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は じ め に 

 

 商店街は、地域住民に身近な商品やサービスを提供するだけでなく、地域コミュニティの
担い手として、欠かせない存在です。 
 
 しかし、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、内部的には個店経営者の高齢化や後継者
難の問題を抱えるなど、厳しい状況が続いています。 
   
 商店街が今後とも地域コミュニティになくてはならない存在であり続けるためには、「買い
物の場」としての機能を維持することに加えて、少子高齢社会への対応や防犯への取組，各
種イベントなど地域の賑わいづくりなど、地域コミュニティの担い手としての役割・機能を
発揮していくことが重要であります。 
 
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。 
  
 
 本調査は本市として平成２１年度にはじめて実施し、今回が２回目の実施となります。本
報告書は、平成２５年７月５日現在の商店街の状況について実施したアンケート調査の分析
結果を取りまとめたもので、この分析結果を今後の商店街支援施策に活かしていく事にして
おります。 
 
なお、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、商店街活性化の一助

となれば幸いです。 
 
 最後に、本調査の実施にあたり、ご協力を賜りました本市内の商店街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、ご協力いただきました福岡商工会議所や福岡県中小
企業団体中央会等の皆様にも深く感謝申し上げます。 
 
 
 平成２６年３月 

 
 

福岡市経済観光文化局産業振興部振興課 
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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し、商店街の会員数や財務状況、空き店舗の
状況、地域特性や活動の状況など商店街の基礎データを収集することで現状
の課題を分析し、今後の商店街の活性化の基礎データとする。 

 

 Ⅱ．調査対象    ：福岡市内の商店街 

 

 Ⅲ．調査方法    ：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。 

 

 Ⅳ．調査期間    ：平成 25年 6月～平成 26年 2月 
 

 Ⅴ．調査基準日   ：平成 25年 7月 5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 
    ② 商店街の概要 
    ③ 商店街の業種構成 

④ 商店街の商圏と大型店の影響 
⑤ 商店街の景況と来街者の状況 
⑥ 商店街内の空き店舗 
⑦ 商店街の活動及び運営等 
⑧ 商店街における会員の加入状況 
⑨ 商店街が抱えている問題点 
⑩ 商店街の施設 
⑪ 商店街等の配置 
⑫ 商店街の魅力・特徴と概要 
⑬ 商店街の今後の取り組み及び市への要望 

 

   (２) 連合組織 

    ① 連合組織の基本属性 
    ② 連合組織の概要 

③ 連合組織の景況 
④ 連合組織の活動及び運営等 
⑤ 連合組織における会員の加入状況 
⑥ 連合組織が抱えている問題点 
⑦ 連合組織の今後の取り組み及び市への要望

 

変更なし 
一部変更 
一部変更 
変更なし 
一部変更 
一部変更 
一部変更 
一部変更 
一部変更 
一部変更 
変更なし 
新規 
一部変更 
 
 

変更なし 
一部変更 
新規 
一部変更 
変更なし 
一部変更 
一部変更 
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Ⅶ．回収結果    ： 
 

項目 商店街（単体） 連合組織 合計 

調査票発送数 １４８ １４ １６２ 

有効回収数 １１２ １１ １２３ 
未回収数 ３６ ３ ３９ 

内
訳 

 

活動中 

休止 

解散 

１８ 
９ 
９ 

２ 
１ 
０ 

２０ 
１０ 
９ 

回収率（％） ７５．７ ７８．６ ７５．９ 
 

Ⅷ．福岡市の商店街内訳： 

 項目 商店街（単体） 連合組織 合計 

 
 

H25 

商店街振興組合 １２ － １２ 

協同組合 １７ － １７ 
任意団体 １１０ － １１０ 

連合組織 － １４ １４ 

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産業振興部振興課 

 

Ⅹ．調査実施機関  ：ランドブレイン株式会社福岡事務所 

 

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 立地環境 ：繁華街、商業地、一般住宅地、工業地、オフィス街、その他の 6区分とした。 
⑥ 形状   ：路線型商店街、面的商店街、団地型商店街、ショッピングセンター、ビル内

商店街、地下街、その他の７区分とした。 
⑦ タイプ  ：商店街のタイプについては、3ページの表１のとおりとした。 
⑧ 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。 
⑨ 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。
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⑩ 商圏の区分：各商店街の想定する商圏については、半径 1㎞未満、半径 1㎞以上 3㎞未 
        満、半径 3㎞以上 5㎞未満、半径 5㎞以上 10㎞未満、半径 10㎞以上の 5 

区分とした。 
⑪ 地域活動 ：4ページの表３のとおりとした。 
⑫ ソフト事業：4ページの表 4のとおりとした。 
⑬ 自治会等の地域団体 ：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。 

⑭ 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、少数点以下第 2位を四捨五入し、少数点以下第 1位までを表記している。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。 

 

表１（商店街のタイプ） 

１．近隣型商店街 最寄品＊中心で地域住民が日用品などを徒歩また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 最寄品及び買い回り品＊店が混在し、近隣型商店街よりもやや広い範囲から、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、
遠距離からの来街者が買い物をする商店街 

＊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商品。日常的な食料品や日用雑貨など。 
＊買い回り品：消費者が２つ以上の店を回って比較して購入する商品。ファッション関連、家具、家電など。 
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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、男子服小売業、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、自動車部分品・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、公衆浴場業 
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、貸物軽自動車運輸業、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 

 

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（清掃など）リサイクル 
・防災・防犯 
・地域の祭り・イベント 
・文化・芸術振興 
・子育て支援 
・高齢化に関する取り組み 
・障がい者支援 
・観光等地域資源活用 
・農商工連携 
・買い物困難者（買い物弱者）支援 
・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、ポイントカートﾞ 
・商品券 
・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・スマホを活用した商店街の情報
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 
・商品の宅配、買い物代行、御用聞き 
・その他 
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