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第１章 プラン策定にあたって 
 

 第１節 プラン策定の趣旨 
 

 近年の我国の経済情勢は、国際化や情報化が進展する中で、急激な円高の影響による生産拠点の海外

移転など、産業のグローバル化が進んでおり、空洞化が懸念されています。 

 商業においても、規制緩和や価格破壊に伴う競争、生活者ニーズの変化など、構造的で持続的な変革

が生じており、大きな転換期を迎えています。 

 また、中四国においては、本四架橋や高速交通基盤整備の進展により、今後は、経済活動の広域化が

一段と進み、これまで比較的競争が緩やかで大手資本の影響が小さかった本県においても、今後、競合

の激化が一挙に進むことが予想されます。 

 このため、県内の卸・小売業の企業経営体質を強化し、競争力をアップするとともに流通業界の構造

改革への取り組みに向けて、商業者自らの努力を前提とした卸・小売業の活性化戦略となる「商業パワ

ーアッププラン２１」を策定し、本県商業の振興とともに県経済の活性化と豊かな県民生活の実現を図

ろうとするものです。 

 

 

 第２節 プランの位置づけ 
 

（１）「高知県総合計画」（１９９３年度策定）の商業振興に関する部門計画として、その推進を図る

ものです。 

 

（２）商業振興のあり方について、「高知県中小企業基本対策審議会」の審議を踏まえ、その実現を目

指すものです。 

 

（３）県・市町村・商工関係団体及び商業者の商業振興指針としてそれぞれの役割を明らかにし、共通

認識のもとに自主的に積極的な展開を期待するものです。 

 

 

 第３節 プランの目標年次 
 

 このプランは、２１世紀を展望し、１９９６年度を初年度とし、２０００年度を目標に策定します。 
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第２章 商業の現状 
 

 第１節 商業を取り巻く社会構造の変化 
 

 近年の社会・経済情勢は、戦後一貫した高度経済成長時期からバブル経済時期を経て、大きく質的に

転換し、調整期から安定的な経済成長の段階へとさしかかっています。 

 社会構造の動きをみると、世帯当たり人員の縮小や人口の高齢化、女性の社会進出や共働き世帯の増

加、モータリゼーションの進展、週休２日制の進展等労働時間の短縮、余暇時間の増大、価値観の変化

や多様化などにより大きく変化しています。 

  また、日米構造協議以降の規制緩和、国際化の進展、内外価格差の縮小傾向を受けての経済のグロー

バル化など経済構造も大きく変化しています。 

  このような中で、商業においては、消費行動の変化、規制緩和、流通主導権の需要者サイドへのシフ

トなどの環境変化を受け、製造・卸・小売業種間のボーダレス化が進むなど、業種間の垣根を越えて流

通エリアを拡大する形で業界の競合が激化しており、今後とも、生活者ニーズに対応した小売業態・商

業集積の多様化が構造的かつ持続的に進む傾向にあります。 

 これらの要因により、小売・卸売業界においては次の５つの変革が生じています。 

 

 ① 価値の大きな変革 

   品質と価値の適正なバランス、リーズナブル志向の認識の定着 

 

 ② 立地の大きな変革 

   「生活者」の視点を重視した商業立地の再構築 

   ※「生活者」とは 

     現在では、生活行動全体の中に消費行動もあるという意味で「生活者」という用語が、「消

費者」の替わりに多く用いられているため、ここでは「生活者」という用語を使います。 

  

 ③ 業態の大きな変革 

   立地及びマーケットに適した業態の再構築と消費行動形態に対応した「業種」から「業態」への

展開 

 

 ④ ニーズの大きな変化 

   社会環境の変化によるニーズの多様化への的確な対応 

 

 ⑤ 流通経路、コストの低減等の効率化 

    製造から小売までの垂直的連携と異業種を含む水平的連携による物流効率化の進展 
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 第２節 消費動向の変化 
   

