
地域・まちなか商業活性化支援事業について

平成３０年６月
地域経済産業Ｇ 中心市街地活性化室

中小企業庁 商業課
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○小売商業全体の業況は、過去約２０年間、継続的な落ち込み状況。
また、小売商業全体の中で、商店街(商業集積地区での商業事業者)、中心市街地内の商店街は、それぞれ
４割、２割と非常に大きなウェイトを占める。

○そのような状況の中で、特に地域・中心市街地での商店街の落ち込みは、商機能の低下を通じて地域の
経済活力を低下させるのみならず、商店街が担う地域コミュニティ機能等、地域の生活基盤を喪失させ
るなど、深刻な課題をもたらしている。

○このため、地域・中心市街地での商業を支援し、活性化する必要がある。
○その際に、支援の効果を高めるため、支援対象を、地域・中心市街地で拠点となる商店街・商機能や

先進的な取組に重点化するとともに、支援内容として、人材育成等のソフト面と施設整備等のハード面
の両面が相乗効果を発揮するように、また、他の地域に横展開が図られるように、支援を実施。

地域・中心市街地での商業の活性化を図るため、拠点となる商店街・商機能を重点支援

１．地域・中心市街地での商業の支援・活性化の必要性

本補助事業の目的
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２－１．商店街支援の背景
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生活支援型
地域に根ざして地域住
民の生活を支える商店

街

エリア価値向上型
まちの中心に立地し、
そのまちの価値を高め

る商店街

観光型
国内外の観光客を

ターゲットとした商店
街
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地域住民への身近な購買機会…
地域の賑わいの創出
治安や防犯への寄与

まちの中心となる顔としての…
自治会活動など地域活動の担…

地域情報発信の担い手
一人暮らし高齢者への宅配…

他の公共機能等と相まった利…
地域の歴史・文化の担い手
町並みや歴史的資産の保存

創業機会の提供
特に期待されていることはない

その他

地域住民への身近な購買機会の提供

まちの中心となる顔としての役割

自治会活動など地域活動の担い手

一人暮らし高齢者への宅配サービス/
子育て支援などのサービス

他の公共機能等と相まった利便性の提供

大 中 小

初動・助走期
目指す姿の決定

目標に合わせた計画策
定

成長期
計画の実行

安定期
目指すべき姿の再設定
新たな計画の策定

停止期
動き出す意思なし

＜商店街の類型・ステージ＞

目
指
す
姿

規
模

ス
テ
ー
ジ

＜商店街に期待されていると思う役割＞

出典：平成27年度商店街実態調査

n=2,945
※複数回答（いくつでも）

商店街の状況

支援の方向性

・特に中心市街地*に立地する商店街については、地域への波及効
果がより大きく見込めるため、審査の点数を高くすることで、
支援を重点化。
*中心市街地活性化法に基づき、内閣総理大臣が認定した市町村計画に基

づく区域
・今回改正された内閣府の地域再生法による支援など、関係省

庁・自治体と連携して総合的に支援を実施。
・申請時に地公体から申請事業への支援体制、事業実施後のフォ

ローアップ体制、情報発信活動予定についての書面を求め、関
与が確認できる事業は審査の点数を高くしている。

小売業全体の事業をとりまく環境が厳しい中で、商店街は全国にお
よそ１万３千あり、小売業全体の年間販売額の約4割を占め、215
万人の雇用を支えているが、年間販売額、事業所数、従業員数は減
少傾向。

今後の商店街の活性化のためには、商店街だけではなく、まちづく
り＝広いエリアを踏まえた機能の検討や、関係省庁と連携した総合
的な支援の実施が不可欠。

新たな商店街政策の在り方検討会中間取りまとめ（平成29年7月）
を踏まえ、今後はまちの中で商店街の必要性や果たすべき役割につ
いて合意し、地域における役割を果たすべく、計画的に取り組んで
行く商店街に支援を重点化。

現場に即した対応を行うため、商店街を類型化し、商店街の持つべ
き機能、規模やステージにあった支援を実施。
※平成２６年秋の行政レビューを踏まえ、モデル性が高く波及効果
が見込まれる事業に限定して支援。



