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1. 調査概要



ビジネス環境のグローバル化

ビジネス環境の加速度的変容（グローバル企業の隆
盛、国内大企業の生産拠点シフト、フラット化・オー
プン化、等）

グローバル競争で活躍する人材の育成が急務（重要
性を増しつつある事業戦略に即する知的財産のマネジ
メント、国際標準化・規格化、等）

（1）事業目的
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社会経済環境の変化に対応して商店街を活性化させる

我が国における商店街は、地域経済の活力向上や地域コミュニティの形成において重要な役割を担っている。一方、少子高齢化や
電子商取引の台頭等我が国の社会経済環境の変化に伴い、商店街を取り巻く環境は厳しさを増しており、地域人口の減少による来
街者の減少、後継者不足による店主の高齢化と空き店舗の増加、郊外立地型大型店との競争など、様々な課題が生じ、その状況は
地域によって異なっている。
このような社会経済環境の変化の中で、商店街の活性化に向けて効果的な事業に持続的に取り組むためには、それぞれの地域にお
いて、周辺地域の人口動態や自治体が作成するまちづくり計画等を踏まえて商店街の置かれた現状を的確に分析した上で商店街の
将来像を描き、その将来像の下で今後の計画（Ｐｌａｎ）を立案し、計画に沿った事業を実施（Ｄｏ）し、その効果を評価（Ｃｈ
ｅｃｋ）し、その評価結果を更なる計画立案に活かす（Ａｃｔ）という「ＰＤＣＡサイクル」を活用することが重要である。
このため、本事業では、平成３０年度商店街活動におけるＰＤＣＡサイクル活用促進事業にて作成したマニュアル「商店街の将来
像を考えよう」（以下「マニュアル」）及びマニュアル内に定めるＰＤＣＡサイクルの運用シート（以下「ＰＤＣＡシート」）に
ついて、全国の商店街・自治体等への普及を促進するための取組について調査を行うことにより、商店街等の中心市街地活性化支
援人材の育成を通じて、地域経済の活力向上及び地域コミュニティの形成に資することを目的とする。

背景



調査目的
平成３０年度商店街活動におけるＰＤＣＡサイクル活用促進事業にて作成したマニュアル及びＰＤＣＡシートについて、全
国の商店街・自治体等への普及を促進するための取組について調査を行うことにより、商店街等の中心市街地活性化支援人
材の育成を通じて、地域経済の活力向上及び地域コミュニティの形成に資することを目的とする。

調査業務内容

(1) 商店街によるPDCAシートの活用促進策に関する調査
• PDCAシートを商店街にとって活用しやすくするための方策についての調査・検討
• 有識者ヒアリングの実施
• リーフレットの作成、印刷、製本
• 関係機関等へのリーフレット配付

(2) PDCAサイクルを活用した商店街の効果的な取組に関する調査
• PDCAサイクルを活用した商店街の効果的な取組についての調査（現地ヒアリング調査）

(3) 事業の改善に繋げるための評価・検証の効果的な実施方法に関する調査
• 事業の改善に繋げるための評価・検証を効率的かつ効果的に行うためのアンケート調査票と集計フォーマットの作成
• 動作確認のためのテスト調査

(4) 地方公共団体等によるPDCAシートの活用促進策に関する調査
• 地方公共団体や支援機関が商店街向けに講演等で使用する際の効果的な資料についての調査・検討
• 講演用資料の作成
• 有識者ヒアリングの実施
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（2）事業内容



調査実施先

［現地ヒアリング調査］
• 鹿児島県商店街振興組合連合会河井理事長
• 福島県会津若松市神明通り商店街振興組合堂平理事長他
• 広島県庄原市東城町商工会西澤主任主事他
• 愛媛県松山市株式会社まちづくり松山加戸代表取締役社長他
• 栃木県宇都宮市宇都宮オリオン通り商店街振興組合小林アドバイザー
• 山形県上山市上十日町商店会松本会長他

［テストアンケート調査］
• 福島県会津若松市神明通り商店街振興組合堂平理事長他
• 福島県会津若松市七日町通りまちなみ協議会庄司副会長他

［有識者ヒアリング］
• 株式会社全国商店街支援センター 久保田センター長兼事業統括役
• 流通科学大学 長坂准教授
• 東洋大学 新非常勤講師
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（2）事業内容



2. 調査報告
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（1）商店街によるPDCAシートの活用促進策に関する調査

・PDCAシートを商店街にとって活用しやすくするための方策についての調査・検討

下記の各調査項目について、「平成２６年度～平成３０年度までのＰＤＣＡ事業の実証事例」および「平成３０年度地域商業自立促進事
業の採択案件のうちＰＤＣＡサイクルの活用等により成果につなげている事例」として抽出をした合計6事例の実施商店会にて現地ヒアリ
ングを実施した。
①ＰＤＣＡシートについて商店街にとって活用しやすい呼称。
②商店街の悩み別（イベント疲れ、若手の参画不足等）に卑近な例を挙げたＰＤＣＡシートの活用方法。
③ワークショップ等で使用できるワークシート例。
④その他ＰＤＣＡシートを商店街にとって活用しやすくするために効果的と考えられる工夫。
この現地ヒアリングにあたっては、呼称案、リーフレットの初稿（イメージ版）およびアンケート票（案）を用意して臨んだ。

ヒアリング実施日時 訪問先 所在地

令和2年2月4日 10時30分～12時30分 鹿児島県商店街振興組合連合会
河井理事長 鹿児島県鹿児島市宇宿3-2-1

令和2年2月7日 10時00分～12時00分 神明通り商店街振興組合
堂平理事長他 福島県会津若松市栄町3-13

令和2年2月10日 10時30分～12時00分 東城町商工会
西澤主任主事他

広島県庄原市東城町川東1175
庄原市役所東城支所3F

令和2年2月10日 16時00分～17時30分 株式会社まちづくり松山
加戸代表取締役社長他

愛媛県松山市大街道1-3-3
センコーセントラルビル3F

令和2年2月13日 10時00分～11時30分 宇都宮オリオン通り商店街振興組合
小林アドバイザー 栃木県宇都宮市江野町3-10

令和2年2月13日 15時00分～16時30分 上十日町商店会
松本会長他 山形県上山市十日町1-13
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（1）商店街によるPDCAシートの活用促進策に関する調査

・PDCAシートを商店街にとって活用しやすくするための方策についての調査・検討

①ＰＤＣＡシートについて商店街にとって活用しやすい呼称。
本項目について、現地ヒアリングの結果、「これからの役割、これからの価値」に対してネガティブな意見が少なく、その内容も消極的
なものであった。加えて、積極的にポジティブな意見が得られたことから、これを呼称として採用することとした。

「呼称案 ヒアリング調査結果」
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（1）商店街によるPDCAシートの活用促進策に関する調査

・PDCAシートを商店街にとって活用しやすくするための方策についての調査・検討

②商店街の悩み別（イベント疲れ、若手の参画不足等）に卑近な例を挙げたＰＤＣＡシートの活用方法。
本項目について、現地ヒアリングの結果、大まかに7つ（6つ＋その他）のカテゴリーに分けることができた。そこで、それぞれのカテ
ゴリーから代表されるものを1つずつを選択して、卑近な商店街の悩みの例として採用することとした。

• 【後継者】
若い世代の参加が少ない

• 【現状の整理】
商店街と個店がバラバラになっている

• 【今後のあり方】
商店街の向かうべき方向が見えない

• 【仲間】
商店街活動の担い手が減ってきている

• 【イベント】
恒例のイベントだけど、何のためにやっている
のか分からない

• 【店舗問題】
空き店舗が目立ってきた

• 【その他】
周辺の人口がどんどん減ってきた「悩み ヒアリング調査結果」
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（1）商店街によるPDCAシートの活用促進策に関する調査

・PDCAシートを商店街にとって活用しやすくするための方策についての調査・検討

③ワークショップ等で使用できるワークシート例。
本項目について、現地ヒアリングの結果、過年度事業で作成されたマニュアルである「商店街の将来像を考えよう」P7に掲載のものを
ベースに、リーフレットに掲載した際に情報が過多にならないよう配慮を加えたものを、ワークシート例として採用することとした。

「ワークシート ヒアリング調査結果」
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（1）商店街によるPDCAシートの活用促進策に関する調査

・PDCAシートを商店街にとって活用しやすくするための方策についての調査・検討

④その他ＰＤＣＡシートを商店街にとって活用しやすくするために効果的と考えられる工夫。
本項目について、現地ヒアリングの結果、P・D・C・Aの各項目において気を付けるべき点や作成上のコツを抽出することができた。こ
の結果をベースに、表現を適宜修正したものを、効果的と考えられる工夫として採用することとした。

【P】
• 自治体のまちづくり計画やRESASを参考にしてみましょう。
• それぞれの課題・問題が「自分事化」できるか確認してみ
ましょう。

• 「Plan」が書きにくい場合には「Do」から書いても構いま
せん。

【D】
• いま実施している具体的な事業名を書いてみましょう。
• それぞれの事業の実施主体や協力関係などを整理してみま
しょう。

【C】
• 「Check」は事業を実施しながら考えても構いません。
• 色々な立場や世代からの評価を入れてみましょう。

【A】
• 「Action」は「Check」の内容を踏まえて検討しましょう。
• 財源や人手を踏まえつつ、新規事業の挑戦・既存事業の廃
止など、挑戦的なことにも、まずはできることから始めて
みましょう。

• 商店街の将来像に照らして、Plan・Do・Check・Action
のサイクルを継続的に実施してみましょう。

「形にこだわらずに、書けるところから書いてみましょう。」
「効果的と考えられる工夫 ヒアリング調査結果」
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・有識者ヒアリングの実施

下記の各調査項目について、現地ヒアリングに先立って、商店街における組織マネジメント等に関して知見を有する学識経験者、支援機
関、商店街の事業者等（計3名）から有識者ヒアリングを実施した。
①ＰＤＣＡシートについて商店街にとって活用しやすい呼称。
②商店街の悩み別（イベント疲れ、若手の参画不足等）に卑近な例を挙げたＰＤＣＡシートの活用方法。
③ワークショップ等で使用できるワークシート例。
④その他ＰＤＣＡシートを商店街にとって活用しやすくするために効果的と考えられる工夫。
この有識者ヒアリングにあたっては、呼称案、リーフレットの初稿（イメージ版）およびアンケート票（案）を用意して臨んだ。

ヒアリング実施日時 有識者（敬称略）

令和2年1月31日 9時30分～10時30分 長坂泰之
（流通科学大学准教授）

令和2年1月31日 11時～12時 久保田明
（全国商店街支援センターセンター長兼事業統括役）

令和2年1月31日 14時～15時 新雅史
（東洋大学非常勤講師）

（1）商店街によるPDCAシートの活用促進策に関する調査
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・有識者ヒアリングの実施

①ＰＤＣＡシートについて商店街にとって活用しやすい呼称。
本項目について、有識者ヒアリングの結果、3通りの呼称案とその由来をまとめることができた。ここで作成をした「PDCAシート呼称案
候補」は、現地ヒアリングにて活用をした。

（1）商店街によるPDCAシートの活用促進策に関する調査

「PDCAシート呼称案候補」



14Research Architects

・有識者ヒアリングの実施

②商店街の悩み別（イベント疲れ、若手の参画不足等）に卑近な例を挙げたＰＤＣＡシートの活用方法。
本項目について、有識者ヒアリングの結果、現地ヒアリングの際に心がけるべき事項を伺うことができた。各意見を参考にして、現地ヒ
アリングにて活用をした。

（1）商店街によるPDCAシートの活用促進策に関する調査

「悩み ヒアリング時のアドバイス要旨」

【長坂先生】
ヒアリングの際の視点として、①現状で厳しい問題や、②半歩先の未来を見据えているようなものの両方を引き出せるようにすると良
いのではないか。

【久保田センター長】
商店街にはリスペクトの精神で接すること。商売の状況や財産に関することは、いきなり聞いても教えてくれない。悩みは何ですか？
のようなネガティブクエスチョンはNG。すごいですね、よりよくしませんか。といったスタンスが良い。