（１）消費動向の変化 

  社会構造の変化と物質的な充足度、価値観の多様化などにより、消費に対する考え方や行動は大きく

変化しています。 

 昭和２０年代においては食料費への支出、３０年代においては三種の神器と言われる耐久消費財への

支出、４０年代においては大型耐久財への支出が多く、５０年代以降はモノからサービスへと消費支出

の構造が変化しています。 

  また、生活者は、そのライフスタイルやそれぞれの年代などによるライフステージ、おかれている場

面や場所などのライフシーンによりそれぞれ異なった消費行動をとっています。 

 近年の消費動向の具体的な特徴として、次のことが言えます。 

 

 ① 価格志向の強まり 

    生活必需分野商品を中心とした低価格志向 

 ② サービス・品質志向と価格志向のバランス 

    品質を伴った低価格化志向となっており、「生活必需品か趣味嗜好品か」という商品の用途によ

り価格と品質・サービスとのバランスの重視 

 ③ 品質重視・個性化志向 

   買い回り商品等における個性化、高級化、多様化 

 ④ 利便性に対する志向 

    (1) 距離的な利便性 

       モータリゼーションの進展と交通アクセスの重視 

    (2) 時間的な利便性 

      夜間の買い物ニーズなど 

   (3) ワンストップショッピング性の重視 

 ⑤ 時間消費志向 

     単なる買い物の場としてではなく、遊楽性、交流などの時間消費を同時に行いたいとのニーズの

増大 

 

（２）消費ニーズの変化に伴う小売業の変化（業種から業態へ） 

 生活者の価値観の変化によって、利便性重視、価格重視、時間節約、ワンストップショッピングなど

の消費行動形態に対応した商業形態が支持されています。 

  これまでの「並べている商品」という区分の従来型の「業種店」という展開では、社会構造変化を背

景とした生活者のさまざまなニーズには対応できなくなっています。 

 利便性、価格性、ワンストップショッピング性、サービス等さまざまな側面から生活者ニーズに対応

する「業態」という考え方での商業の新しい展開が出現してきており、強い支持を受けています。 
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 ① 価格志向 

    ディスカウントストア、ホームセンター、ドラッグストア 

 ② 品質重視、個性化志向 

    「こだわり消費」に対する特定の消費ニーズに特化した「コンセプトショップ」 

 ③ 利便性志向対応 

    コンビニエンスストア、ドラッグストア 

 ④ ワンストップショッピング性 

    ショッピングセンター、スーパーマーケット、ディスカウントストア、ホームセンター 

 

（３）県内の消費行動の特徴（買い物アンケートから） 

 ① 主体的に行動する生活者の姿 

    生活者は、リアルタイムな情報を収集し、多様な判断基準により、より自由に、主体的に行動し

ています。 

   また、高速道路の整備などにより、その行動範囲は広域化しています。         

   【買い物行動を広域化、多様化させる要因 】 

   (1) 情報量、速度の増大（リアルタイムな情報の収集・交換・活用） 

    (2) 多様な判断基準、価値観（豊かさ、合理性） 

    (3) 多様な買い物選択肢（業態、場所、立地） 

    (4) 移動手段の自由化（車利用の増加） 

 ② 購買行動の多様化、流動化傾向 

   (1) 買い物先の変化・流動化 

       生活者は、商店街などの「商業体」から、「自分の買いたい物（商品）」がある店、商業地と

いうように、買い物の種類、動機、時期などに応じて買い物先を変化させ、流動化させています。 

   (2) 店舗、非店舗を問わず多様な買い物選択肢の使い分け 

       商品、場所、時間、日常性・非日常性、生活場面、雰囲気 

   (3) 多様なニーズ、判断基準 

       品揃え、品質、安全性、価格、ワンストップショッピング、駐車場の利便性 

       接客・サービス、雰囲気、楽しさ、快適性、遊楽性、親しみ、コミュニティ性 

       近隣性（利便性）、個性的な品揃え等々 

 ③ 生活者の顕在ニーズへの的確な対応、潜在ニーズの掘り起こしを行い、充足させている店、業態、

商業体への支持 

    業態店、個性的な店、コンセプト店、特色のある店 

    ショッピングセンター、ディスカウントストア、コンビニエンスストア 

    ロードサイドショップ、郊外レストラン、無店舗販売（利便性、楽しさ） 

     通信販売、生協等共同購買 
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 ④ 買い物の地元支持の変化の状況 