商店街の中長期的発展、自立化の促進に寄与し、商店街が有する公共的機能、買物機能
の維持・強化を図る。
①調査分析事業：商店街において新たな取組を行うにあたり必要となる事前のマーケ
ティング調査、ニーズ調査の実施を支援。（補助率2/3）
②支援事業：事前調査結果に基づいて行う、商店街が有する公共的機能や買物機能の維
持・強化を図るための新たな取組を支援。（補助率2/3,1/2）※平成30年度
○中小企業庁：他の商店街への波及
○商店街：歩行者通行量、売上高の増加、地域ニーズの充足

２－２．地域・まちなか商業活性化支援事業(うち商店街支援事業)の概要

経済産業省
（地方経産局）

商店街組織
商店街組織と民間事業者の連携体

補助

（３）全国商店街振興組合連合会補助事業
【予算額 26:0.2億円→27:0.2億円→28:0.2億円→29:0.1億円→30:0.1億円】

（２）個店連携モデル支援事業 【予算額 29:0.5億円 ※29年度のみ実施、30年度廃止】

（１）地域商業自立促進事業
【予算額 26:38.8億円→27:22.8億円→28:15.1億円→29:12.2億円→30:11.1億円】

商店街内で事業を営む個店同士の相乗効果が生み出す新しい事業の創出を促し、商店街
の活性化につなげる。
商店街内の複数の個店が連携して行う販路開拓や新商品開発の取組を支援。（補助率
1/2）平成29年度に10件（0.2億円）を支援。
事業実施場所商店街の歩行者通行量、売上高の増加

経済産業省
（地方経産局） 商店街内の個店グループ

補助

商店街の改善と振興へ寄与する。
全国商店街振興組合連合会が実施する、経営改善向上、組合事業に関する知識の普及を
図るための教育、情報の提供に関する事業に要する経費を補助。（補助率6/10）
講習会・研修事業の意識向上

経済産業省 全国商店街振興組合連合会
補助

3

※支援件数については参考資料に記載。

目的

概要

指標

目的

概要

指標

目的

概要

指標

平成26年度（予算額38.8億円）

平成27年度（予算額22.8億円）

平成28年度（予算額15.1億円）

平成29年度（予算額12.2億円）

平成30年度（予算額11.1億円）

・秋レビュー等を踏まえ、全国への波及を検証できる
定量的な指標の設定、効果の継続性の重視、地方自
治体の関与に関する書類の提出義務化等について見
直し。
・支援対象を①地域資源活用、②外国人対応、③少
子・高齢化対応、④創業支援、⑤地域交流の分野に
係る先進的な取組に限定。
・モデル事例集の作成開始。

＜地域商業自立促進事業の変遷＞

・①地域コミュニティ形成促進事業（多世代交流施設
等）、②商店街等新陳代謝促進支援事業（店舗誘致
等）、③魅力創造支援事業（アーケード、イベント
等）の３分野を支援。
※平成26年秋の行政事業レビュー

・支援対象を①少子・高齢化、②地域交流、③新陳代
謝、④構造改善、⑤外国人対応、⑥地域資源活用に
変更。

・支援件数の多いコミュニティカフェ整備を対象外に。

・成長期、安定期の商店街の事業は補助率引き下げ。
・初動・助走期の商店街の事業は補助上限額引き下げ
（2億円→1億円）。
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43
%57

%

視察や問合せがあった
問合せを受けず

２－３．地域商業自立促進事業の実施効果
 支援対象を先進的なモデル事業に限定した平成27年度以降の事業のうち、波及状況が確認できる
平成27年度・28年度事業については、43％の事業で波及が確認できている（目標50％ ）。

 事業実施前と比較すると歩行者通行量は74％、売上高は58％の商店街で増加。

43％
（31件／有効回答72件）

※平成30年4月時点
※他の商店街や自治体（地元自治体は
含まない）から問合せや視察を受け
た事業は波及ありとカウント
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波及状況
事業実施前との比較