【新先生】
これから始める人が、①何の役に立つのか、②何が得られるのかのいずれかがわかることが大事。現状の整理のようなものでも十分意
義がある。
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・有識者ヒアリングの実施

③ワークショップ等で使用できるワークシート例。
本項目について、有識者ヒアリングの結果、ベースとすべきワークシートについて伺うことができた。その結果、過年度事業で作成され
たマニュアルである「商店街の将来像を考えよう」に掲載のものをもとにして改良をするという結論に至った。

（1）商店街によるPDCAシートの活用促進策に関する調査

「ベースとすべきワークシート」
出典：中小企業庁 商店街の将来像を考えよう（P7）
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・有識者ヒアリングの実施

④その他ＰＤＣＡシートを商店街にとって活用しやすくするために効果的と考えられる工夫。
本項目について、有識者ヒアリングの結果、一般的に重要と思われる視点やつまづきやすいポイントについての有識者の考えを伺うこと
ができた。各意見を参考にして、現地ヒアリングにて活用をした。

（1）商店街によるPDCAシートの活用促進策に関する調査

「効果的と考えられる工夫 ヒアリング時のアドバイス要旨」

【長坂先生】
Dはいわば組織論、体制から考えて作ることが重要。誰がどうやっていくかを考える。
最初は小さいPであったとしても、理念や根っこがあるPでないとCはできない。小さいものでも良いからとにかく回すことを推奨すべ
き。
Aで大事なのはリーダーの考えやビジョン。新しいものはあるかという視点で考えるべき。

【久保田センター長】
P：みんなが話あって出来上がったものであるべき。業者や一部の人が作ったものはうまくいかない
D：みんなでやることが大事。業者に丸投げではダメ
C：専門家などの第三者の目線を入れることが大事。
A：持続可能なものかどうかを経済面、人材面、場所面で見極めるべき。

【新先生】
P→D→C→Aではなく、D→C→A→Pの順が実際やりやすい。
Dで今やっていることを記載する。
D→Cで終わっても、Cを行った意義はある。とりあえず始めるにはこれくらいのトーンでも良いのではないか。
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・リーフレットの作成、印刷、製本

（1）商店街によるPDCAシートの活用促進策に関する調査の調査結果および（2）ＰＤＣＡサイクルを活用した商店街の効果的な取組に
関する調査のヒアリング結果に基づき、商店街向けにＰＤＣＡシートの理解の増進に資するリーフレットを作成した。

（1）商店街によるPDCAシートの活用促進策に関する調査

リーフレット 「商店街 これからの役割 これからの価値」
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・関係機関等へのリーフレット配付

作成したリーフレットを広く普及させるため、関係機関に配付した。
※事業実施期間中に返送されたものに対しては、連絡先等を再度確認し、関係機関に届くよう、積極的に対応を図った。

（1）商店街によるPDCAシートの活用促進策に関する調査

「リーフレット配付先の概要」



19Research Architects

・PDCAサイクルを活用した商店街の効果的な取組についての調査（現地ヒアリング調査）

ＰＤＣＡサイクルを活用した商店街の効果的な取組について、調査を行った。
実施にあたっては、商店街組織自身の視点を尊重することに留意し、現地ヒアリング調査を行い、商店街の抱える課題や事業実施の背
景・今後の展望などを踏まえつつ、ＰＤＣＡサイクルの活用がどのような点で有用であったのかという点について探求した。
なお、最終的な記載内容については、掲載する商店街組織等の了解を得たものである。

（現地ヒアリング調査項目）
周辺地域の人口構成や来街者構成の変化等の外的課題に対する考え、後継者不足や組合組織の運営等の内的課題に対する考え、ＰＤＣＡ
事業又は地域商業自立促進事業活用の理由と経緯、事業活用の具体的な効果・実感、事業実施におけるキーマン、事業実施に先立つニー
ズ・マーケティング調査等の有効性や課題、事業の効果を持続させるための取組実施状況や評価、現在の商店街が抱える課題、他の商店
街等への波及状況及び可能性、今後の展望など。

ヒアリング実施日時 訪問先 所在地

令和2年2月4日 10時30分～12時30分 鹿児島県商店街振興組合連合会
河井理事長 鹿児島県鹿児島市宇宿3-2-1

令和2年2月7日 10時00分～12時00分 神明通り商店街振興組合
堂平理事長他 福島県会津若松市栄町3-13

令和2年2月10日 10時30分～12時00分 東城町商工会
西澤主任主事他

広島県庄原市東城町川東1175
庄原市役所東城支所3F

令和2年2月10日 16時00分～17時30分 株式会社まちづくり松山
加戸代表取締役社長他

愛媛県松山市大街道1-3-3
センコーセントラルビル3F

令和2年2月13日 10時00分～11時30分 宇都宮オリオン通り商店街振興組合
小林アドバイザー 栃木県宇都宮市江野町3-10

令和2年2月13日 15時00分～16時30分 上十日町商店会
松本会長他 山形県上山市十日町1-13

（2）PDCAサイクルを活用した商店街の効果的な取組に関する調査



20Research Architects

・PDCAサイクルを活用した商店街の効果的な取組についての調査（現地ヒアリング調査）

（2）PDCAサイクルを活用した商店街の効果的な取組に関する調査
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・PDCAサイクルを活用した商店街の効果的な取組についての調査（現地ヒアリング調査）

（2）PDCAサイクルを活用した商店街の効果的な取組に関する調査



22Research Architects

・PDCAサイクルを活用した商店街の効果的な取組についての調査（現地ヒアリング調査）

（2）PDCAサイクルを活用した商店街の効果的な取組に関する調査



23Research Architects

・PDCAサイクルを活用した商店街の効果的な取組についての調査（現地ヒアリング調査）

（2）PDCAサイクルを活用した商店街の効果的な取組に関する調査



24Research Architects

・PDCAサイクルを活用した商店街の効果的な取組についての調査（現地ヒアリング調査）

（2）PDCAサイクルを活用した商店街の効果的な取組に関する調査



25Research Architects

・PDCAサイクルを活用した商店街の効果的な取組についての調査（現地ヒアリング調査）

（2）PDCAサイクルを活用した商店街の効果的な取組に関する調査



26Research Architects

・PDCAサイクルを活用した商店街の効果的な取組についての調査（現地ヒアリング調査）

（2）PDCAサイクルを活用した商店街の効果的な取組に関する調査



27Research Architects

・PDCAサイクルを活用した商店街の効果的な取組についての調査（現地ヒアリング調査）

（2）PDCAサイクルを活用した商店街の効果的な取組に関する調査



28Research Architects

・PDCAサイクルを活用した商店街の効果的な取組についての調査（現地ヒアリング調査）

（2）PDCAサイクルを活用した商店街の効果的な取組に関する調査
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・PDCAサイクルを活用した商店街の効果的な取組についての調査（現地ヒアリング調査）

（2）PDCAサイクルを活用した商店街の効果的な取組に関する調査
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・PDCAサイクルを活用した商店街の効果的な取組についての調査（現地ヒアリング調査）

（2）PDCAサイクルを活用した商店街の効果的な取組に関する調査
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・PDCAサイクルを活用した商店街の効果的な取組についての調査（現地ヒアリング調査）

（2）PDCAサイクルを活用した商店街の効果的な取組に関する調査
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・PDCAサイクルを活用した商店街の効果的な取組についての調査（現地ヒアリング調査）

（2）PDCAサイクルを活用した商店街の効果的な取組に関する調査

リーフレットを作成するにあたり、商店街組織又は市町村・支援機関等の「先輩の声」を収集した。

「リーフレットに掲載した『先輩の声』」
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（3）事業の改善に繋げるための評価・検証の効果的な実施方法に関する調査

・事業の改善に繋げるための評価・検証を効率的かつ効果的に行うためのアンケート調査票と
集計フォーマットの作成

各商店街がＰＤＣＡサイクルを実践するにあたり、事業の改善（Ａｃｔ）に繋げるための評価・検証（Ｃｈｅｃｋ）を効率的かつ効果的
に行うためのアンケート調査票と集計フォーマットを作成した。
商店街の６つの課題分野別（少子・高齢化、地域交流、新陳代謝、構造改善、外国人対応、地域資源活用）に、過去のＰＤＣＡ事業の活
用例や、地域商業自立促進事業におけるマーケット調査、ニーズ調査の取組例等を踏まえ、アンケート調査票のひな形を作成した。また、
アンケート調査結果を効率的に集計するための集計フォーマットを作成した。
なお、集計フォーマットについては、アンケート調査項目を追加・変更する場合の操作方法をまとめた。

仕 様:
アンケート調査票：各Ａ４サイズ。Ｗｏｒｄ形式加工。２枚程度、両面白黒印刷、再生上質紙想定。
集計フォーマット：Ｅｘｃｅｌ形式。集計マクロを組み込んだもの。

アンケートの種類 ①標準編：全国の商店街が汎用的に使用できる設問からなるアンケート
②個別編：6つの課題分野に特化した設問からなるアンケート

アンケートの設問数 ①標準編：12問（選択式と自由記述の組合せを含む）
②個別編：26問（各課題分野につき4～5問、どれを用いるかは個々の商店街が任意で選択することを想定。）

集計フォーマットの種類 上記①及び②のアンケート調査票の設問に対応した集計フォーマット
（追加各商店街が任意で追加した設問に対応できる集計フォーマットを含む）
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（3）事業の改善に繋げるための評価・検証の効果的な実施方法に関する調査

・事業の改善に繋げるための評価・検証を効率的かつ効果的に行うためのアンケート調査票と
集計フォーマットの作成

「アンケート調査票（標準編）2頁目」「アンケート調査票（標準編）1頁目」
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（3）事業の改善に繋げるための評価・検証の効果的な実施方法に関する調査

・事業の改善に繋げるための評価・検証を効率的かつ効果的に行うためのアンケート調査票と
集計フォーマットの作成

「アンケート調査票（個別編）2頁目」「アンケート調査票（個別編）1頁目」
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（3）事業の改善に繋げるための評価・検証の効果的な実施方法に関する調査

・事業の改善に繋げるための評価・検証を効率的かつ効果的に行うためのアンケート調査票と
集計フォーマットの作成

「集計フォーマット（データ入力画面）」「集計フォーマット（集計手順）」
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（3）事業の改善に繋げるための評価・検証の効果的な実施方法に関する調査

・動作確認のためのテスト調査

作成したアンケート調査票と集計フォーマットが問題なく動作することを確認するため、２件の商店街を対象としてテスト調査を実施し
た。
アンケート調査については、記入例を同封し、郵送にて実施した。
なお、本テスト調査は、集計フォーマットの正常な動作確認が趣旨であることから、それぞれの商店街への配付数を10部としている。

テスト調査実施商店街 テストアンケート実施期間 配付数 回収数 実施方法

福島県会津若松市
神明通り商店街振興組合 令和2年2月27日～3月10日 10部 10部 弊社⇔組合：郵送による配付・回収

組合⇔個店：直接記載訪問による回答

福島県会津若松市
七日町通りまちなみ協議会 令和2年2月27日～3月10日 10部 10部 弊社⇔協議会：郵送による配付・回収

組合⇔協議会：直接記載訪問による回答
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（3）事業の改善に繋げるための評価・検証の効果的な実施方法に関する調査

・動作確認のためのテスト調査

テストアンケートを実施した結果、集計フォーマットが問題なく動作することが確認できた。

福島県会津若松市 神明通り商店街振興組合 テストアンケート結果
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（3）事業の改善に繋げるための評価・検証の効果的な実施方法に関する調査

・動作確認のためのテスト調査

テストアンケートを実施した結果、集計フォーマットが問題なく動作することが確認できた。

福島県会津若松市 神明通り商店街振興組合 テストアンケート結果
福島県会津若松市 神明通り商店街振興組合 テストアンケート結果



40Research Architects

（3）事業の改善に繋げるための評価・検証の効果的な実施方法に関する調査

・動作確認のためのテスト調査

テストアンケートを実施した結果、集計フォーマットが問題なく動作することが確認できた。

福島県会津若松市 神明通り商店街振興組合 テストアンケート結果
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（3）事業の改善に繋げるための評価・検証の効果的な実施方法に関する調査