   (1) 最寄品の地元支持率の低下 

       商店から大型店（ＳＭ、ＳＣ）支持の変化 

       生協利用の増加（２０代～３０代で急増） 

      （注）ＳＭ：スーパーマーケット 

                ＳＣ：ショッピングセンター 

   (2) 買回品の地元支持率の上昇 

       大型店を中心とした支持の増加 

 

 ⑤ 年代別に見られる家計支出の特徴 

  (1) ２０代は自分への支出 

      衣料、身の回り品、レジャー・旅行等 

   (2) ３０～４０代は家族への支出 

       教育費の急増 

       レジャー・旅行、交際費の絞り込み 

   (3) ５０～６０代は健康と自分への支出へ回帰 

       保険医療費の急増 

       レジャー・旅行、交際費の増加 
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 第３節 小売業の現状と動向変化 
 

（１）小売業の動向（「商業統計」から） 

 ① 全国の状況（規模の大型化と、新規業態店の著しい進展） 

   平成６年の商業統計調査によると、小売業では、社会構造の変化と、生活者の意識や、購買先の

大きな変化が、新たな業態出現の機会となり、業態化を進展させています。 

   また、大店法に代表される各種規制の緩和も影響して、店舗規模の大型化の傾向に拍車がかかっ

ています。 

   小売業の商店数は減少し、年間販売額はほぼ横ばいで、従業者数、売場面積は増加しています。 

   商店数が減少する中で、中小規模店は引続き減少（従業員４９人以下：▲６．７％）しており、

特に従業者４人以下の小規模の商店数が大きく減少（▲１０．９％）しています。 

   一方、大規模店は大幅に増加（従業者５０人以上：＋２３．０％）しています。 

   業態別では、対面販売型の従来店（専門店、その他の商品小売店）が減少し、新業態店（コンビ

ニエンスストア、専門スーパー、ディスカウントストア、ロードサイド店など）が増加しています。 

   また、新たな業態である、ＳＳＭ（スーパースーパーマーケット：大型のスーパー）やハイパー

マート（ディスカウント型の大型スーパー）、パワーセンター等も急増傾向にあります。 

  また、１店当たりの販売額・売場面積ともに増加しており、販売効率からみても規模の大型化が進

行しています。 

 

        （商業統計：平成６年）    （前回：平成３年） 

  年間販売額 ：１４３兆３，２５４億円（前回比＋ ０．７％）  

  商 店 数 ：１５０万店      （ 〃 ▲ ６．６％） 

  従 業 者 数 ：７３８万４千人    （ 〃 ＋ ５．５％） 

  売 場 面 積 ：１億２，１６２万４千㎡（ 〃 ＋１０．７％） 

  効 率 等  ：１店当たり売場面積      ９０㎡ （前回比＋１８．９％） 

         １店当たり販売額    ９，５５６万円（ 〃 ＋ ７．８％） 

         １㎡当たり販売額       ９０万円（ 〃 ▲ ５．３％） 

         （注）売場面積１㎡当たりの販売額は、牛乳小売業、自動車小売業、ガソリンスタ

ンド等を除き、売場面積のある商店で算出。 
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 ② 高知県の状況（小規模店の減少、規模の大型化） 

    本県商業の特徴として、小規模零細企業が多いことがあげられ、全国傾向と同様に小規模零細企

業の衰退傾向が現れています。 

   高知県の小売業は、商店数、従業者数が減少し、年間販売額が増加し、売場面積は大きく増加し

ています。 

   全国と同様に、中小規模の商店数が減少しており、特に従業者４人以下の小規模の商店数が大き

く減少（▲１０．８％）しています。 

   また、全国的な傾向と同様に売場面積が増加し、１店当たりの売場面積・販売額ともに増加して

おり、規模の大型化が進行しています。 

   本県小売業の特徴は人口当たりの商店数が多いこと、小規模店が多く大型店が少ないことがあげ

られます。 

   このことは、大型店の面積占有率が極めて低く、今後も出店余地があることがうかがわれます。 

 

