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は じ め に 
 
 商店街は，地域住民の暮らしを支える買い物の場を提供する「地域経済の担い手」であるとともに，
地域の交流・にぎわいの場を提供する「地域コミュニティの担い手」として，欠かせない存在です。 
 
 このような中，商店街への支援のため，国において，平成 25年６月に「小規模企業活性化法」及
び，平成 26年 6月に「小規模企業振興基本法」が制定され，小規模事業者に対する新たな施策体系
の構築が進められています。 
福岡市においても，地域経済の安定と発展に資することを目的とし，平成 26年 4月に「福岡市中

小企業・小規模事業者振興推進本部」を設置し，市役所全体で商店街を含む中小企業・小規模事業者
の振興への取り組みを始めたところです。加えて，平成 29年 7月には，「福岡市中小企業振興条例」
を，中小企業が本市経済において果たす役割の重要性を踏まえ，進むべきビジョンを地域社会全体で
共有し，中小企業の主体的な取組みをバックアップするとともに，中小企業振興施策の戦略的な展開
を図ることを目的として改正しました。 
 
しかしながら，商店街を取り巻く環境は，大型商業施設の進出や消費者ニーズの多様化，インター

ネット販売などによる購買機会の多様化に加え，商店街内部での個店経営者の高齢化や後継者の不足，
更には地域住民による商店街の重要性に対する認識の変化など，未だ厳しい状況が続いています。 
 
 商店街実態調査は，こうした状況を踏まえ，商店街の最近の景況や空き店舗の状況，商店街が抱え
る課題など商店街の実態を明らかにして，今後の商店街活性化施策の基礎資料とすることを目的とし
て実施したものです。 
 
 本調査は福岡市として平成 21 年度にはじめて実施し，平成 25 年度に次いで 3 回目となります。
今回は特に商店街の実態調査だけではなく，商店街で買い物をされている消費者の皆様のニーズ調査
もあわせて実施しており，本報告書は，それらの分析結果を取りまとめたものとなっています。 
 
 今回の調査結果が商店街関係者など各方面で幅広く活用され，本市が進めている商店街や自治協議
会，企業，NPO，大学，行政などの様々な主体が，お互いの役割と責任を認め合い，相互関係・パ
ートナーシップを深めながら，知恵や力を合わせ，長所や資源を活かして，共に協力し合って，地域
の未来を創り出していく「共創」によるコミュニティづくりに繋がることで，市内商店街の活性化の
一助となるとともに，「商店街が地域を支え，地域が商店街を支える」という好循環を生み出し，商
店街が地域の資産として，なくてはならない存在となれば幸いです。 
 
 最後に，本調査の実施に当たり，ご協力を賜りました市内商店街の関係者の皆様に対し，改めて厚
く御礼申し上げますとともに，協力団体として本調査に関わっていただきました福岡商工会議所及び
福岡県中小企業団体中央会の皆様にも深く感謝申し上げます。 
 
 
 平成 30年 3月 

福岡市経済観光文化局中小企業振興部地域産業支援課 
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序章 調査実施概要 
Ⅰ. 調査の目的 ：福岡市内の商店街の現状を調査・分析することで、市内の商店街が抱える

課題を把握し、本市商店街の実態に即した商店街支援施策に反映させ、ひ
いては商店街の活性化に資することを目的とする。 

 
Ⅱ. 調査対象 ：福岡市内の商店街 
 
Ⅲ. 調査方法 ：【商店街】 
 ①郵送調査 ：調査票を郵送で配布し、郵送で回収した。 
 ②訪問調査 ：郵送調査をもとに、各商店街に出向いて郵送調査の回答内容 

の確認と未回答事項を調査した。さらに、商店街範囲の確認 
と概況写真撮影等を行った。 

 【消費者】 
 街頭面接調査：商店街利用者に対して聞き取り調査を行った。 
 
Ⅳ. 調査期間 ：平成 29年 6月～平成 30年 2月 
 
Ⅴ. 調査基準日 ：平成 29年 6月 1日 
 
Ⅵ. 調査項目 〈前回調査からの変更箇所〉 
（１） 商店街 

① 商店街の基本属性 変更なし 
② 商店街の概要 一部変更 
③ 商店街の業種構成 変更なし 
④ 商店街の商圏と大型店の影響 一部変更 
⑤ 商店街の来街者の状況と景況 一部変更 
⑥ 商店街を取り巻く環境の変化 新規 
⑦ 商店街内の空き店舗 一部変更 
⑧ 商店街の活動及び運営等 一部変更 
⑨ 商店街における会員の加入状況 一部変更 
⑩ 商店街が抱える問題 一部変更 
⑪ 商店街の共同施設 変更なし 
⑫ 商店街の配置 変更なし 
⑬ 商店街の魅力・特徴と概要 変更なし 
⑭ 商店街の今後の取組み及び市への要望 一部変更 
 