※全国の商店街への波
及を図るため、モデ
ル事例集を作成し、
全国に配布
（P.13参照）

＜分野別＞

74
%

26
%

増加した 増加していない

指標１ 歩行者通行量

74％の事業で増加
（91件／123件）

平均増加率 ＋8％増

指標２ 売上高

58
%

42
%

増加した 増加していない

58％の事業で増加
（71件／123件）

平均増加率 ＋3％増

＋18%増

＋7％増

＜増加率分布＞

＜増加率分布＞

※平均増加率

※平均増加率

分野

歩行者通行量 売上高

増加した
商店街
割合

平均
増加率

（全事業）

増加した
商店街
割合

平均
増加率

（全事業）

少子・
高齢化 95％ ＋6％増 58％ ＋3％増

地域
交流 73％ ＋12％増 60％ ＋10％増

新陳
代謝 90％ ＋7％増 80％ ＋4％増

外国人
対応 71％ ＋1％増 86％ ＋3％増

地域資源
活用 54％ ＋8％増 42％ ＋3％増

＜参考＞商店街年間販売額
平成19年度53兆円→平成26年度45兆円＝年率△2.4％減



経済・社会等の変化
（誰が／何が、どう変化することを目指しているか）

直接コントロールできる部分
２－４．ロジックモデル
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予算
[30当初] 1,130
[29当初] 1,282
[28当初] 1,529
[27当初] 2,300
[26当初] 3,900
（単位：百万円）

協力者
・自治体
・全振連等
中小4団体

・全国商店街
支援センター

･先進的な取組を行う商
店街への補助
･商店街内の個店が行う
販路開拓、新商品開発
支援
･商店街振興組合役員等
への研修等の実施

先進的な取組のための
事前調査の実施
先進的な取組の実施
[測定指標]
･補助金交付件数
[H29実績] 58件
[H28実績] 65件
[H27実績] 106件
[H26実績] 106件

･講習会・研修事業へ
の参加者数
[H29実績] 315人
[H28実績] 323人
[H27実績] 281人
[H26実績] 242人

＜エリア価値向上型＞
地域商業拠点の維持
商いの場としての魅力
向上

（ｲﾝﾌﾟｯﾄ） （ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ） （ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ） （ｱｳﾄｶﾑ） （ｲﾝﾊﾟｸﾄ）

※太字囲いが今回のレビュー対象事業
※二重線囲いは最重要指標

地域商機能の維持・強化

他の補助金、税
制、融資制度、
自治体・他団体
支援事業

･IT導入支援等
･設備取得時の特別償却・
税額控除等
･設備導入資金借入時の利
率優遇
･専門家派遣等

･設備導入資金借入時の利
率優遇
･アドバイザー派遣

商店街内店舗の経営改善、魅力ある店舗の増加

商店街組織の活動強化、エリアとしての魅力向上商店街内の店
舗に対する制
度

商店街組織に
対する制度

先進的な取組事例集の
作成

支援事例集の配布

＜生活支援型＞
生活インフラの維持
商店街を核とした小さ
なまちの形成

＜観光型＞
外貨の獲得
商店街を含む地域の観
光力向上

中心市街地の活性化

補助事業の支援を受けた
商店街の活性化
[測定指標]
･歩行者通行量、売上高増
加目標達成75％

[H28事業実績] 59％
[H27事業実績] 67％
[H26事業実績] 54％

･講習会・研修会参加者の
意識向上85％

[H29実績] 94％
[H28実績] 88％
[H27実績] 92％

地域経済の活性化・生産
性の向上
中心市街地の活性化

補助事業の全国の商店街
への波及による活性化
[測定指標]
補助対象以外の商店街へ
の波及
[H28実績] 48％
[H27実績] 40％

※いずれも
H30.6時点



３－１．地域・まちなか商業活性化支援事業(うち中心市街地再興戦略事業)の概要

○全国的に、地域の中心市街地で、商機能の衰退や空き店舗・未利用地の増加が進展。
○このため、中心市街地を経済活力の向上と都市機能の増進をもって活性化する中心市街地活性化法の下で、意欲
的な取組を行う市町村に対して、関係省庁が連携して政府全体で重点支援。

○中心市街地で人が定着する魅力的な生活環境(居住・生活の場、働く場)を整備し、経済活力を向上させ、その効果が
地域に波及することで、地域経済の活性化を図る。

○経済産業省では、商業等を活性化して「賑わい」を創出し、経済活力の向上を図る各種施策を展開。
特にまちづくりの主体(まちづくり会社、まちづくり人材)への支援を強化。