        （商業統計：平成６年）       （前回：平成３年）           

  年間販売額 ：８，４１７億５，７１９万円 （前回比＋５．３％）         

  商 店 数 ：１３，５８７店       （ 〃 ▲８．３％）         

  従 業 者 数 ：５２，２５０人       （ 〃 ▲３．６％）         

  売 場 面 積 ：１，１１４，３６９㎡        （前回比＋２４．５％） 

  効 率 等  ：１店当たり売場面積     ８２㎡ （ 〃 ＋３５．８％） 

                １店当たり販売額  ６１，９５３千円（ 〃 ＋１４．８％） 

         １㎡当たり販売額     ７５５千円（ 〃 ▲１５．５％） 

                人口千人当たり商店数  １６．７店  （全国：１２．１店）   

 

  地域別では、中山間地域を多く抱える郡部において商店数の減少率が高くなっています。 

  また、市部では人口当たりの商店数が県平均よりも多く、今後も商店数の減少が続くことが予想さ

れます。 

 

        （商業統計：平成６年）       （前回：平成３年） 

   商  店  数  （高知市）：  ５，０１０店（前回比▲７．２％）       

               （８市）  ：  ４，２９０店（前回比▲８．５％）       

                   （郡部）  ：  ４，２８７店（前回比▲９．３％）       

   人口千人当たり （高知市）： １５．６店 （前回１７．０店） 

      商店数  （８市） ：  １８．５店 （前回１９．８店） 

                    （郡部）  ：  １６．３店 （前回１７．７店） 
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（２） 大規模小売店舗の進出と商店街の状況 

  ① 大規模小売店舗の展開 

   大手量販店の地方進出が多くなった背景には、次のようなことが挙げられます。 

    高知県では、地元大手量販店の独占時代から、現在は、県外の大手量販店の進出の時代となって

おり、近い将来には全国展開の大手量販店の進出の時代が到来することが予測されます。  
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 ② 商店街の状況 

   平成７年３月の空き店舗実態調査（通商産業省実施）によると、全国の商店街の中で繁栄してい

る商店街は、昭和６０年には全体の１１.１％でしたが、平成５年には４.１％まで低下し、大部分

の商店街においては、停滞あるいは衰退している状況にあります。 

   また、商店街の中で、空き店舗の比率が１割以上となっている商店街が１／３以上を占めており、

既存の商店街は非常に厳しい状況にあります。 

 

   その外的な要因としては、 

    (1) 交通基盤とモータリゼーションの進展にともなう立地環境の変化や消費行動の変化に十分に

対応できなかった。 

    (2) 大型店や郊外型ロードサイド店の進出、生活者意識の変化による商店街離れ。 

 

   内的な要因としては、 

    (1) 経営者の高齢化と後継者不足 

    (2) 店舗の老朽化や駐車場不足 

 

  などが挙げられ、売上の低下が意欲の低下、商店街としての魅力の低下につながり、さらにそのこ

とが売上の低下につながるという悪循環に陥っている状況です。 

   特に、経営者の高齢化と後継者不足は、商店街に限らず小売商業にとって大きな問題となってい

ます。 

 

   後継者不足の要因はさまざまなものがあり、収入の不安定、勤務時間や日曜祝日の営業等厳しい

労働条件や将来への不安などから商店経営に魅力を感じないことなどがあげられます。 

   特に、近年の若い世代では、商業の営業活動の苦労を乗り越えた喜びや、生活者に受け入れられ

た喜びを感じる意識が低下しており、高学歴化の進行と合わせてサラリーマン生活に魅力を持ち、

親からの職業継承に拒否反応を示すことが多くなっています。 

   経済面からみても、来店客数の減少、販売力の低下、収入の減少による経営の不振などサラリー

マン生活と比較して、「労多くして、益少なし」と感じられている傾向があります。 

 