（２） 連合組織 
① 連合組織の基本属性 変更なし 
② 連合組織の概要 一部変更 
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③ 連合組織の景況 一部変更 
④ 連合組織の活動及び運営等 一部変更 
⑤ 連合組織における団体の加入状況 一部変更 
⑥ 連合組織が抱える問題点 一部変更 
⑦ 商店街の魅力・特徴と概要 新規 
⑧ 連合組織の今後の取組み及び市への要望 一部変更 

 
（３） 消費者ニーズ 新規 

① 商店街名  
② 消費者の基本属性 
③ 商店街の状況 

 

Ⅶ. 回収結果 ： 

項目 商店街（単体） 連合組織 合計 

調査票発送数 １５２ １３ １６５ 

有効回収数 １１９ １０ １２９ 

未回収数 ３３ ３ ３６ 

内
訳 

 

活動中 

休止 

解散 

８ 
０ 

２５ 

１ 
０ 
２ 

９ 
０ 

２７ 

回収率（％） ７８．３ ７６．９ ７８．２ 

 

Ⅷ. 福岡市の商店街内訳 ： 

 項目 商店街（単体） 連合組織 合計 

 
 

H29 

商店街振興組合 １２ － １２ 

協同組合 １５ － １５ 

任意団体 １００ － １００ 

連合組織 － １１ １１ 

合 計 １２７ １１ １３８ 

H25 合 計 １３９ １４ １５３ 

H21 合 計 １４８ １４ １６２ 

 

Ⅸ. 調査担当課 ：福岡市経済観光文化局中小企業振興部地域産業支援課 

Ⅹ.  調査実施機関 ：株式会社サーベイリサーチセンター  
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Ⅺ. 本書における用語の定義 

①商店街振興組合：商店街振興組合法（昭和 37年法律第 141号）に基づく商店街を「商店街振興組 

合」と表示した。 

②協同組合  ：中小企業団体の組織に関する法律（昭和 32年法律第 185号）に基づく商店街を「協    

同組合」と表示した。 

③任意団体  ：「商店街振興組合」及び「協同組合」以外で何らかの組織を形成している商店街を「任  

意団体」と表示した。 

④連合組織  ：複数の商店街で構成される商業団体を「連合組織」と表示した。 

⑤タイプ    ：商店街のタイプについては、４ページの表１のとおりとした。 

⑥業種の区分：業種の区分については、４ページの表２のとおりとした。 

⑦チェーン店：単一資本で多数の店舗をブランド、経営方針、サービスの内容、外観などに統一性を 

持たせ、運営や管理を行っている店舗とした。 

⑧商圏の区分：各商店街の想定する商圏については、半径 1km未満、半径 1km以上 3km未満、半 

径 3km以上 5km未満、半径 5km以上 10km未満、半径 10km以上の 5区分とし 

た。 

⑨地域活動  ：５ページの表３のとおりとした。 

⑩ソフト事業：５ページの表４のとおりとした。 

⑪自治会等の地域活動：地域住民が地縁等に基づいて形成された団体等で、校区自治協議会・自治 

会・町内会・校区交通安全推進委員会・校区体育振興会・校区男女共同参画 

協議会・校区青年少年育成会・校区ごみ減量・リサイクル推進会議・校区衛 

生連合会等とした。 

⑫空き店舗  ：従前商店街に加入していた店舗が、調査日時点で空き店舗（空き店舗、倉庫）になっ 

ているものとした。 
 

Ⅻ. 本書を読むに当たって 

①図表中の Nは回答者数である。 

②図表中の「－」は、該当する選択肢の回答がないことを示す。 

③回答率は、小数点以下第２位を四捨五入し、小数点以下第１位まで表記している。このため、単数   

回答の合計が 100％にならない場合がある。 

④複数の選択肢をあわせた場合や小計等を示す場合は、該当者数に戻って計算しているため、内訳 

の％を加算した数値とは一致しない場合がある。 

⑤回答欄に記載がないものと明らかに記載内容が誤りであると認められる回答については、「不明」 

として取り扱った。 

⑥図表中の「全国」は、商店街実態調査（調査地域：全国、調査時点：平成 27年 11月 1日、調査 

主体：中小企業庁経営支援部商業課）の結果を示す。  
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表１（商店街のタイプ） 

１．近隣型商店街 
最寄品※１中心で地域住民が日用品を徒歩又は自転車などにより，日常性の高い
買い物をする商店街 

２．地域型商店街 
最寄品及び買回り品※２が混在する商店街で，近隣型商店街よりもやや広い範囲
であることから，徒歩，自転車，バス等で来街する商店街 

３．広域型商店街 百貨店，量販店等を含む大型店があり，最寄品店より買い回り品店が多い商店街 

４．超広域型商店街 
百貨店，量販店等を含む大型店があり，有名専門店，高級専門店を中心に構成さ
れ，遠距離から来街する商店街 

※１「最寄品」・・・消費者が頻繁に手軽にほとんど比較しないで購入する物品。加工食品や家庭雑貨など。 
※２「買回り品」・・・消費者が２つ以上の店を回って比べて購入する商品。ファッション関連，家具，家電など。 