１．中心市街地の現状と対応策

①調査事業 【29年度実績 12件】
中心市街地の活性化のためにまちづくり会社や商工会議所等が行う、調査・分析(地元住民のニーズ調査、

先進事例の調査、活性化に必要な事業の事業性評価等)に補助。
◆補助率2/3、上限額１千万円

②施設整備事業【29年度実績 ６件】
周辺地域の経済活力を向上させる、波及効果の高い、商業施設等の整備に補助。

◆補助率1/2、上限額１億円 ※特定民間中心市街地活力向上事業計画の場合：補助率2/3、上限額2.5億円

③専門人材活用支援事業【29年度実績 26件】
まちづくり・商業・都市計画等に関する専門的な知見を有する、タウンマネージャー等を招聘する

まちづくり会社等に補助。
◆補助率1/2(自治体の一部費用負担なき場合)または2/3(自治体の一部費用負担ある場合)、
上限額１千万円(自治体の一部費用負担なき場合)または１.５千万円(自治体の一部費用負担ある場合)

30年度予算額５億円(29年度 ５億円) ※下記いずれも補助事業２．事業概要
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３．政府全体での連携支援

事業分野 事業(例) 支援(例)

市街地
の整備改善

・都市機能（商業、業務、居住等）の集積
・土地区画整理事業、市街地再開発事業
・公共施設(道路、公園、駐車場等)の整備

【国土交通省】
・社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）

都市福利施設
の整備

・教育文化施設（学校、図書館等）
・医療施設
・社会福祉施設（高齢者介護施設、保育所等）

等の整備

【国土交通省】
・社会資本整備総合交付金（暮らし・にぎわい再生事業）

まちなか居住
の推進

・公的賃貸住宅の整備
・優良民間住宅の整備
・上記と一体で行う居住環境向上事業

【国土交通省】
・中心市街地共同住宅供給事業
・街なか居住再生ファンド

経済活力
の向上

・中核的な商業施設等の整備
・空き店舗の活用
・既存店舗・商店街のリニューアル
・テナントミックス事業
・にぎわい創出に寄与するイベント

【経済産業省】

・地域・まちなか商業活性化支援事業(うち中心市街地再興戦略事業)
・経済産業大臣が認定した特定民間中心市街地経済活力向上事業計画
(民間商業施設整備プロジェクト)への重点支援(上記補助金の活用、
税制優遇、低利融資等)

・中小企業等支援人材育成事業(タウンマネージャー研修事業等)
・大規模小売店舗立地法の特例(出店手続の簡素化)
【総務省】
・中心市街地活性化ソフト事業

①意欲的な目標(年間来訪者数、年間売上高、雇用者数等)を掲げ

②中心市街地の経済活力を向上させる波及効果があり
③地元自治体等の強いコミットメント(資金支援等)がある、事業が対象

中心市街地活性化法の下で、
〇市町村は、地域のニーズを基に、地域の関係者間での協議を経て、活性化に必要な各種事業を総合した基本計画を策定。
〇国(関係省庁)は、内閣総理大臣が認定した基本計画に基づく各種事業を重点支援。

専門人材活用支援事業や人材
育成事業等のソフト事業を有効に
活用し、支援効果をより高める。

7
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タウンマネージャー研修事業等(中小企業等支援人材育成事業) 平成３０年度予算 ０．９５億円
○中心市街地の活性化を図る上で、まちづくりに係る人材が量的・質的に不足。
○このため、まちづくり会社・商工会議所等の民間団体等による、まちづくり特有のスキルや専門知識(開業・経営支援、
空き店舗対策、合意形成手法等)の習得を図る研修等を通じた、まちづくり専門人材の育成活動に補助。

①人材育成研修
・座学研修：まちづくりに必要な、幅広い分野の知識(合意形成の手法や事業計画の立案等)を専門家から直接学び、事業の企画

立案、プロジェクトマネジメント等ができる能力を身につける。
・実地研修：先行事例地域の専門家(地元タウンマネージャー等)の指導によるOJTを通じて、関係者同士の調整方法や現場の