   このような要因を始めとして、中小小売業の経営者は高齢化の傾向にあり、商店街の経営者の平

均年齢が５０才代後半を越えるケースも多くなっています。 

   後継者不在の商業活動は、一般的に販売活力を低下させ、品揃えやサービスの工夫への対応を欠

き、商業の魅力喪失につながることが多く、経営者の高齢化と後継者不足が、商店街を含めた小売

商業にとって大きな問題となっています。 
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 第４節 卸売業の現状と動向 
 

（１）卸売業の動向（「商業統計」から） 

 ① 全国の状況（規模の大型化、流通経路の短縮化傾向） 

   卸売業においても、小売業界と同様に、流通構造の変革を与儀なくされており、流通経路の短縮

化と規模の大型化がおこり、大手卸による中小卸の提携や吸収合併、中央から地方への進出が本格

化しています。 

 

   卸売業の商店数、年間販売額はともに減少しており、従業者数も減少しています。 

   卸売業では規模の大型化が起こり、商店数が増加傾向から減少に転じています。 

   規模別では、中小規模店数は減少（従業者９９人以下：▲７．１％）しており、大規模店数は引

き続き増加（従業者１００人以上：＋１．８％）しています。 

   また、販売額は、小売業者向けが増加（５．３％）し、卸売業者向けは大きく減少（▲１２．４

％）しており、流通経路の短縮化傾向が現れています。 

 

  年間販売額 ５１４兆３，１６６億円 （前回比 ▲１０．０％） 

  商 店 数 ４２万９千店           （  〃    ▲ ７．０％） 

  従 業 者 数 ４５８万２千人     （ 〃  ▲ ２．７％） 

 

 ② 高知県の状況（著しい小規模店の減少と販売額の低迷） 

   高知県の卸売業は、商店数が大きく減少し、販売額は横ばいで、従業者数は減少しています。 

   全国と同様に中小規模の店数が減少しており、特に従業者１０人以下の店数が大きく減少 

（▲１２．９％）しています。 

   本県卸売業の特徴は、卸売業が高知市に一極集中（店舗数の６４．９％）しています。 

   また、四国３県の販売額はいずれも減少（香川県▲９．５％、愛媛県▲７．４％、徳島県 

▲１．１％）しています。 

   これは、景気低迷の影響、交通基盤の整備の進展、流通業界の構造変化によるもので、本県にも

その影響が及ぶものと考えられます。 

 

  年間販売額 ：１兆１，１３７億９，６１３万円（前回比＋０．１％） 

  商 店 数 ：２，４９６店         （前回比▲９．８％） 

  従 業 者 数  ：２２，２１９人        （前回比▲２．３％） 
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（２）卸売業の構造変化 

 流通構造を取り巻く環境変化の中で、流通経路の短縮化等の流通システムの効率化が、卸売業も巻き

込みながらダイナミックに進みつつあります。 

 従来、卸売業界には、商品や系列、地域、企業規模などにより、１次・２次・３次卸あるいは産地・

集散地・消費地卸などの販売チャネル（販売の経路や取引先など）による「棲み分け」が成立していま

した。 

 

 しかし、生活者ニーズの変化による小売業界の競合激化などを受けて、「卸の中抜き」現象がみられ

るなど、卸売業界における構造変化が進展しています。 

 この変化は、流通過程における「卸機能を担う主体の変更」や「卸機能の内容の見直し」などを求め

る動き（流通システムの効率化）によるものです。 

 この変化の中で、これまで流通の要として、商品の集荷分散機能や品揃え機能を中心にして大きな力

を持ってきた卸売業の役割も大きく変化しており、伝統的な卸機能の一部が衰退する一方で、新たな卸

機能に対する期待が高まるなど卸売業も大転換期を迎えています。 

 