 
表２（業種の区分） 

業種内訳 例示 

小
売
業 

各種商品小売業 百貨店，デパートメントストア，総合スーパー，ミニスーパー，よろず屋 
織物・衣類・身の回り品 
小売業 

呉服・服地小売業，寝具小売業，紳士服小売業，婦人・子供服小売業，靴・履物
小売業，その他の織物・衣服・身の回り小売業 

一般食料品小売業 
各種食料品小売業，野菜・果物小売業，食肉小売業，鮮魚小売業，酒小売業，菓
子・パン小売業，牛乳小売業，飲料小売業，米穀類小売業，豆腐・かまぼこ等加
工食品小売業，乾物小売業 

コンビニ、食品スーパー コンビニエンスストア，食品スーパー 

自動車，自転車小売業 
自動車（新車）小売業，中古自動車小売業，自動車部品・付属品小売業（自動車
タイヤ小売り，カーアクセサリー小売り，カーステレオ小売り），二輪自動車小
売業，自転車小売業 

機械器具小売業（自動車，自転車
小売業除く） 

電気機械器具小売業（TV，ラジオ，冷蔵庫，電気アイロン等），電気事務機械器
具小売業（パーソナルコンピューター，プリンター等），その他（ミシン，石油
ストーブ），中古電気製品小売業 

その他の小売業 

家具・建具・畳販売業，じゅう器小売業（荒物，金物，陶磁器，ガラス器），茶
類小売業，医薬品・化粧品小売業，農耕用小売業，燃料小売業（ガソリンスタン
ド等），書籍・文房具小売業，新聞小売業，スポーツ用品・がん具・娯楽用品・
楽器小売業，写真機・時計・眼鏡小売業，ジュエリー製品小売業，花・植木小売
業，ペット・ペット用品小売業 他 

ホームセンター、ドラッグストア ホームセンター，ドラッグストア 
無店舗小売業 通信販売，自動販売機 

飲
食
店 

食堂、レストラン 専門調理店を除く 
専門料理店 日本料理，中華料理，ラーメン店，焼き肉店，そば・うどん店，すし店 
酒場、喫茶店 酒場，ビアホール，バー，キャバレー，ナイトクラブ，喫茶店 
その他の飲食店 ハンバーガー店，お好み焼き，たこ焼き，焼きそば店，その他の飲食店 

サ
ー
ビ
ス

業 
洗濯・理容・美容・浴場業 洗濯業（クリーニング店，コインランドリー），理容業，美容業，公衆浴場 

その他の生活関連サービス業 旅行業，冠婚葬祭業，衣類縫製修理業，物品預かり業，写真現像・焼き増し業 

娯楽業 映画館，劇場，遊技場（ビリヤード，麻雀），スポーツ施設提供業（フィットネ
スクラブ，ゴルフ場），ダンスホール 

そ
の
他
の
事
業
所 

卸売業 各種商品・繊維・衣類・飲食料品・その他卸売業 
建設業 総合工事業，左官工事業，設備工事業 
運輸・郵便業 JR駅，西鉄駅，貨物軽自動車運輸業，郵便業 
金融・保険業 銀行業，貸金業，保険業 
不動産、物品賃貸業 不動産取引業，リース業 
教育、学習支援業 学習塾，教養・技能教授業，外国語会話授業 
医療・福祉業 病院，医院，歯科，あんま，老人福祉・介護事業 

その他の事業 農業，漁業，製造業，電気・ガス業，情報通信業，宿泊業，複合サービス（農協・
漁協等） 他 

非事業所 一般家屋 
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表３（地域活動の内容）              表４（ソフト事業の内容） 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域活動 

・環境美化（清掃、リサイクルなど） 
・防災・防犯 
・地域の祭り・イベント 
・文化・芸術振興 
・子育て支援 
・高齢化に関する取組み 
・障がい者支援 
・観光等地域資源活用 
・農商工連携 
・買い物弱者支援 
・訪日外国人対策（インバウンド対策） 
・その他 

 

ソフト事業 

・共同宣伝（商店街チラシ等） 
・サービス券、スタンプ、ポイントカード、
シール事業 

・共通商品券発行（食べ飲み歩き券等を含
む） 

・商店街マップ・情報誌 
・商店街 HPを活用した商店街の情報発信
（売出し・店舗情報など） 

・携帯電話・スマホ（ツイッター等 SNS
を含む）を活用した情報発信（店舗・駐
車場情報など） 

・ICカード（多機能カード） 
・電子マネー（Edy等）の取扱い 
・商品の宅配、買い物代行、御用聞き 
・その他 
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