仕事の進め方等を実践的に学ぶ。

②シンポジウム開催：まちづくり関係者で、取組を紹介・議論し合い、まちづくりの手法を学び、ネットワークを構築するシンポジウム開催

③「街元気」ホームページによる情報提供：まちづくりに関する情報(先進事例、統計情報、研修開催情報等)をウェブサイトで提供

４．経済産業省の関連事業

丸亀商店街(香川県高松市)
での実地研修

各地域で活躍する専門家による
講義形式の座学研修

若者による遊休不動産活用の
取組をテーマとしたシンポジウム

8



３－２．地域・まちなか商業活性化支援事業(うち中心市街地再興戦略事業)
におけるPDCAと事業効果

○中心市街地活性化について、市町村の基本計画に係る目標については、市町村が地域の実情に応じて
自ら設定(歩行者通行量、居住人口等)、毎年度、進捗状況をフォローアップし、内閣府に報告する仕組み。

○経済産業省では、当該基本計画に位置付けられ、本事業の補助を活用した施設整備事業について、
事業者が設定した目標(指標は歩行者通行量、商業販売額、市民満足度等)に係る報告を事業者から整備後
５年間、毎年度受け、成果状況を確認。目標達成の見込みに欠ける事業に対しては、事業者と自治体に
適時状況を確認し、アドバイスを行う。

○これまでの施設整備事業については、事業実施前より指標の数値が向上との成果。

○市民ニーズ調査結果(緑豊かな環境の下でゆったりとした時
間消費ができる飲食・サービス)を踏まえ、地元野菜を利用す
るレストランやカフェ併設のフィットネス等のテナントミックス施
設を公園内に整備。

○施設整備を行ったまちづくり会社主催のイベントと連携して、
新たなにぎわい空間を創出し、歩行者通行量が増加。

滋賀県草津市

歩行者通行量 １６４％ (27年度: 1,497人/日 ⇒ 29年度: 2,459人/日)
年間商業販売額 ２．９億円
市民満足度 ７４％

東京都青梅市
〇空き店舗の物件調査や見学会等の開催を通じて、空き店舗
と開業希望者をマッチングし、商工会議所と連携して、創業
をサポート。

〇駅前でマルシェを定期的に開催して集客し、スタンプラリー等
で商店街を回遊させるイベントを開催。市内若手事業者か
らの継続的参加を募り、当該エリアでの開業意識を向上。

○これらの取組により、新規開業数が増加。
國廣 純子氏
青梅市中心市街地活性化
協議会 ﾀｳﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰ(TM)
新規開業数 ２．７倍（27年度 4件/年 ⇒ 29年度 11件/年） 9

歩行者通行量

71％
（5件／7件）

71
%

29
%

増加 増加していない

※5件中3件が20％以上増加

施設整備事業の事業効果
(施設整備事業実施前後比)



経済・社会等の変化
（誰が／何が、どう変化することを目指しているか）

直接コントロールできる部分

事業名：地域・まちなか商業活性化支援事業（うち中心市街地再興戦略事業）（ロジックモデル）

10

予算
民間事業者等
への補助
[30当初] ５００
[29当初] ５００
[28当初] ５００
[27当初] ６００
[26当初] ６９０
（単位：百万円）

＜協力者＞
・自治体
・関係省庁
・商工会議所
・まちづくり
会社

・タウンマネー
ジャー 等

（ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ①）
・市町村の中心市街地活
性化基本計画に対する内
閣総理大臣の認定に係る
経済産業大臣の同意
・特定民間中心市街地経
済活力向上事業計画に係
る経済産業大臣の認定

補助事業の実施件数
[測定指標]

施設整備事業の件数
[29当初] ７
[28当初] ２
[27当初] １
[26当初] ４

専門人材活用支援
事業の件数
[29当初] ２６
[28当初] １５
[27当初] ２４
[26当初] １５

調査事業の件数
[29当初] １１
[28当初] ３
[27当初] ３２
[26当初] ２３

補助事業の支援を受けた
中心市街地の活性化
[測定指標]

歩行者通行量増加
１２０％以上
(施設整備事業実施前後比)
[29年度実績] １３３
[28年度実績] １７５
[27年度実績] １４１
（単位：％）

※他に、商業販売額、
市民満足度等

（ｲﾝﾌﾟｯﾄ） （ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ） （ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ） （ｱｳﾄｶﾑ） （ｲﾝﾊﾟｸﾄ）
中心市街地の活性化
[測定指標]
内閣総理大臣の認定を受け、
計画期間が終了した、市町
村の中心市街地活性化基本
計画の目標達成率
(｢目標達成｣｢計画当初より
改善｣となった指標の率)