・動作確認のためのテスト調査

テストアンケートを実施した結果、集計フォーマットが問題なく動作することが確認できた。

福島県会津若松市 神明通り商店街振興組合 テストアンケート結果
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（3）事業の改善に繋げるための評価・検証の効果的な実施方法に関する調査

・動作確認のためのテスト調査

テストアンケートを実施した結果、集計フォーマットが問題なく動作することが確認できた。

福島県会津若松市 神明通り商店街振興組合 テストアンケート結果
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（3）事業の改善に繋げるための評価・検証の効果的な実施方法に関する調査

・動作確認のためのテスト調査

テストアンケートを実施した結果、集計フォーマットが問題なく動作することが確認できた。

福島県会津若松市 神明通り商店街振興組合 テストアンケート結果
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（3）事業の改善に繋げるための評価・検証の効果的な実施方法に関する調査

・動作確認のためのテスト調査

テストアンケートを実施した結果、集計フォーマットが問題なく動作することが確認できた。

福島県会津若松市 神明通り商店街振興組合 テストアンケート結果
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（3）事業の改善に繋げるための評価・検証の効果的な実施方法に関する調査

・動作確認のためのテスト調査

テストアンケートを実施した結果、集計フォーマットが問題なく動作することが確認できた。

福島県会津若松市 神明通り商店街振興組合 テストアンケート結果
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（3）事業の改善に繋げるための評価・検証の効果的な実施方法に関する調査

・動作確認のためのテスト調査

テストアンケートを実施した結果、集計フォーマットが問題なく動作することが確認できた。

福島県会津若松市 神明通り商店街振興組合 テストアンケート結果
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（3）事業の改善に繋げるための評価・検証の効果的な実施方法に関する調査

・動作確認のためのテスト調査

テストアンケートを実施した結果、集計フォーマットが問題なく動作することが確認できた。

福島県会津若松市 神明通り商店街振興組合 テストアンケート結果
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（3）事業の改善に繋げるための評価・検証の効果的な実施方法に関する調査

・動作確認のためのテスト調査

テストアンケートを実施した結果、集計フォーマットが問題なく動作することが確認できた。

福島県会津若松市 七日町通りまちなみ協議会 テストアンケート結果
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（3）事業の改善に繋げるための評価・検証の効果的な実施方法に関する調査

・動作確認のためのテスト調査

テストアンケートを実施した結果、集計フォーマットが問題なく動作することが確認できた。

福島県会津若松市 七日町通りまちなみ協議会 テストアンケート結果
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（3）事業の改善に繋げるための評価・検証の効果的な実施方法に関する調査

・動作確認のためのテスト調査

テストアンケートを実施した結果、集計フォーマットが問題なく動作することが確認できた。

福島県会津若松市 七日町通りまちなみ協議会 テストアンケート結果
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（3）事業の改善に繋げるための評価・検証の効果的な実施方法に関する調査

・動作確認のためのテスト調査

テストアンケートを実施した結果、集計フォーマットが問題なく動作することが確認できた。

福島県会津若松市 七日町通りまちなみ協議会 テストアンケート結果
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（3）事業の改善に繋げるための評価・検証の効果的な実施方法に関する調査

・動作確認のためのテスト調査

テストアンケートを実施した結果、集計フォーマットが問題なく動作することが確認できた。

福島県会津若松市 七日町通りまちなみ協議会 テストアンケート結果
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（3）事業の改善に繋げるための評価・検証の効果的な実施方法に関する調査

・動作確認のためのテスト調査

テストアンケートを実施した結果、集計フォーマットが問題なく動作することが確認できた。

福島県会津若松市 七日町通りまちなみ協議会 テストアンケート結果
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（3）事業の改善に繋げるための評価・検証の効果的な実施方法に関する調査

・動作確認のためのテスト調査

テストアンケートを実施した結果、集計フォーマットが問題なく動作することが確認できた。

福島県会津若松市 七日町通りまちなみ協議会 テストアンケート結果
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（3）事業の改善に繋げるための評価・検証の効果的な実施方法に関する調査

・動作確認のためのテスト調査

テストアンケートを実施した結果、集計フォーマットが問題なく動作することが確認できた。

福島県会津若松市 七日町通りまちなみ協議会 テストアンケート結果
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（3）事業の改善に繋げるための評価・検証の効果的な実施方法に関する調査

・動作確認のためのテスト調査

テストアンケートを実施した結果、集計フォーマットが問題なく動作することが確認できた。

福島県会津若松市 七日町通りまちなみ協議会 テストアンケート結果
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（3）事業の改善に繋げるための評価・検証の効果的な実施方法に関する調査

・動作確認のためのテスト調査

テストアンケートを実施した結果、集計フォーマットが問題なく動作することが確認できた。

福島県会津若松市 七日町通りまちなみ協議会 テストアンケート結果
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（4）地方公共団体等によるPDCAシートの活用促進策に関する調査

・地方公共団体や支援機関が商店街向けに講演等で使用する際の効果的な資料についての調査・検討

以上の調査結果とＰＤＣＡシートを組み合わせ、地方公共団体や支援機関（商店街振興組合連合会、中小企業団体中央会、商工会、商工
会議所、中小企業診断士、ＮＰＯ法人、金融機関の関係者等）が商店街向けに講演等で使用する際の効果的な資料について、有識者ヒア
リングを通して調査・検討を行った。

【長坂先生】
商店街の目線として多いのは、「自治体や支援機関が言っていることが正しいのはわかる。過去にはそういうものも作ってきた、ただ倉
庫に眠っている。」このようになりがちだ。なので、実効性があるものが大事になる。自分たちができる計画を小さいところから大きく
していくことを示す。ここの表現をうまくやらなければいけない。大風呂敷を広げて、商店街ができないことを示すのは良くない。
最初は小さなところから始めて、段々と大きいものに変えてきた。そういう実例を盛り込んでいくと良いのではないか。小さな予算でう
まくいった事例を入れるのが刺さるはずだ。

【久保田センター長】
相手が知りたいことに応えるべき。具体的な記載（数字、具体的に何をしたのか）をする。相手のリテラシーを踏まえる。興味があるも
のはきちんと応えるべき。使用者が説明しやすいものにすべき。商店街を相手にした場合、抽象論はだめ。具体論を求められる。これだ
け良いことがありましたということを盛り込むのが良い。

【新先生】
現状、商店街の方々は、商店街をどのように維持していくか悩んでいる。商業者同士でどう連携するか、そしてみんなを繋ぎ止めるため
にどう取り組んでいくのか。組合や自治体との関係性の維持、繋ぎ止めるための取組、これを実現するための人。この3つで悩んでいる。
この課題をどのようにして解決していくか、寄り添う視点が必要。PDCAの資料を作成するのであれば、これらがどのように関係してく
るかを考えていくことが必要。今回の講演用資料は、人はいるけど現状が整理ができていないところが多い印象なので、そういう前提で
考えるのが良いだろう。

「効果的な資料 ヒアリング時のアドバイス要旨」
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（4）地方公共団体等によるPDCAシートの活用促進策に関する調査

・講演用資料の作成

前記の調査・検討結果に基づき、講演用資料を作成した。
講演用資料には、本調査事業にて作成した導入リーフレットや、過年度事業にて作成したＰＤＣＡ作成マニュアルの紹介の他、商店街の
取組事例や、商店街への支援策の紹介も盛り込んだ。

「講演用資料 目次」 「講演用資料（PDCAシートの活用成果を各種支援策の申請手続等において活用する方法）」
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（4）地方公共団体等によるPDCAシートの活用促進策に関する調査

・有識者ヒアリングの実施

講演用資料の作成について、商店街における組織マネジメント等に関して知見を有する学識経験者、支援機関、商店街の事業者等（３名
程度、都内近郊を想定）からヒアリングを行った。
この有識者ヒアリングにあたっては、講演用資料（案）を用意して臨んだ。

ヒアリング実施日時 有識者（敬称略）

令和2年3月24日 12時～13時 新雅史
（東洋大学非常勤講師）

令和2年3月24日 13時30分～14時30分 長坂泰之
（流通科学大学准教授）

令和2年3月25日 11時～12時 久保田明
（全国商店街支援センターセンター長兼事業統括役）
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（4）地方公共団体等によるPDCAシートの活用促進策に関する調査

・有識者ヒアリングの実施

講演用資料（案）への有識者ヒアリングについて
有識者に講演用資料（案）を提示したうえ、ヒアリングを行った。
ヒアリングの結果、以下のような改善点や今後の課題について助言を受けることができ、反映可能なものについては講演用資料へ反映さ
せた。

【長坂先生】
• あるべきなのは、最新の取組状況を載せることではなく、PDCAサイクルがどう回っているかに焦点を当てることだろう。
• 量よりも質としてPDCAを回しているものが1つ2つでもあるものが良い。PDCAサイクルを回せというのであれば、そこにスポットを
当てて、商店街ビジョン作成シートを書ききることを表現することが大事。

• PDCAの資料であるからこそ、あくでもPDCAサイクルが大事であるということを念押しすべき。補助金の紹介でも、PDCAが使える
ものという観点で示すことが良いのではないだろうか。

【久保田センター長】
• マニュアル部分を含めて、使用しているデータが古い。
• PDCAによって何をやったのか、何をやりたかったのかという意図、そしてどういう成果があったのかというストーリーが見えない。
• PDCA事業は、商店街の活性化が目的なのだから、その成果を書くべきだろう。
• 全体的に、具体的な記載が薄く、抽象論が多く感じるのはよろしくない。

【新先生】
• 補助金の申請にあたって、どういうところにどういう手順を踏んで進めていくのかという点があると良いと思う。
• 個人的には、補助金パートのトビラの次ページに下記のような文言を入れて欲しい。（Ⅰ）補助金・助成金がどういう目的のもとにあ
るのか、（Ⅱ）それがPDCAとどういう関係があるのか、（Ⅲ）補助金を申請するときには基礎自治体と相談・連携をすること。

• 国としての商店街支援をどう考えているのか、中小企業庁としての考えが伝わるように書いた方が良い。
「講演用資料への改善点 ヒアリング時のアドバイス要旨」
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アンケート調査票

３. 添付資料



【Q.01】貴店の業種及び営業年数についてお伺いします。

【Q.02】店舗の⼟地・建物所有状況についてお伺いします。（１つに○印）

【Q.03】現在地での事業意向・⾒通しについてお伺いします。（１つに○印）

【Q.04】貴店の主な顧客層を教えてください。（○印はいくつでも）

【Q.05】今後期待する顧客層を教えてください。（○印はいくつでも）

【Q.06】⼀昨年と⽐較して昨年の経営状況（顧客数、売上）はどうでしたか。（１つに○印）

【Q.07】貴店の売上に貢献していると考えられる取組を教えてください。（○印はいくつでも）

顧客数 １．増加した  ２．減少した  ３．変わらない
売上額 １．増加した  ２．減少した  ３．変わらない

１. アーケードのデザイン
４．伝統・⽂化イベント
７．運動・スポーツイベント

９．その他（具体的に︓

２．歳末セール
５．地域のクラブ活動（定期的）
８．夏祭りイベント

３．各種祭り・フェスティバル
６．年⾦⽀給⽇（偶数⽉の15⽇）

               ）

利⽤時間 １．平⽇_⽇中  ２．平⽇_夜間  ３．休⽇_⽇中  ４．休⽇_夜間  ５．訪問・通販
顧客のタイプ １．⾃店の専⾨性の⾼い商品・サービスを求める市内外在住者

２．⽇常的な商品・サービスを求める近隣および来街客
３．近隣に勤める、あるいは商⽤で訪れたビジネスパーソン
４．公共施設等を訪れた市⺠等の⽴ち寄り
５．観光や⾏楽、友⼈との町歩き・散策・飲⾷などを楽しむ客
６．その他（具体的に︓                            ）

性別 １．男性  ２．⼥性  ３．⼩売ではなく卸売
年齢 １．10 代  ２．20〜30 代  ３．40〜50 代  ４．60 代以上  ５．個⼈ではなく法⼈や事業主
居住地 １．商店街近隣  ２．その他市内  ３．その他市内近隣  ４．その他県内  ５．県外