 具体的には、小売業は、卸売業に対して商品のフルライン供給化や中間コスト削減による低価格化な

どへの取り組みを求めており、これに対応する形で、大手卸売業を中心とする卸の系列化・業務提携化

等が進み業界内での競合が一層激化しています。 

 また、大手卸売業が中小卸売業の領域にまで進出し、地域・企業規模等による「棲みわけ」が崩れ始

めるといった業界の構造変化が進展しています。 

 更に、今後もこの傾向は拡大し、「大手卸売業による中小卸売業の吸収合併や提携、地方への進出」

がますます本格化していくと考えられます。 
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第３章 高知県商業の変化と将来 
 

 第１節 中四国における小売業の状況 
 
 小売業の変化の特徴は、アメリカ→日本→四国３県→高知県と時間差をおいて進行することが多いた

め、本県の小売業の変化を考えるうえでは、四国の他県の状況を先行事例として捉えることが必要です。 

 中四国の小売業の動きには以下のような特徴がみられますが、生活者ニーズの変化に対応していない

古い商業形態（大型店、商店街、個店など）は生き残りが困難になっています。 

 



 

 13

 第２節 高知県下への大規模小売店舗の出店予測 
 

  高知県における大規模小売店舗の面積占有率は他の３県と比べて低く、ショッピングセンター等の出

店者側から見ると、理論上は、商圏ごとに次表のような大規模小売店舗の成立することが予測されます。 

 理論上の予測の中で、近い将来（５年～１０年）に出店の可能性の高いものは、次表の（※）印のと

おりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜大型店出店の予測の方法＞ 

①人口、世帯数の予測（過去の変化率、将来の変化率の予想、直近の数値から予測） 

②家計の消費支出の予測（過去の変化と所得の伸びから予測） 

③商圏の構造変化の予測（商圏構造そのものは大きな変化はないという予測） 

④商圏内の将来の店舗向けの潜在購買力の予測（商圏、人口、家計消費支出より） 

⑤商圏規模から、成り立つ業態を予測 ‥‥‥‥‥‥ 業態の予測                 

⑥その業態が成り立つための商圏内シェアを想定                  理論上の成立予測 

⑦標準的な売場効率から、成立売場面積を予測 ‥‥ 規模の予測 

⑧理論上の予測に、現状の商業構造と変化要因 

  地理的な特性を加えて、近い将来の出店を予測 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 近い将来の出店予測  
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第３節 中四国における卸売業の状況と環境変化 
 

（１）中四国における卸売業の状況 

 本四架橋や高速道路網の整備、業界構造の変化による大手卸売業の地方進出の影響などにより、中四

国における卸売業の活動領域も拡大しています。 

 このように交通体系の変化や活動領域の拡大によって、既に本県は岡山・四国瀬戸内側からの卸売業

の配送エリア内に入っています。 

 

 その結果、四国内や中国地方までを一つの活動エリアとする県外卸売業の拠点化が進み、県内卸売業

のストック機能を中心とする卸としてのニーズは低下しています。 

 また、県外小売業（特に量販店）の新規進出や出店拡大による配送ルートの整備により、進出小売店

への商品調達を中心にした県外卸売業の進出割合も増加しており、結果として、卸売業の競合が発生し

ています。 

 

 本県の卸売業は、小規模零細企業が多く、かつ、県内流通を中心とした営業活動を展開しており、こ

れまでは、卸売業界の取引構造の特徴であった流通経路の多段階性や地理的な特性（商圏の閉鎖性）か

ら、県外大手卸売業の影響は比較的少ない状況でした。 

 しかし、業界を取り巻く構造的な変化の中で、前述のように本県においても大手卸売業の地方進出や

その影響による小規模零細卸売業の衰退が進展しています。 

 

 今後は、卸売業界を取り巻く構造的な変化がますます進展し、県内の小規模零細な小売商店を主な取

引先とする中小卸売業の減少と、県外大手卸売業による県内への進出や系列化・吸収合併がますます進

んでいくものと考えられます。 

 このため、県内の卸売業のストック機能や役割は低下し、今後は新たな機能や役割を担っていくこと

が必要となっています。 
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（２）県内卸売業を取り巻く環境変化 

