）個店実態調査 

  対象：市街地商店街に所在する店舗経営者（113件、賃貸店舗経営者含む） 

  調査方法：アンケート調査（記名調査） 

  調査項目：①会社・個店の概要について 

       ②会社・個店の売り上げ状況について 

       ③今後の経営意向等について 

       ④本町商店街について 

       ⑤行政の支援等について 

（2）空き店舗活用意向調査 

  対象：市街地商店街に所在する空き店舗所有者（37件） 

  調査方法：アンケート調査（記名調査） 

  調査項目：①空き店舗の状況について 

       ②空き店舗の活用意向について 

       ③本町商店街について 

       ④行政の支援等について 

（3）消費者購買実態調査 

  対象：18歳以上の町民（1,000件：無作為抽出） 

  調査方法：アンケート調査（年齢・地区別、無記名調査） 

  調査項目：①日常の購買について 

       ②くりやま駅前通り商店街の利用について 

       ③本町の商店街について  

【調査実施機関（委託）】 

  株式会社 北海道二十一世紀総合研究所 

   〒060-8788  札幌市中央区大通西3丁目11番地（TEL：011-231-3053） 

 個店実態調査 空き店舗活用意向調査 消費者購買実態調査 

配付数／回収数 113件／57件 37件／18件 1,000件／411件 

回収率 50.4％ 48.6％ 41.1％ 

期    日 内       容 

平成30年10月中旬～平成30年11月下旬 調査対象者及び区域設定、調査票作成等 

平成30年12月 6日～平成31年 1月31日 調査実施 

平成31年 2月 1日～平成31年 3月 1日 集計及び分析、調査報告書作成 

（参考資料） 

３ 平成30年度栗山町商店街基礎調査実施概要 

  【調査実施経過】 

  【回収結果】 
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