利⽤時間 １．平⽇_⽇中  ２．平⽇_夜間  ３．休⽇_⽇中  ４．休⽇_夜間  ５．訪問・通販
顧客のタイプ １．⾃店の専⾨性の⾼い商品・サービスを求める市内外在住者

２．⽇常的な商品・サービスを求める近隣および来街客
３．近隣に勤める、あるいは商⽤で訪れたビジネスパーソン
４．公共施設等を訪れた市⺠等の⽴ち寄り
５．観光や⾏楽、友⼈との町歩き・散策・飲⾷などを楽しむ客
６．分からない

性別 １．男性  ２．⼥性  ３．⼩売ではなく卸売
年齢 １．10 代  ２．20〜30 代  ３．40〜50 代  ４．60 代以上  ５．個⼈ではなく法⼈や事業主
居住地 １．商店街近隣  ２．その他市内  ３．その他市内近隣  ４．その他県内  ５．県外

⼟地 １．所有 ２．区分所有、共有 ３．借⽤ 建物 １．所有 ２．区分所有、共有 ３．借⽤

１.20 年後も継続    ２．10 年は継続    ３．５年は継続    ４．未定    ５．その他

≪貴店の状況についてお伺いします≫

るアンケート調査を⾏うことになりました。お答えいただいたデータは、統計的に処理し、個⼈的
な情報が公開されることはありませんので、何卒ご協⼒のほどお願いいたします。

理事⻑ ○○○○

≪貴店についてお伺いします≫

業 種 現在地での営業年数年

○○○○通り商店街振興組合 ○○年○○ ⽉

組合員各位
「○○○○通り商店街振興組合アンケート調査」ご協⼒のお願い

 現在、当組合では、「今後の商店街活動計画の策定」に係る中⼩企業庁実証事業に取り組んでい
ます。今回、商店街の今後の取組を話し合うための資料として、組合員様のご意⾒・ご要望に関す



【Q.08】商店街は今後どのような顧客層を重視していくべきだと思いますか。（○印はいくつでも）

上記の具体的な内容についてご記⼊ください

【Q.09】商店街の強化に必要なものは何だと思いますか。（上位３つに○印）

上記の具体的な内容についてご記⼊ください

【Q.10】商店街の今後にマイナスの影響を及ぼすと懸念されるものがあればお聞かせください。
（⾮常に重要な質問なので是⾮ともご記⼊願います）

【Q.11】今後の商店街の活動に対する要望・提案をお聞かせください。

【Q.12】商店街の強化に向けてどのような⾏政⽀援が必要だと思いますか。（上位３つに○印）

上記の具体的な内容についてご記⼊ください

１. 融資⽀援
４．道路整備
７．関連⽀援機関との連携⽀援
10．企業、⼤学等との連携⽀援
13．その他（具体的に︓

２．経営相談
５．住宅整備
８．近隣住⺠、事業所との連携⽀援
11．まちづくり合意形成の⽀援

３．イベントの補助の充実
６．その他施設整備
９．観光集客⽀援
12．まちづくり計画の周知
              ）

１. 既存店の商品・サービス充実
４．既存イベントの充実
７．⽇本⼈観光客の誘致
10．居⼼地の良さの充実
13．空き店舗・空地・空家活⽤
16．その他（具体的に︓

２．業種構成の充実
５．新たなイベントの実施
８．外国⼈観光客の誘致
11．景観の向上
14. ポイントカード

３．店舗数の増加
６．⽇常的な買い物利便向上
９．観光客対応の充実
12．駐⾞場整備
15. スマホ(ｷｬｯｼｭﾚｽ等)決済
              ）

顧客のタイプ １．⾃店の専⾨性の⾼い商品・サービスを求める市内外在住者
２．⽇常的な商品・サービスを求める近隣および来街客
３．近隣に勤める、あるいは商⽤で訪れたビジネスパーソン
４．公共施設等を訪れた市⺠等の⽴ち寄り
５．観光や⾏楽、友⼈との町歩き・散策・飲⾷などを楽しむ客
６．その他（具体的に︓                            ）

年齢 １．10 代  ２．20〜30 代  ３．40〜50 代  ４．60 代以上  ５．個⼈ではなく法⼈や事業主
居住地 １．商店街近隣  ２．その他市内  ３．その他市内近隣  ４．その他県内  ５．県外
利⽤時間 １．平⽇_⽇中  ２．平⽇_夜間  ３．休⽇_⽇中  ４．休⽇_夜間  ５．訪問・通販

≪あなたの考える商店街についてお伺いします≫

性別 １．男性  ２．⼥性  ３．個⼈ではなく卸売



【Q.13】構造改⾰に関してお伺いします。
13.1.   最近10年間で、貴店の利益はどのように変化していますか。（１つに○印）

13.2.    以下の選択肢で、貴店に影響を与えていると思うものはありますか。（○印はいくつでも）

13.3. 上記項⽬に関して、何らかの改善や対策を⾏っていますか。（１つに○印）

13.4. 上記の具体的な改善や対策について、内容をご記⼊ください。

【Q.14】地域資源活⽤についてお伺いします。
14.1.    貴店がある地域には、地産品、景勝地、芸術等の地域資源がありますか。（１つに○印）

14.2.    貴店は地産品、景勝地、芸術等の地域資源（ご当地品などの商品開発）を活⽤していますか。（１つに○印）

14.3.    地域資源は貴店の売り上げに貢献していると思いますか。（１つに○印）

14.4.   地域資源の活⽤について課題があれば、具体的にご記⼊ください。

【Q.15】地域内交流についてお伺いします。
15.1.    店舗イベント、商店街の催しなど地域内での交流に向けた取り組みをされていますか。（１つに○印）

15.2.    地域内の交流イベントへの参加頻度を教えてください。（１つに○印）

15.3.   地域内での交流は貴店にとって重要と思いますか。（１つに○印）

15.4.    今後、地域内の交流がどのようにあるべきと考えるか、ご記⼊ください。

１．とても思う  ２．まあまあ思う  ３．どちらでもない  ４．あまり思わない ５．全く思わない

１．ある     ２．ない

１．している   ２．していない

１．思う     ２．思わない

１．している   ２．していない

１．毎週     ２．毎⽉      ３．四半期毎     ４．半年毎     ５．毎年

≪あなたの周りで起きている事柄についてお伺いします≫

１．とても伸びた   ２．まあまあ伸びた  ３．変化なし  ４．やや悪化した  ５．とても悪化した

１．⼤型量販店・ショッピングモール  ２．ネット通販  ３．景気  ４．少⼦⾼齢化  ５．その他（     ）

１．⾏っている   ２．⾏っていない



【Q.16】外国⼈対応についてお伺いします。
16.1.    外国⼈顧客（英語等による対応が必要な顧客）の割合を教えてください。（１つに○印）

16.2.    外国⼈顧客のうち、最も多いのはどれですか。（○印はいくつでも）

16.3.    貴店には外国⼈の対応ができる⽅（英語が話せるなど）はいらっしゃいますか。（１つに○印）

16.4.   外国⼈客への配慮など、外国⼈対応をしていますか。（１つに○印）

16.5.   上記の具体的な内容についてご記⼊ください。

【Q.17】世代交代についてお伺いします。
17.1.    貴店を主に経営している⽅の年齢層はどれに当たりますか。（１つに○印）

17.2.    10年以内に経営者が交代する予定はありますか。（１つに○印）

17.3.   貴店の後継者候補はいらっしゃいますか。（１つに○印）

17.4.    跡継ぎは親族でなければならないと思われますか。（１つに○印）

17.5.    上記の具体的な内容についてご記⼊ください。

【Q.18】少⼦⾼齢化についてお伺いします。
18.1.    貴店の来客者のうち、最も多いと思われる年齢層を教えてください。（○印はいくつでも）

18.2.    貴店にとって、少⼦⾼齢化への対策は必要だと思いますか。（１つに○印）

18.3.   貴店は少⼦⾼齢化対策をしていますか（１つに○印）

18.4.    上記の具体的な改善や対策について、内容をご記⼊ください。

どうもご協⼒ありがとうございました。

１．10代以下    ２．20〜30代   ３．40〜50代   ４．60〜70代    ５．80代以上

１．思う      ２．思わない

１．している    ２．していない

１．40代以下    ２．50代     ３．60代      ４．70代      ５．80代以上

１．ある      ２．ない

１．いる      ２．いない

１．思う    ２．思わない

１．8割以上    ２．半分〜8割   ３．半分くらい    ４．2割〜半分   ５．2割以下

１．観光客     ２．労働就労者   ３．留学⽣

１．いる      ２．いない

１．思う      ２．思わない
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アンケートの集計は、質問ごとにシート「⼊⼒」「データ」「結果」で１つのまとまりとなっています。
「⼊⼒」のシートにアンケートの回答結果を⼊⼒すると、「データ」のシートに回答結果が登録され、
「結果」のシートで、アンケート結果をグラフなどで確認することができます。

以下に例として、Q.01〜Q.03の質問について集計する⼿順を⽰します。

1. シート にアンケートへの回答結果を登録します。

2. シートデータが登録されたことを確認します。

3. シート1~2までの⼿順を繰り返し、アンケートの回答結果をすべて登録してください。

「Q1-3入力」

≪アンケートの集計⼿順≫

太枠欄に、業種、営業年数を
それぞれで⼊⼒してください。

⼟地・建物の所有状況から当てはまる
選択肢を、ボタンで選択してください。

事業意向・⾒通しで当てはまる
選択肢を、ボタンで選択してください。

最後に、「データの登録」のボタンを押してください。

データが登録されると、
左図のようなウィンドウが出現します。
ＯＫのボタンを押してください。



4. シートアンケートの回答結果を全て登録したら、シート にて、集計結果を確認します。⼿順は以上になります。「Q1-3結果」



アンケートの回答結果を誤って登録した場合、正しい結果が得られないため、データを削除する必要があります。
例として、Q.01〜Q.03の質問について、登録したデータを削除する⼿順を⽰します。

1. シート を選択し、削除したいデータが登録されていることを確認します。

2.削除したいデータの⾏番号を右クリックします。

≪アンケートデータの削除⼿順≫

「Q1-3データ」

例として、
4⾏⽬の英会話のデータを削除します

削除したい⾏の数字を右クリックします

正しく右クリックすると、右のように表⽰されます。



3.「削除」をクリックし、データが削除されたことを確認します。

削除をクリック

英会話のデータが削除されました



Q.01〜Q.03 Q.04〜Q.07 Q.08〜Q.12

Q.13 Q.14 Q.15

Q.16 Q.17 Q.18

≪各質問に対応するシート≫

「Q1-3入力」 「Q4-7入力」 「Q8-12入力」
「Q1-3データ」 「Q4-7データ」 「Q8-12データ」
「Q1-3結果」 「Q4-7結果」 「Q8-12結果」

「Q13入力」 「Q14入力」 「Q15入力」
「Q13データ」 「Q14データ」 「Q15データ」
「Q13結果」 「Q14結果」 「Q15結果」

「Q16結果」 「Q17結果」 「Q18結果」

「Q16入力」 「Q17入力」 「Q18入力」
「Q16データ」 「Q17データ」 「Q18データ」



データ入力_Q.01～Q.03

【Q.01】貴店の業種及び営業年数についてお伺いします。

業種

現在地での営業年数

【Q.02】店舗の⼟地・建物所有状況についてお伺いします。（１つに○印）

【Q.03】現在地での事業意向・⾒通しについてお伺いします。（１つに○印）

所有

区分所有、共有

借⽤

⼟地

無回答

所有

区分所有、共有

借⽤

建物

無回答

その他

20年後も継続

10年は継続

5年は継続

事業意向・⾒通し

未定

無回答

データ登録



アンケート調査結果_Q.01～Q.03

回収数 0

【Q.01】貴店の業種及び営業年数についてお伺いします。

①業種

②現在地での営業年数

回答平均 #DIV/0! 年

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1~5年 6~10年 11~15年 16~20年 21~25年 26~30年 31~35年 36~40年 41~45年 46~50年 51~55年 56~60年 61~65年 66~70年 71~75年 76~80年 81年~