地域経済の活性化・
生産性の向上

（ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ②）
・施設整備事業への補助
・専門人材活用支援事業
への補助
・調査事業への補助

その他の中心市街地活性化の施策
・中小企業等支援人材育成事業(タウンマネージャー研修事業等)【経済産業省】
・都市再生整備計画事業、中心市街地共同住宅供給事業等【国土交通省】
・中心市街地活性化ソフト事業(イベント支援)【総務省】 等

※太字囲いが今回のレビュー対象事業
※二重線囲いは最重要指標

商店街支援施策
地域商業拠点の維持
生活インフラの維持
外貨の獲得

地域商機能の維持・強化



参考資料
商店街
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地域商業自立促進事業 応募・採択状況
平成26年度地域商業自立促進事業

地域コミュニティ形成促進支援事業
応募数：１５件（１０．６億円）
採択数：１０件 （９．６億円）※採択率６７％
確定数：１０件 （９．１億円）

商店街等新陳代謝促進支援事業
応募数：１１件 （８．０億円）
採択数： ８件 （６．５億円）※採択率７３％
確定数： ７件 （５．８億円）

魅力創造支援事業
応募数：６３件（１３．０億円）
採択数：５２件（１１．３億円）※採択率８３％
確定数：５０件（１０．１億円）

平成27年度地域商業自立促進事業
調査分析事業
応募数：７６件 （１．８億円）
採択数：６０件 （１．２億円）※採択率７９％
確定数：５６件 （１．１億円）
支援事業
応募数：９６件（３５．０億円）
採択数：５３件（１６．５億円）※採択率５５％
確定数：５０件（１５．３億円）

平成28年度地域商業自立促進事業
調査分析事業
応募数：５３件 （１．１億円）
採択数：４１件 （０．８億円）※採択率７７％
確定数：３９件 （０．８億円）

支援事業
応募数：４６件（１６．９億円）
採択数：２８件（１２．７億円）※採択率６１％
確定数：２６件（１２．６億円）

平成29年度地域商業自立促進事業
調査分析事業
応募数：３２件 （０．７億円）
採択数：２３件 （０．５億円）※採択率７２％
確定数：２２件 （０．４億円）

支援事業
応募数：５０件（２０．７億円）
採択数：２８件（１１．１億円）※採択率５６％
確定数：２６件 （９．６億円）

平成30年度地域商業自立促進事業
調査分析事業
応募数：２６件 （０．６億円）

支援事業
応募数：３８件（１８．０億円）

調査分析事業
応募数：５４件 （１．３億円）
採択数：４２件 （０．９億円）※採択率７８％
確定数：３９件 （０．８億円）
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地域商業自立促進事業 モデル事例集

平成26年度モデル事例集 15事例紹介

支援した事例を「地域商業自立促進事業モデル事例集」としてまとめ、全国
の商店街等に周知。

配布部数 4,900部

主な配布先 各都道府県商店街振興組合連合会、
各経済産業局、各都道府県等

ポイント 採択案件のうち、特にモデル性の高
いケースを選出し、掲載。

平成27年度モデル事例集 47事例紹介
配布部数 6,205部

主な配布先
各都道府県商店街振興組合連合会、
各経済産業局、各都道府県、全国の
商店街組織等

ポイント 26年度モデル事例集の配布先に加え、
全国の商店街等へ送付。

平成28年度モデル事例集 25事例紹介
配布部数 6,200部

主な配布先
各都道府県商店街振興組合連合会、
各経済産業局、各都道府県、全国の
商店街組織等

ポイント インターネットPRサービスを活用し
たプレスリリースを実施。

事前調査手法・
概要・結果
商店街ビジョン

長期的な補
助事業実施
前～実施後
までの軌跡

商店街タイプ
事業分野
来街者数
店舗数
業種構成
会員数
年代構成 等

実施体制
苦慮した事項
解決のための
工夫
今後の展開等
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支援事例① 地域コミュニティサロン設置