【Q.02】店舗の土地・建物所有状況についてお伺いします。（１つに○印）

①土地

②建物

【Q.03】現在地での事業意向・見通しについてお伺いします。（１つに○印）

0.0%0.0%0.0%0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

所有 区分所有,共有 借⽤ 無回答

0.0%0.0%0.0%0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

所有 区分所有,共有 借⽤ 無回答

0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

20年後も継続 10年は継続 5年は継続 未定 その他 無回答



データ入力_Q.04～Q.07

【Q.04】貴店の主な顧客層を教えてください。（○印はいくつでも）

1.男性 2.⼥性 3.卸売

1.10代 2.20〜30代 3.40〜50代

4.60代以上 5.法⼈や事業主

無回答

性別

年齢

無回答

1.商店街近隣 2.その他市内 3.その他市内近隣

4.その他県内 5.県外 無回答

居住地

1.平⽇の⽇中 2.平⽇の夜間 3.休⽇の⽇中

4.休⽇の夜間 5.訪問・通販 無回答

利⽤時間

1.⾃店の専⾨性の⾼い商品・サービスを求める市内外在住者

2.⽇常的な商品・サービスを求める近隣および来街客

3.近隣に勤める、あるいは商⽤で訪れたビジネスパーソン

4.公共施設等を訪れた市⺠等の⽴ち寄り

5.観光や⾏楽、友⼈との町歩き・散策・飲⾷などを楽しむ客

6.分からない

無回答

顧客のタイプ



【Q.05】今後期待する顧客層を教えてください。（○印はいくつでも）

　　　その他回答があれば右枠内に入力

【Q.06】⼀昨年と⽐較して昨年の経営状況（顧客数、売上）はどうでしたか。（１つに○印）

1.増加した

2.減少した

3.変わらない

顧客数

無回答

1.男性 2.⼥性 3.卸売

1.10代 2.20〜30代 3.40〜50代

4.60代以上 5.法⼈や事業主

無回答

性別

年齢

無回答

1.商店街近隣 2.その他市内 3.その他市内近隣

4.その他県内 5.県外 無回答

居住地

1.平⽇の⽇中 2.平⽇の夜間 3.休⽇の⽇中

4.休⽇の夜 5.訪問・通販 無回答

利⽤時間

1.⾃店の専⾨性の⾼い商品・サービスを求める市内外在住者

2.⽇常的な商品・サービスを求める近隣および来街客

3.近隣に勤める、あるいは商⽤で訪れたビジネスパーソン

4.公共施設等を訪れた市⺠等の⽴ち寄り

5.観光や⾏楽、友⼈との町歩き・散策・飲⾷などを楽しむ客

6.その他

無回答

顧客のタイプ

1.増加した

2.減少した

3.変わらない

売上額

無回答



【Q.07】貴店の売上に貢献していると考えられる取組を教えてください。（○印はいくつでも）

　　　その他回答があれば右枠内に入力

1.アーケードのデザイン 2.歳末セール

4.伝統⽂化イベント 5.地域のクラブ活動（定期的） 6.年⾦⽀給⽇（偶数⽉の15⽇）

取組

3.各種祭り・フェスティバル

7.運動・ス 8.夏祭りイベント

9.その他 無回答

データの登録



アンケート調査結果_Q.04～Q.07

回収数 0

【Q.04】貴店の主な顧客層を教えてください。（○印はいくつでも）

①性別 ②年齢

③居住地 ④利用時間

⑤顧客のタイプ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

⼥性

卸売

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10代

20〜30代

40〜50代

60代以上

法⼈や事業所

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

商店街近隣

その他市内

その他市内近隣

その他県内

県外

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平⽇の⽇中

平⽇の夜間

休⽇の⽇中

休⽇の夜間

訪問・通販

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

⾃店の専⾨性の⾼い商品・サービスを求める市内外在住者

⽇常的な商品・サービスを求める近隣および来街客

近隣に勤める、あるいは商⽤で訪れたビジネスパーソン

公共施設等を訪れた市⺠等の⽴ち寄り

観光や⾏楽、友⼈との町歩き・散策・飲⾷などを楽しむ客

分からない

無回答



【Q.05】今後期待する顧客層を教えてください。（○印はいくつでも）

①性別 ②年齢

③居住地 ④利用時間

⑤顧客のタイプ
＜その他の回答＞

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

⼥性

卸売

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10代

20〜30代

40〜50代

60代以上

法⼈や事業所

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

商店街近隣

その他市内

その他市内近隣

その他県内

県外

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平⽇の⽇中

平⽇の夜間

休⽇の⽇中

休⽇の夜間

訪問・通販

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

⾃店の専⾨性の⾼い商品・サービスを求める市内外在住者

⽇常的な商品・サービスを求める近隣および来街客

近隣に勤める、あるいは商⽤で訪れたビジネスパーソン

公共施設等を訪れた市⺠等の⽴ち寄り

観光や⾏楽、友⼈との町歩き・散策・飲⾷などを楽しむ客

その他

無回答



【Q.06】⼀昨年と⽐較して昨年の経営状況（顧客数、売上）はどうでしたか。（１つに○印）

①顧客数 ②売上額

【Q.07】貴店の売上に貢献していると考えられる取組を教えてください。（○印はいくつでも）

＜その他の回答＞

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

増加した 減少した 変わらない 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

増加した 減少した 変わらない 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

アーケードのデザイン

歳末セール

各種祭り・フェスティバル

伝統・⽂化イベント

地域のクラブ活動（定期的）

年⾦⽀給⽇（偶数付きの15⽇）

運動・スポーツイベント

夏祭りイベント

その他

無回答



アンケートデータ入力_Q.08～Q.12

【Q.08】商店街は今後どのような顧客層を重視していくべきだと思いますか。（○印はいくつでも）

上記の具体的な内容

1.男性 2.⼥性 3.卸売

1.10代 2.20〜30代 3.40〜50代

4.60代以上 5.法⼈や事業主

無回答

性別

年齢

無回答

1.商店街近隣 2.その他市内 3.その他市内近隣

4.その他県内 5.県外 無回答

居住地

1.平⽇の⽇中 2.平⽇の夜間 3.休⽇の⽇中

4.休⽇の夜間 5.訪問・通販 無回答

利⽤時間

1.⾃店の専⾨性の⾼い商品・サービスを求める市内外在住者

2.⽇常的な商品・サービスを求める近隣および来街客

3.近隣に勤める、あるいは商⽤で訪れたビジネスパーソン

4.公共施設等を訪れた市⺠等の⽴ち寄り

5.観光や⾏楽、友⼈との町歩き・散策・飲⾷などを楽しむ客

6.その他

無回答

顧客のタイプ



【Q.09】商店街の強化に必要なものは何だと思いますか。（上位３つに○印）

　　　その他回答があれば右枠内に入力

上記の具体的な内容

【Q.10】商店街の今後にマイナスの影響を及ぼすと懸念されるものがあればお聞かせください。

【Q.11】今後の商店街の活動に対する要望・提案をお聞かせください。

【Q.12】商店街の強化に向けてどのような⾏政⽀援が必要だと思いますか。（上位３つに○印）

　　　その他回答があれば右枠内に入力

上記の具体的な内容

1.商品・サービス充実 2.業種構成の充実

4.既存イベントの充実 5.新たなイベントの実施 6.⽇常的な買い物利便向上

商店街の強化

3.店舗数の増加

7.⽇本⼈観光客の誘致 8.外国⼈観光客の誘致

16.その他 無回答

9.観光客対応の充実

10.居⼼地の良さの充実 11.景観の向上 12.駐⾞場整備

13.空き店舗・空地・空家 14.ポイントカード 15.スマホ(ｷｬｯｼｭﾚｽ等)決

1.融資⽀援 2.経営相談

4.道路整備 5.住宅整備 6.その他施設整備

⾏政⽀援

3.イベントの補助の充実

7.関連⽀援機関との連携⽀援 8.近隣住⺠、事業所との連携⽀援

13.その他 無回答

9.観光集客⽀援

10.企業、⼤学等との連携⽀援 11.まちづくり合意形成の⽀援 12.まちづくり計画の周知

データの登録



アンケート調査結果_Q.08～Q.12

回収数 0

【Q.08】商店街は今後どのような顧客層を重視していくべきだと思いますか。（○印はいくつでも）

①性別 ②年齢

③居住地 ④利用時間

⑤顧客のタイプ

【具体的な内容】

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

⼥性

卸売

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10代

20〜30代

40〜50代

60代以上

法⼈や事業所

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

商店街近隣

その他市内

その他市内近隣

その他県内

県外

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平⽇の⽇中

平⽇の夜間

休⽇の⽇中

休⽇の夜間

訪問・通販

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

⾃店の専⾨性の⾼い商品・サービスを求める市内外在住者

⽇常的な商品・サービスを求める近隣および来街客

近隣に勤める、あるいは商⽤で訪れたビジネスパーソン

公共施設等を訪れた市⺠等の⽴ち寄り

観光や⾏楽、友⼈との町歩き・散策・飲⾷などを楽しむ客

分からない

無回答



【Q.09】商店街の強化に必要なものは何だと思いますか。（上位３つに○印）

【具体的な内容】

【Q.10】商店街の今後にマイナスの影響を及ぼすと懸念されるものがあればお聞かせください。

【具体的な内容】

【Q.11】今後の商店街の活動に対する要望・提案をお聞かせください。

【具体的な内容】

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

既存店の商品・サービス充実

業種構成の充実

店舗数の増加

既存イベントの充実

新たなイベントの実施

⽇常的な買い物利便向上

⽇本⼈観光客の誘致

外国⼈観光客の誘致

観光客対応の充実

居⼼地の良さの充実

景観の向上

駐⾞場整備

空き店舗・空地・空家活⽤

ポイントカード

スマホ(ｷｬｯｼｭﾚｽ等)決済

その他

無回答



【Q.12】商店街の強化に向けてどのような⾏政⽀援が必要だと思いますか。（上位３つに○印）

＜その他の回答＞

【具体的な内容】

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

融資⽀援
経営相談

イベントの補助の充実
道路整備
住宅整備

その他施設整備
関連⽀援機関との連携⽀援

近隣住⺠、事業所との連携⽀援
観光集客⽀援

企業、⼤学等との連携⽀援
まちづくり合意形成の⽀援

まちづくり計画の周知
その他
無回答



アンケートデータ入力_Q.13

13.1.   最近10年間で、貴店の利益はどのように変化していますか。（１つに○印）

13.2.    以下の選択肢で、貴店に影響を与えていると思うものはありますか。（○印はいくつでも）

　　　その他回答があれば右枠内に入力

13.3. 上記項⽬に関して、何らかの改善や対策を⾏っていますか。（１つに○印）

13.4. 上記の具体的な改善や対策について、内容をご記⼊ください。

1.とても伸びた

2.まあまあ伸びた

3.変化なし

利益

4.やや悪化した

1.⼤型量販店・ショッピングモール 2.ネット通販

4.少⼦⾼齢化 5.その他 無回答

居住地

5.とても悪化した

無回答

3.景気

1.⾏っている

2.⾏っていない

改善や対策

無回答

データの登録



アンケート調査結果_Q.13

回収数 0

13.1.   最近10年間で、貴店の利益はどのように変化していますか。（１つに○印）

13.2.    以下の選択肢で、貴店に影響を与えていると思うものはありますか。（○印はいくつでも）

＜その他の回答＞

13.3. 上記項⽬に関して、何らかの改善や対策を⾏っていますか。（１つに○印）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

とても伸びた やや伸びた 変化なし やや悪化した 悪化した 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

⼤型量販店・ショッピングモール

ネット通販

景気

少⼦⾼齢化

その他

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

⾏っている ⾏っていない 無回答



13.4. 上記の具体的な改善や対策について、内容をご記⼊ください。

【具体的な内容】



アンケートデータ入力_Q.14

14.1.    貴店がある地域には、地産品、景勝地、芸術等の地域資源がありますか。（１つに○印）

14.2.    貴店は地産品、景勝地、芸術等の地域資源（ご当地品などの商品開発）を活⽤していますか。（１つに○印）

14.3.    地域資源は貴店の売り上げに貢献していると思いますか。（１つに○印）

14.4.   地域資源の活⽤について課題があれば、具体的にご記⼊ください。

1.ある

2.ない

地域資源の有無

無回答

1.している

2.していない

地域資源の活⽤

無回答

1.思う

2.思わない

地域資源の売り上げ貢献

無回答

データの登録



アンケート調査結果_Q.14

回収数 0

14.1.    貴店がある地域には、地産品、景勝地、芸術等の地域資源がありますか。（１つに○印）

14.2.    貴店は地産品、景勝地、芸術等の地域資源（ご当地品などの商品開発）を活⽤していますか。（１つに○印）

14.3.    地域資源は貴店の売り上げに貢献していると思いますか。（１つに○印）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ある ない 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