帯広電信通り商店街振興組合（北海道帯広市）

【商店街概要】
帯広市の住宅地に位置し、街区内の高齢者居住は多い。商店街コンセプト「お年寄り・障がいのあ
る方と協働・共生する商店街」のもと、商店街の空き店舗を活用した事業を行っている。

【事業概要】
多世代が交流し、子育てや生活に関する情報交換やサークル活動等に活用できるカフェや貸し会議
室、コミュニティライブラリーを設置。また、地域のＮＰＯ法人や市民団体、ボランティア等と
連携し、子育て相談や支援情報の提供、地域見守りサービスの窓口等を設置、運営。

電信通商店街 古民家を改修したコミュニティ施設 子育て支援の「お話し会」の様子

【事業実施後】
歩行者通行量は実施前の平成27年度に比べて、1.9倍に増加した。(平成29年度調査）利用内容も
子育て支援教室からヨガ教室など、多岐にわたる。毎月の利用者は約300人以上で、新たに電信通
商店街を訪れるきっかけとなる施設となっている。
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支援事例② 空き店舗を活用した地域交流施設の創出

円頓寺商店街振興組合（愛知県名古屋市）

【商店街概要】
名古屋駅と名古屋城のほぼ中央に位置し、飲食店・日用品店・専門店等の約20店舗からなり、各種
イベント・祭り等を地域住民及び商店街が連携実施している。

【事業概要】
商店街内の2階建ての空き店舗を活用し、１階をコミュ二ティカフェ、２階をゲストハウスとして
整備することで、地域内外の来街者を増加させると共に、地域コミュ二ティの形成を促進し、商
店街の新陳代謝を図る。

【事業実施後】
「商店街をほとんど利用しない。」との回答が、実施前は67.7％だったが、現在（平成29年度調
査）では29％になり、歩行者通行量も事業実施前に比べ1日に約300人増加するなど、商店街利用
者が増加した。2階のゲストハウスの利用者が台湾、タイ、ベルギーなど、外国人の宿泊が半数を
占めていることも大きな要因の一つである。

１階のコミュニテイスペース円頓寺商店街 ２階のゲストハウス

えんどうじ
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支援事例③ 生鮮市場とループバスで生活環境向上
高松丸亀町商店街振興組合（香川県高松市）

【商店街概要】
高松中心市街地に位置し、北端部に位置する百貨店から、南に約470ｍのびる買回品中心のエリア
価値向上型の商店街。県内客の県外流出、相次ぐ郊外型ショッピングセンターの出店により、売上
は減少傾向であった。

【事業概要】
丸亀町C街区再開発ビル東棟１Fの空き店舗を統合し、改修して再利用し、地元の農家や漁師が直接
参加の市場（生鮮市場）を開設。ノンステップバスを1台購入し、新たに拡張させる商店街でのバ
ス路線を図り、商店街の動く広告塔とする。

【事業実施後】
生鮮市場に毎日、契約農家からの新鮮な商品を陳列、新たにバス停を生鮮市場の店舗前に設置、商
店街が所有するバスもノンステップバスにするなどの取組や、中心市街地活性化への支援との相乗
効果により、実施前と比較し、商店街の通行者量は約1,000人/日の増加、商店街の売上高は約13
億円／年の増加となっている。

生鮮市場（丸まるマルシェ）高松丸亀商店街 生鮮市場の店舗内



参考資料
中心市街地活性化
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基 本 方 針
中心市街地活性化本部（本部長：内閣総理大臣、構成員：全閣僚）が案を作成し、閣議決定

中心市街地活性化
基本計画

＜市町村が作成＞基本計画
への意見

認定中心市街地活性化
基本計画

○基本的な方針
○位置及び区域
○目標（定量的な数値目標）
○計画期間（概ね５年以内）
○中心市街地活性化のための事業
○フォローアップ
○推進体制 等

認定計画
の実施等
について
意見

内閣総理大臣

関係行政機関の長

協
議

同
意

内閣総理大臣による認定制度

認定申請

認 定

中
心
市
街
地
活
性
化
協
議
会

（ま
ち
づ
く
り
会
社
・商
工
会
議
所
・市
町
村
・
地
域
住
民
・
民
間
事
業
者
等
）

地域ぐるみ
の取組

（例
）

【目 的】 少子高齢化、消費生活等の状況変化に対応して、中心市街地における都市機能の増進及び経済
活力の向上を総合的かつ一体的に推進。

【基本理念】 地方公共団体、地域住民及び関連事業者が相互に密接な連携を図りつつ主体的に取り組むことの
重要性にかんがみ、その取組に対して国が集中的かつ効果的に支援を行う。