している していない 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

している していない 無回答



14.4.   地域資源の活⽤について課題があれば、具体的にご記⼊ください。

【具体的な内容】



アンケートデータ入力_Q.15

15.1.    店舗イベント、商店街の催しなど地域内での交流に向けた取り組みをされていますか。（１つに○印）

15.2.    地域内の交流イベントへの参加頻度を教えてください。（１つに○印）

15.3.   地域内での交流は貴店にとって重要と思いますか。（１つに○印）

15.4.    今後、地域内の交流がどのようにあるべきと考えるか、ご記⼊ください。

1.している

2.していない

取り組み

無回答

1.毎週 2.毎⽉

参加頻度

3.四半期毎

4.半年毎 5.毎年 無回答

1.とても思う 2.まあまあ思う

重要と思うか

3.どちらでもない

4.あまり思わない 5.全く思わない 無回答

データの登録



アンケート調査結果_Q.15

回収数 0

15.1.    店舗イベント、商店街の催しなど地域内での交流に向けた取り組みをされていますか。（１つに○印）

15.2.    地域内の交流イベントへの参加頻度を教えてください。（１つに○印）

15.3.   地域内での交流は貴店にとって重要と思いますか。（１つに○印）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

している していない 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

とても思う まあまあ思う どちらでもない
あまり思わない まったく思わない 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

毎週 毎⽉ 四半期毎 半年毎 毎年 無回答



15.4.    今後、地域内の交流がどのようにあるべきと考えるか、ご記⼊ください。

【具体的な内容】



アンケートデータ入力_Q.16

16.1.    外国⼈顧客（英語等による対応が必要な顧客）の割合を教えてください。（１つに○印）

16.2.    外国⼈顧客のうち、最も多いのはどれですか。（○印はいくつでも）

16.3.    貴店には外国⼈の対応ができる⽅（英語が話せるなど）はいらっしゃいますか。（１つに○印）

16.4.   外国⼈客への配慮など、外国⼈対応をしていますか。（１つに○印）

16.5.   上記の具体的な内容についてご記⼊ください。

1.8割以上 2.半分〜8割

割合

3.半分くらい

4.2割〜半分 5.2割以下 無回答

1.思う

2.思わない

対応有無

無回答

1.いる

2.いない

対応ができる⽅

無回答

1.観光客 2.労働就労者

3.留学⽣ 無回答

外国⼈顧客

データの登録



アンケート調査結果_Q.16

回収数 0

16.1.    外国⼈顧客（英語等による対応が必要な顧客）の割合を教えてください。（１つに○印）

16.2.    外国⼈顧客のうち、最も多いのはどれですか。（○印はいくつでも）

16.3.    貴店には外国⼈の対応ができる⽅（英語が話せるなど）はいらっしゃいますか。（１つに○印）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

8割以上 半分〜8割 半分 2割〜半分 2割以下 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

いる いない 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

観光客

就業労働者

留学⽣

無回答



16.4.   外国⼈客への配慮など、外国⼈対応をしていますか。（１つに○印）

16.5.   上記の具体的な内容についてご記⼊ください。

【具体的な内容】

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

思う 思わない 無回答



アンケートデータ入力_Q.17

17.1.    貴店を主に経営している⽅の年齢層はどれに当たりますか。（１つに○印）

17.2.    10年以内に経営者が交代する予定はありますか。（１つに○印）

17.3.   貴店の後継者候補はいらっしゃいますか。（１つに○印）

17.4.    跡継ぎは親族でなければならないと思われますか。（１つに○印）

17.5.    上記の具体的な内容についてご記⼊ください。

1.ある

2.ない

交代予定

無回答

1.いる

2.いない

後継者候補

無回答

1.思う

2.思わない

跡継ぎ親族

無回答

1.40代以下 2.50代

割合

3.60代

4.70代 5.80代以上 無回答

データの登録



アンケート調査結果_Q.17

回収数 0

17.1.    貴店を主に経営している⽅の年齢層はどれに当たりますか。（１つに○印）

17.2.    10年以内に経営者が交代する予定はありますか。（１つに○印）

17.3.   貴店の後継者候補はいらっしゃいますか。（１つに○印）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

40代以下 50代 60代 70代 80代以上 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

いる いない 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

いる いない 無回答



17.4.    跡継ぎは親族でなければならないと思われますか。（１つに○印）

17.5.    上記の具体的な内容についてご記⼊ください。

【具体的な内容】

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

思う 思わない 無回答



アンケートデータ入力_Q.18

18.1.    貴店の来客者のうち、最も多いと思われる年齢層を教えてください。（○印はいくつでも）

18.2.    貴店にとって、少⼦⾼齢化への対策は必要だと思いますか。（１つに○印）

18.3.   貴店は少⼦⾼齢化対策をしていますか（１つに○印）

18.4.    上記の具体的な改善や対策について、内容をご記⼊ください。

1.している

2.していない

対策の有無

無回答

1.思う

2.思わない

対策の必要性

無回答

1.10代以下 2.20〜30代

4.60〜70代 5.80代以上

外国⼈顧客

3.40〜50代

無回答

データの登録



アンケート調査結果_Q.18

回収数 0

18.1.    貴店の来客者のうち、最も多いと思われる年齢層を教えてください。（○印はいくつでも）

18.2.    貴店にとって、少⼦⾼齢化への対策は必要だと思いますか。（１つに○印）

18.3.   貴店は少⼦⾼齢化対策をしていますか（１つに○印）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

いる いない 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

いる いない 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10代

20〜30代

40〜50代

60〜70代

80代

無回答



18.4.    上記の具体的な改善や対策について、内容をご記⼊ください。

【具体的な内容】
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令和元年度中⼼市街地活性化⽀援⼈材育成事業
（商店街におけるPDCAサイクル活⽤の促進に関する調査）
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Ⅲ .

Ⅳ .

導入リーフレットの紹介
→「商店街ビジョン作成シート」への興味喚起

作成マニュアルの紹介
→「商店街ビジョン作成シート」の作成手引き

商店街が実施している取組の紹介
→ 「商店街ビジョン作成シート」による効果イメージ

商店街ビジョンの実現に向けた支援策の紹介
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Ⅰ. 導入リーフレットの紹介

2



Ⅰ. 導入リーフレットの紹介

【表紙】

こんなお悩み、抱えていませんか？

• 若い世代の参加が少ない
• 商店街の向かうべき方向が見えない
• 商店街と個店がバラバラになっている
• 商店街活動の担い手が減ってきている
• 恒例のイベントだけど、何のためにやっている
のか分からない

• 空き店舗が目立ってきた
• 周辺の人口がどんどん減ってきた

などなど…

3



【中ページ】

• 「シート」の
記載イメージ

• 記載のための視点
• マニュアルへの橋渡し

• 「シート」を導入した
商店街の声

4

Ⅰ. 導入リーフレットの紹介



【裏表紙】

• 実際に手を動かして記載
できるブランクシート

• 「シート」記載の際に
参考となるワンポイント
を各区分に配置

5

Ⅰ. 導入リーフレットの紹介



Ⅱ. 作成マニュアルの紹介
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Ⅱ. 作成マニュアルの紹介
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Ⅱ. 作成マニュアルの紹介
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Ⅱ. 作成マニュアルの紹介
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Ⅱ. 作成マニュアルの紹介
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Ⅱ. 作成マニュアルの紹介
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Ⅱ. 作成マニュアルの紹介
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Ⅱ. 作成マニュアルの紹介
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Ⅱ. 作成マニュアルの紹介
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Ⅱ. 作成マニュアルの紹介
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Ⅱ. 作成マニュアルの紹介
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Ⅱ. 作成マニュアルの紹介
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Ⅱ. 作成マニュアルの紹介
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Ⅱ. 作成マニュアルの紹介
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Ⅱ. 作成マニュアルの紹介
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Ⅱ. 作成マニュアルの紹介
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Ⅱ. 作成マニュアルの紹介
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Ⅱ. 作成マニュアルの紹介



Ⅲ. 商店街が実施している取組の紹介

24



商店街ビジョン作成シートを導入して、よ
うやく2年目で感触を掴んでいます。例えば、
マルシェ事業では、最初は業者を呼んでい
ましたが、そうするとお金が続きませんで
した。そこでコストを抑えるために、NPO
などの団体や外部の人と繋がったのですが、
今ではそういった方々が、自発的に参画し
てくれるようになりました。現在では20近
くの団体や人と繋がっています。一歩踏み
出したからこそ、そういう人達と出会うこ
とができたのです。

25

Ⅲ. 商店街が実施している取組の紹介

「神明通り商店街PDCAシート」
出典：神明通り商店街振興組合作 H30神明PDCAまとめ（結果）

福島県会津若松市 神明通り商店街振興組合

～ PDCAで得られたこと～

福島県会津若松市 神明通り商店街振興組合では、「まずはやってみる」ということを大事にしています。もちろん、やってもダメ
なときは振り出しに戻ることも多いですが、商店街ビジョン作成シートを一巡した後も、新しい取組をたくさん始めています。
高齢者向け、子育て世代向けと、対象者を変えたイベントを順次実施し、ついに若年層向けのものが実現しました。反響はとても
良く、商店街が抱える問題の解決に向けて一歩前進することができました。早くも次回のイベント開催を計画中です。



26

Ⅲ. 商店街が実施している取組の紹介

福島県会津若松市 神明通り商店街振興組合

令和2年1月に実施した「神明通り商店街ハラジュク化プロジェ
クト」は、もともと原宿で地方出店の動きがあったことに遡り
ます。神明通り商店街として、高齢者向けのイベントを2周、子
育て世代向けのイベントを1周し、次なるイベントとして、中高
生を対象にしたものへ目が向けられるようになったところだっ
たため、まさに好タイミングでした。実施の結果、商品が完売
するほどの反響がありました。多くのメディアによる発信も
あって、来場者数がこれまでのイベントでは3,000人であった
のが、10,000人以上にのぼりました。売上もこれまでの3～5
倍にまで上昇。空き店舗を活用したイベントであり、商店街が
抱えている問題解決の糸口も見えつつあります。

n 取組の状況
神明通り商店街の認知度は上がり、今後の商店街活動の起爆剤
としては十分すぎる効果が出たと感じています。特に、地元の
女子中高生によるSNSでの広報が多かったと言えます。そのお
陰もあって、高校生や中学生の来場者が多かったです。（参
考：会津若松市の高校生3,500人、同中学生3,000人）このイベ
ントを機に、掃除のボランティアが増えたことも追い風となる
でしょう。令和2年夏ごろには、第2回目となるイベントを予定
しています。

n 成果と今後の展望

「神明通り商店街ハラジュク化プロジェクト 宣伝チラシ」
出典：神明通り商店街振興組合作 ハラジュク化チラシ

「メディア取材の様子」
出典：ハラジュク化プロジェクトFacebookページ

https://www.facebook.com/events/神明通り商店街/神明通りハラジュク化プロジェクト/2432526446873703/
（上2ついずれも）

「ハラジュク化プロジェクトの様子」



古くからのオーナー店舗と新しいテナント
店舗とを結んで、商店街が一体となって協
力していく動きが生まれました。勉強会を
開催し、テナントの方と商店街の歴史や背
景を共有して、意識面を強化することから
始めています。テナントの方にも、組合の
役員に入っていただきました。10年前には
0人だったのが、現在では4人（約30％）に
増えました。役員になったテナントの方の
中には、宇都宮市の中心部や商店街で新し
い取組を始めようと動きを見せている方も
いらっしゃいます。