認定基本計画への重点的な支援

経済活力の向上

市街地の整備改善

まちなか居住の推進

・地域・まちなか商業活性化支援事業
・中心市街地活性化ソフト事業

都市福利施設の整備

・都市再生整備計画事業※

・暮らし・にぎわい再生事業※

国土交通省、経済産業省、総務省等

・中心市街地共同住宅供給事業※

※社会資本整備総合交付金を活用して支援

中心市街地活性化制度の概要（中心市街地の活性化に関する法律 H18.8施行）

142市2町147区域認定
（H30年４月現在）
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（１） 「市街地の整備改善」及び「商業の活性化のための事業」に対する支援措置の創設
（２） 市町村が単独で基本計画を作成・公表し、関係省庁が各事業に対しそれぞれ支援（６９０の基本計画を策定）

（１） 「生活空間としての中心市街地」の再生
⇒支援措置に 「都市福利施設の整備」及び「まちなか居住の推進」を拡充

（２） 国の支援の選択と集中
⇒中心市街地活性化本部を創設し、総合的な視点から市町村の取組を評価・支援するため、内閣総理大臣が関係省庁の同
意を経て基本計画を認定

中心市街地活性化法を創設 （平成１０年）

中心市街地活性化法の改正の概要 （平成１８年）

○経済波及効果が高く、地元の強いコミットメントがある民間プロ
ジェクト（特定民間中心市街地経済活力向上事業計画）に対し、
予算措置の拡充、税制優遇措置、無利子融資、大店立地法の特例
等の重点支援を実施

○オープンカフェ等の実施を可能とする道路占用の許可の特例措置
等

【重点支援】 ～民間投資を喚起する新たな制度の創設～

【地域の創意工夫支援】 ～ 規制緩和の拡大～

中心市街地活性化法の改正の概要 （平成２６年）

 少子高齢化・都市機能の郊外移転等により中心市街地の商機能衰退や空き店舗等の増加に歯止めが掛からない状況
 コンパクトシティの実現に際して重要な要素となる「中心市街地の活性化」が喫緊の課題

＜法改正の経緯＞
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【補助事業概要】

・福井駅前において不足していた飲食機能を本施設整備により補完すること
で、中心市街地のにぎわいの軸となる福井駅東口（図書館、県民ホール、
地域・交流プラザ）と西武福井店（商業機能）間の歩行者通行量を増
加させる。この歩行者商業軸の再構築によって、空き店舗の増加に歯止
めをかける。
・若い世代や観光客が利用できる飲食店の他、福井県内の１７市町村
の特産品等を扱う福井市観光物産館、１００％鯖江産のめがねを扱う
めがね館等が入店。
・各種イベントを開催できる屋根付き広場をバスターミナルに隣接して整備す
ることで、公共交通機関の待合場所、来街者の憩いの場所としても活用。
・当該施設の上層階に自然史博物館分館（プラネタリウム）や総合ボラン
ティアセンター、多目的ホール等を整備し、飲食機能と一体となって来訪客
の長時間滞在を実現させる。

（参考）特定民間中心市街地経済活力向上事業計画（S特）の効果事例
～福井県福井市～

市役所

駅前電車通り バスターミナル

西武
福井店

アオッサ（図書館、
県民ホール、地域・
交流プラザ）

福井城址

ＪＲ福井駅

【中心市街地への波及効果実績】
・施設オープン後空き店舗が減少。
・飲食店の出店に伴い周辺店舗での雇用が増加。
・施設のにぎわいを契機に近隣の商業施設やホテルの再開発が決定。
・物産館は、県内17市町村の特産品販売を販売することで、県産品の情報発信拠点に。

歩行者通行量 実施前比
１３８％ (H26:４,８１６人/日 ⇒ H28:６,６３８人/日)

年間商業販売額 １４億円
市民満足度 １４％（H28）← １１％（H26）

ハピリン
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