27

Ⅲ. 商店街が実施している取組の紹介

「宇都宮オリオン通り商店街振興組合PDCAシート」
出典：宇都宮オリオン通り商店街振興組合作 宇都宮オリオン通り商店街PDCA運用シート

栃木県宇都宮市 宇都宮オリオン通り商店街振興組合

～ PDCAで得られたこと～

栃木県宇都宮市 宇都宮オリオン通り商店街は、3年間かけてPDCAサイクルを回してきました。このことを通して、栃木県商店街
振興組合連合会にて「商店街指針ハンドブック」という冊子を作成することの必要性を感じるようになりました。「地元に密着し
て、地元を重視していく」という視点を浮き彫りにできたことが何よりの成果だと思います。
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Ⅲ. 商店街が実施している取組の紹介

栃木県宇都宮市 宇都宮オリオン通り商店街振興組合

この10年の間で、郊外に大型店が増え、消費者の消費志向やラ
イフスタイルが変わりました。しかし、商店街はこの動きにつ
いていけていないのが実態です。PDCAサイクルを3年間回した
ことで、「商店街指針ハンドブック」を作成する必要性をより
感じられるようになりました。オーナー経営者の考えている姿
と、変わりゆく街のあり方との間に、大きなギャップが生まれ
ていたことが大きな背景です。「商店街指針ハンドブック」は、
これを埋めるためのツールとなります。「商店街指針ハンド
ブック」では、「顧客」などの以前から共有されている視点に
加えて、「地域」や「社会」という新しい視点を盛り込みまし
た。「商店街指針ハンドブック」の冒頭ページ近くに記載する
ことで、これらの新しい視点を特に見直そうというメッセージ
も込めました。

n 取組の状況
「商店街指針ハンドブック」に記載している内容は、オーナー
店舗向けのものが多めですが、これはテナントとの意思統一を
図ることを目的にしているからです。もちろん、商店街の歴史
や文化を見直すことは、誇りやアイデンティティを再確認する
意味もあります。地元への密着と、かつての広域経済圏への回
帰は、一見すれば背反していますが、根本には自分たちを見直
してこれからの方向性を定めるというテーマで結ばれているの
です。中心市街地の代表的商店街という面を取り戻し、同時に
新規居住者にも地元意識を持って地元消費をしてもらいたいと
考えています。

n 今後の展望

「商店街指針ハンドブックの表紙」
出典：栃木県商店街振興組合連合会作
「商店街指針ハンドブック」（表紙）

「商店街活動指針」
出典：栃木県商店街振興組合連合会作
商店街指針ハンドブック（P1-2）



何をすべきかが具体的に見えてきました。
町のイベントにも、ママさんネットワーク
を積極的に活用することで、意見交換が実
現し、若い世代の考えををたくさん聴くこ
とができました。そのおかげで、今までと
は違うやり方で進めることができたのです。
これまでの商店街活動は、男性目線で年配
の方からの意見で進んでいましたが、新た
な風穴を開けることに繋がっていくものと
期待しています。「見える化」されたとい
うのが大きいと思います。
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「上十日町商店会PDCAシート」 出典：上十日町商店会（山形県上山市）取組事例（P2）

山形県上山市 上十日町商店会

～ PDCAで得られたこと～

山形県上山市 上十日町商店会では、経営破綻してしまった集客施設が上山市等によって新たな交流施設として整備されたことを受
けて、その施設を利活用するための連携事業を展開しました。商店街ビジョン作成シートを意識的に活用することで、若い世代の
メンバーを集めることができました。柔軟な思考できちんと意見をしてもらえることが何よりとのこと。若い世代へのバトンタッ
チを図ることが次の課題です。
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山形県上山市 上十日町商店会

再生を図った集客施設は、近隣商店街の中心地でど真ん中にあ
ります。ここからの流入客を、上十日町商店会をはじめとした
近隣商店街が獲得したいという狙いがありました。事業の結果、
生まれ変わった「二日町プラザ」の利用者数は多くなりました。
子育て施設や図書館には、昨年でそれぞれ10万人ずつの計20万
人の集客が得られたのです。平成30年5月の「二日町プラザ」
オープンのときから、定期的に実施しているマルシェは、各商
店街へ人が流れるように企図しているものです。出店数は多い
時は20店前後。このうち外部からは3店くらいが参加していま
す。ここから上十日町商店会への集客はまずまずといったとこ
ろです。子育て世代のママさんからも色々な意見が寄せられて
います。そのおかげで、今までとは違うやり方で進めることが
できました。イベントに向けたチラシのデザインも大きく変
わって、若い出店者からの声かけも得られるようになりました 。

n 取組の状況
平成30年11月ごろからは、サービス券の配布を行っています。
図書館等の施設を使った方が、商店街にある33店のお店の中か
ら選んで使えるものを発行しています。
これまでに650枚が発行されましたが、サービス券を使う人は
まだ少ない状況です。ただ、商店街へ足を延ばしてもらうきっ
かけにはなっており、加えて商店街のPRにもなっています。集
客は時間がかかるものなので、次なる課題として捉えています。

n 新たな施策と課題

「二日町プラザ外観」
出典：上山市商工課ホームページ

http://kaminoyama-recruit.net/ （上2ついずれも）

「二日町プラザ1周年記念フェスティバル マルシェ 宣伝チラシ」



東城町の計画には、「観光客を呼ぶ」とい
うプランが明示されているので、補助金の
案内を受けてから申請するまで、商工会と
して一体となってスムーズに進めることが
できました。その結果、令和元年9月末に
「商店街活性化・観光消費創出事業」に採
択されました。規模はおよそ630万円で、
域外から消費を創出する商店街補助金です。
観光客を商店街に呼び込むため、商店街を
紹介する冊子や動画の制作を実施。この結
果、来客数の増加を達成できました。

現状の洗い出しや分析は力を入れています。
特に、SWOT分析はよく行なっています。
組織の体質もあるかと思いますが、PとDを
早く回すことがポイントであり、強みと
なっています。また、一つ一つの施策に期
限を定めることも重要です。さらに会議の
場、誰がやるのか、いつやるのか、どのよ
うにやるのかなど、毎回決めるようにして
います。その他、Cでは、色々な立場や世代
からの評価を入れるのが良いでしょう。Dと
Cは特に大事だと思います。
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「HOROCA（ほろか）カード」
出典：東城町商工会作 東城町商工会の取組について（P1）

平成30年度地域商業自立促進事業採択案件広島県庄原市 東城町商工会

広島県庄原市 東城町商工会では、平成30年度地域商業自立促進事業において、 「HOROCA（ほろか） 」という電子マネー機能
付きICカードを東城町内の商店街に導入しました。運用が開始してから1年が過ぎますが、東城町人口の9割近くに普及しており、
足下は順調です。Uターンによって出店をした事業者が、施策とうまく合致して地元住民の支持を得ることができました。日本全国
へ向けて、山間部の商店街における成功モデルとなれるよう取り組んでいます。

～ PDCAで得られたこと～～ PDCA的視点 ～

「HOROCA（ほろか）加盟店表示板」
出典：東城町商工会作 東城町商工会の取組について（P5）
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「今後の取組策」
出典：東城町商工会作

東城町商工会の取組について（P6）

平成30年度地域商業自立促進事業採択案件広島県庄原市 東城町商工会

東城町の電子マネー機能付きICカード「HOROCA（ほろ
か） 」は、消費者が加盟店で使用すると、手数料が商工会に
入ってきます。商工会は、その手数料を資金として、消費者の
チャージ時に1％のプレミアムを付与したり、町が実施するお祭
りに寄付するなど、消費者へ還元をするという地域内循環が構
築されました。この1年間で、地域内循環のシステムは回ってき
ましたが、これに加えて町外からの消費喚起にも力を入れてい
ます。特に、バスツアーなどを実施する観光協会と協力して、
様々なプロモーションをかけており、夏の行楽シーズンには多
くの観光客が来街し、 「HOROCA（ほろか） 」を購入するこ
とが見込まれています。

n 取組の状況
今後は、 「HOROCA（ほろか） 」で得られるビッグデータを
もとにして、東城町の外部から来た方が、東城町で事業を行う
ための仕組みづくりやサポートなど、創業支援や事業承継に活
かしていきたいと考えています。もちろん既存個店への経営指
導も視野に入れています。また、マイナポイント事業でほろか
カードを連動させるなど、行政との連携も積極的に図りたいと
考えています。病院やふるさと納税での連動も計画しています。
このような取組を通して、日本全国へ向けて山間部の商店街に
おける成功モデルとなることを目指します。

n 今後の展望

「東城町におけるキャッシュレス比率と売上の推移表」
出典：東城町商工会作

東城町商工会の取組について（P3）
「東城町プロモーション冊子・ポスター」

上2ついずれも出典：東城町商工会作 東城町商工会の取組について（P5）
「東城町プロモーション動画」



平成30年度地域商業自立促進事業採択案件

日本全国で反響はとても良いです。会う人
会う人から聞かれています。ただ、そもそ
も「自分事化」できる人や組織でないと、
PDCAサイクルを回すことは難しいのでは
ないかと考えています。PDCAでは、サイ
クルを回すということはもちろん大事です
が、向かうべき方向や、構想が固まってい
なければ、周囲へ影響を与えることは程遠
くなってしまうのではないかと思います。

まずは、出発点となるPを「自分事化」でき
るかどうかが肝要です。そして、それを実
行する（＝D）のも、「自分事化」できるか
にかかっています。検証して（＝C）アク
ションする（＝A）のも、他人任せにしてい
ないかを確認すべきだと思います。
こういったことを念頭に置いて、組織論や
人材育成を考えると、PDCAサイクルを効
果的に回せるようになるでしょう。
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愛媛県松山市 松山中央商店街連合会・株式会社まちづくり松山

株式会社まちづくり松山では、平成30年度地域商業自立促進事業において、①地域電子マネー・電子お買物チケット・共通ポイン
トを発行及び決済する専用端末と、②クレジットカード・電子マネー・交通系ICカードに対応するマルチ決済端末及び電子サイン
パッドを整備しました。キャッシュレス決済が乱立しているため、当初の予定と比べると①と②の導入ペースは低調となりました
が、地域住民にも慣れ親しんでもらえ、反響も良いと感じています。これからは、商店街だけではなく、企業ポイントとの提携を
増やしたり、温泉施設の入浴ラリーなどのイベントと連携することで、地域へと目線を広げていきたいと考えています。

～ PDCAで大事なこと～～ PDCA的視点 ～

「まちペイ ロゴマーク」
出典：株式会社まちペイ公式サイト https://machipay.jp

（上2ついずれも）

「まちペイ 利用イメージ」
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「地域電子マネー machica（マチカ）」
出典：株式会社まちペイ公式サイト https://machipay.jp（上2ついずれも）

平成30年度地域商業自立促進事業採択案件愛媛県松山市 松山中央商店街連合会・株式会社まちづくり松山

平成30年度末での地域電子マネー「machica（マチカ）」の利
用登録者数は5,000名程度でしたが、1年後には9,100名まで増
加しました。クレジットカード・電子マネー・交通系ICカード
に対応するマルチ決済端末及び電子サインパッドについて、導
入できていないのは、既に自社でキャッシュレス化に対応して
いた店舗の他、献血所などの非営利組織や、後継者不在などに
よる閉店見込みの個店等となります。したがって、実質的には、
商店街全域のキャッシュレス化をすることができたと評価して
います。
また、キャッシュレスサービスとしてはおそらく初めての路面
店を設けています。現在、キャッシュレスサービスは色々とあ
りますが、消費者は何が自分に合っているか、何が得なのかが
分かりづらい状況にあります。そこで、まちづくり松山では、
「machica（マチカ）」の路面店を設置しました。消費者は何
かあればいつでも問い合わせできる状態になっています。

n 取組の状況
1年超の期間を経過して、地域が自前でキャッシュレスサービス
を実施できるようになったことが、大きな成果だと捉えていま
す。このことで、地元でお金が回せるようになってきました。
また、商店街においては、経費の削減が進んだことも成果とし
て挙げられるでしょう。各個店が経費を削減できたおかげで、
消費者へのお買い物券やポイントを発行できるようになりまし
た。こういったことをきっかけに、さらに地域消費者の呼び込
みに繋がっていくことを考えています。

n 実施内容と成果

「 machica（マチカ）の路面店」
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視点 状態（例）

!
"
#
機
能

人口 ＜行政＞商圏人口の年齢別構成と増減数（総人口21,658人、高齢化率19.45％）等
＜商店街＞商店街内の土地利用の変化（店舗、オフィス、集合住宅の増減）

コミュニティ ＜行政＞住民・自治会（町会）へのアンケートによるコミュニティが活性したとの認識５３％
＜商店街＞自治会主催のイベントへの参加・協賛１０件（単位町内会５件。連合町内会５件

商
'
#
機
能

売上・来街者等 ＜商店街＞組合員のうち、５％が売上増。来街者数の増減、空き店舗数の増減

店揃え・業種ミックス ＜商店街＞Ｈ29年末以降の新規出店8件。新規業種２件（美容エステ、アパマンショップ）。
廃業2店(居酒屋）

組合員のｺﾐｭﾆｹｰｼｮ
ﾝ・状況確認

＜商店街＞組合主催のイベント実施２２件、理事会・実行委員会等会議２３回。組合員以外事
業者のイベント・活動等への参加多数。イベント効果（来街者数夏まつり6000人）

情報発信・ブランド化 マスコミや専門誌等での評判店・繁盛店等の紹介件数。各種取材対応増加数10件（年平均）

･まちの駅活性化事業
と案内人の育成

･商人チャンレジ選手権開催

･「高齢者健康増進プログラ
ム」の一環として鹿屋体育大
学と連携した「貯筋運動」事業
を導入しまちの駅で貯筋額を
商品券に変換。「福祉のまち
づくり」を標榜し地域コミュニ
ティーを育成し「商店街まるご
とＣＣＲＣ」づくりに着手

・大半が防犯カメラの犯罪抑止
効果を実感500件⇒300件へ

A見守り健康相談室の開設
B健康づくり体操教室開催

・街が明るくなり、子供が安心して
通行できるという声が多い。

来街対象（主なターゲット層）
ü 地域住民（お年寄）

ü 延べ人数増加（人数×
来街頻度））

・ｽﾏﾎ普及で事業化見送り、見
守ﾏﾝｼｮﾝﾝは投資ﾘｽｸで見送。

・かなり人気があるので組合員
も納得。組合員以外の事業者は
喜んでいる。

・委託NPOに経営能力が乏しく
事業が回らなくなって中止

A認知度:居住者25％､来街者29％

・ガイドブックは好評で増刷で対
応。居住者の認知度55.5％

・子育てママ層には好評価。認知
度:居住者33％来街者29％

・クーポン付の冊子の発行に
よる新リピーター確保・Ｒ1年
「福祉フェア」を開催した

･子育て支援室開設支援、Ｒ
１年タウンガイド「地域で子育
て支援」作成予定

･子育て支援室開設(NPOと連携)

･商店街まるごと子供110番の店

･小学生ﾚｽｷｭｰ大声ｺﾝﾃｽﾄ開催

・「おじゃったもんせ市」来場者

・マスコミでの紹介頻度も増え宇
宿商店街の情報発信力が高まっ
たと感じる組合員が増えた。

・認知度居住者61％来街者53％

・認知度:居住者37％､来街者41％

･認知度:居住者59％、来街者50％

･警察署・消防署と連携して
安心・安全への取り組みを紹
介し啓発活動実施、小学生と
保護者と顔の見える関係づく
りを模索。自然環境保護活動
を実施

･まちの駅、全国防災ネット
ワークのつながりを活かして
「被災地支援物産展」を企画中

来街対象(主なターゲット層）
ü 商圏住民（新旧）

ü 来街実人数増加（潜在
顧客掘り起こし）

高齢者の見守りのまちづくり

安心・安全のまちづくり

交流・参加・協働のまちづくり

･
防犯灯のリニューアル

Ｒ1ミニコミ誌「宇宿タウンガ
イド7号：子育て支援」発刊

・まちの駅があるので人が集まるように
なった（売上高30万円→70万円。

・「まちの駅」により高齢者見守り
機能が高まったという声がある。

□商圏分析

人口動向・人口年齢構成・競合店立地・最寄駅乗
降客等

■ターゲット層設定

近隣高齢者・子育て世代を中心に１Ｋｍ商圏内に
居住する地域住民（新規住民を含む）

■第５次鹿児島市総合計画
.・魅力ある商店街づくりへの支援

■鹿児島市商工業振興プラン
・地域に根ざした商店街づくりの促進
（商店街の共同施設整備に対する支援
/商店街の独自のアイデアや創意工夫による取組に対す
る支援）
・魅力ある個店ス栗の促進
（地域の個店同士が連携した取り組みへの支援/地域の
繁盛店づくりのためのセミナーの開催や講師の派遣）
□鹿児島市コミュニティプラン

■頑張る商店街支援事業（総合支援型、個別支援型）
□コミュニ的協議会の全本格展開の方向

来街対象（主なターゲット層）
ü 地域住民（お年寄、子ど

も、子育てママなど）

ü 来街延べ人数増加（人
数×来街頻度）

平成２９年、日常感覚、定点観測、アン

ケート、ヒアリング、統計データ等分析
（商店街診断）、

３０年地域ｋミュｔにティアンケート分析

･市電沿線商店街と連携し、
「商店街えびすツアー」実施

ビジョンの実践（事業実施）（DO）
組合員・他の事業者の評
価・反応等(CHECK１）

顧客・住民・自治会・行政
等の反応（CHECK２）

今後の事業の改善・見直
し・進化(ACTION）

商圏人口（１ｋｍ圏）・・経済センサス
2010年
総人口 22,625人 65歳以上 5,725人（25.3%)
2050年⇒緩やかな人口減少、顕著な高齢化
総人口 19,242人（0.851）65歳以上 9,001人
(46.8%)

まち（商店街）の将来像に対する検証(CHECK３)

子育て支援・街育のまちづくり

来街対象（主なターゲット層）
ü 地域住民（子育てママ）

ü 来街延べ人数増加（人
数×来街頻度）

A見守携帯電話導入実証実験
B認知症カフェ開催の実証実験

･おじゃったもんせ市(毎月開催)

･防犯カメラの設置

･ゴミの持ち帰り運動実施

A 新えびすサポーター募集
B 暖か大賞表彰

･地域コミュニティ協議会とコラボ

Show-Iグランプ開催（国体）

･国際交流事業（インバウンド）

･納涼夏祭りの開催(組合主催)

･「暖か大賞」の評価項目の見
直し、「宇宿の宴」の定着を組
込み青年部主催事業として展
開中。
・サポーターを活用した定期
的なにニーズ調査を実施。

･商人選手権については、参
加者層の拡をめざし、高校大
学・一般チームを受入れる。

･宇宿ワイワイ市開催（新規）

A貢献度:通行量60％､売上30％
B貢献度:通行量60％､売上30％

・認知度居住者48％来街者45％・貢献度:通行量41％､売上18％

・貢献度:通行量67％､売上27％

・貢献度:通行量50％､売上50％

･商店街えびすツアー実施 ・貢献度:通行量46％､売上31％

A貢献度:通行量33％､売上27％
B貢献度:通行量40％､売上33％

・認知度:居住者48％、来街者57％

・認知度:居住者80％､来街者66％

・認知度:居住者30％、来街者45％

・貢献度:通行量40％､売上13％

・認知度:居住者47％、来街者50％

・協賛金180事業所145万円

PTA、自治会に働きかけPTAから
資金の半分の提供を得た
・地域住民のﾘｻｲｸﾙ活動に貢献

・健康づくり体操は参加者から好
評を得ている。

・環境に対する子供の関心が高
まったという声がある。ｴｺ環境・環境美化のまちづくり

来街対象（主なターゲット層）
ü 地域住民（お年寄、子ど

も、子育てママなど）

ü 来街延べ人数増加（人
数×来街頻度）

B認知度:居住者18％、来街者28％。
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商圏人口等の見通し(商圏分析）行政計画等における商店街の振興方針と支援策等

鹿児島市宇宿商店街

･ＳＮＳ等を活用し情報発信事
業、インバウンド対策の実施

注）貢献度は、書店街事業者、認知度は、居h住者、来街者アンケート結果による(H29年度実施）

令和元年

～ PDCAで得られたこと～

鹿児島県商店街振興組合連合会(理事長 河井達志氏)では、県下商店街のビジョン(ＰＤＣＡサイクル表)作成支援をはじめて2年目に
なりました。また、河井氏が理事長を務める宇宿商店街振興組合(鹿児島市)では、ＰＤＣＡサイクル表を用いて「地域作りを通した
人の繋がりによってコミュニティを創設する」というビジョンを商店街のメンバーと共有し、毎年ブラッシュアップに取り組んで
います。これらの活動が認められ、中小企業庁「平成29年度 はばたく商店街30選」に選定されています。

地域住民の目線と商店会の目線は違うとい
うことが明確にわかりました。自分たちが
思っていることと、地域の人が思っている
ことの違いがわからないと、いくら商店街
が頑張っても空回りになってしまいます。
また、組合や商店街が何をやっているのか、
会長だけでなく役員や会員にも可視化・見
える化できるようになったことも大きな効
果です。会員の考え方や振る舞い方が変わ
りました。各人がこの商店街への責任と誇
りを持たないと、街が滅びるという精神が
共有されはじめたのです。

35「鹿児島市宇宿商店街PDCAシート」 出典：鹿児島市宇宿商店街作 PDCA鹿児島宇宿商店街

鹿児島県商店街振興組合連合会
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Ⅲ. 商店街が実施している取組の紹介

「アドバイザー派遣先の商店会で作成したPDCAシート」
出典：鹿児島県商店街振興組合連合会作

【地域力を生かした個性ある商店街づくり支援事業】成果報告（P32）

鹿児島県商店街振興組合連合会では、宇宿商店街振興組合等で
の実績が認められて、鹿児島県が平成30年度に事業化した「商
店街活性化・人材育成支援事業」を、令和元年度は「地域力を
生かした個性ある商店街づくり支援事業」を受託しました。令
和元年度においては、地域力を生かした個性ある商店街づくり
の取組を促進するため、商店街のビジョン設定のためのアドバ
イザー派遣やセミナー、地元の大学等と連携した活動への支援
を行うとともに、商店街のリーダーや若手等に対して商店街を
活性化するための助言・指導等を行います。

n 取組の状況

鹿児島県商店街振興組合連合会

「アドバイザー派遣先の商店会での活動実績と成果」
出典：鹿児島県商店街振興組合連合会作

【地域力を生かした個性ある商店街づくり支援事業】成果報告（P23-31）

令和元年度の事業では、3つの商店街組織の支援を行いました。
理事長の河井氏を含めた計3名のアドバイザーが、合計7回の訪
問し、商店街ビジョン作成シートの作成やアンケートを通して
商店街の課題や求められている役割を整理し、今後、商店街が
目指すビジョンや戦略目標を策定することができました。

n 実施内容と成果
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Ⅳ. 商店街ビジョンの実現に向けた支援策の紹介

Ø 商店街ビジョン作成・改善にあたって専門家のアドバイスを受けたい
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Ⅳ. 商店街ビジョンの実現に向けた支援策の紹介
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Ⅳ. 商店街ビジョンの実現に向けた支援策の紹介

Ø 経済産業大臣認定を取得して自治体等との連携をより強固なものにしたい
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Ⅳ. 商店街ビジョンの実現に向けた支援策の紹介

Ø 経済産業大臣認定を取得して自治体等との連携をより強固なものにしたい
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Ø インバウンド消費を効果的に取り込む取組に支援を受けたい
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Ⅳ. 商店街ビジョンの実現に向けた支援策の紹介

Ø 商店街の消費喚起のための取組に支援を受けたい
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Ⅳ. 商店街ビジョンの実現に向けた支援策の紹介

Ø 商店街ビジョンの実現に向けて融資による支援を受けたい
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Ⅳ. 商店街ビジョンの実現に向けた支援策の紹介

Ø 商店街ビジョンの実現に向けて融資による支援を受けたい
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Ⅳ. 商店街ビジョンの実現に向けた支援策の紹介

Ø 商店街ビジョンの実現に向けて融資による支援を受けたい