 今後の県内卸売業を取り巻く環境変化は、本四架橋や高速道路の整備、高知新港やＦＡＺ関連施設の

整備などにより大きく変化することが予測されます。 

 このため、従来のストック機能としての県内卸売業の役割が低下し、今後は新たな役割を担っていく

ことが必要となり、これらの環境変化を新たな事業開拓の機会と捉え、積極的な事業展開を図ることが

重要となります。 

 ① 本四架橋、高速道路等の整備による道路交通体系の変化 

   交通基盤の整備の進展により、今後は四国内にひとつの流通拠点があれば、四国全域に配送する

ことがますます容易になります。 

   中四国を一体としてとらえている企業もあり、今後は、より広い範囲での競合が激化することが

予想されます。 

 

 ② 高知新港やＦＡＺ関連施設の整備による新たな流通ルートや需要創出の可能性 

   高知新港やＦＡＺ関連施設の整備により、効率的な流通ルートの開発や新たな荷物の増加が見込

まれるとともに、商品の輸入が容易になることが期待されます。 

   今後は、高知新港やＦＡＺ関連施設の整備により、卸・流通業界に与える影響と事業展開の可能

性について、県内外はもとより国外をも視野にいれて広く調査・研究し、対応することが重要であ

り、卸・流通業界においても、自らが具体的な活用方法や必要施設について検討し、対応すること

が必要です。 

 

 ③ 地域連携軸構想 

   一極集中を是正し、国土の均衡ある発展を図るため、高速道路網の整備等により関係地域が協調

して広域的連携を図り、より大きな経済圏を形成しようという考え方のもとに、高知から瀬戸内海

を経て日本海側を結ぶ３つの地域連携軸構想（※）の検討が進んでいます。 

   県内流通業界としても、交流圏域の拡大に伴う県域を越えた新たな需要の開拓に向けて積極的な

取り組みが重要です。 

 

   （※）高知を起点とする３つの地域連携軸構想 

        1) 西日本中央連携軸  ＝松江・米子～岡山～高松～高知 

      2) 中四国地域連携軸  ＝浜田・松江～広島～松山～高知 

      3) Ｔ・ＴＡＴ地域連携軸＝舞鶴・豊岡～神戸～徳島～高知 

               （Ｔ・ＴＡＴ（ティータット）の名称は、ルート上の丹後、但馬、阿波、土佐の頭文字

のローマ字表記と、ルートが「Ｔ」の字型で、「ＴＡＴ」が英語で「編む、つくる」

という意味を持つことに由来する。） 
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 第４節 ２１世紀の高知県商業の将来予測 
 

 ２０００年を展望した高知県商業の姿は次のように予測されます。 

 

【将来予測 １】 小規模店を中心とした小売商店数が減少し、大型店が増加します 

  小売商店数が全国、高知県ともに減少している中で、本県の人口当たりの小売商店数は全国や四国の

他県と比較して多い状況にあります。 

  しかし、人口が減少傾向にあることから、今後も小売商店数の減少が続いていくものと予測されます。 

  また、全国的に小規模な小売商店が著しく減少しており、本県では一段と小規模（従業者１～２人）

の店舗が多いことから、今後も一層小規模な小売商店の減少が続くものと予測されます。 

  一方、全国的に大規模小売店舗が増加している中で、本県では、四国の他県や全国と比較して、第１

種大規模小売店舗の面積占有率が著しく低い状況にあります。 

  このため、全国規模の大手量販店や地元大手量販店にとっては出店の魅力があり、今後も、地元・県

外を含めた大規模小売店舗の進出の増加が予測されます。 

項  目 1994年 2000年の予測 比 較 

小売商店数                     (店) 13,587 11,700～12,000 年間約250～300店減少 

従業員1～2人の小売商店数       (店)  8,207 6,500～ 6,800 5～6店に1店が減少 

第一種大規模小売店舗面積占有率 (％)    8.8 18.0～20.0 大きく増加 

 

【将来予測 ２】 小売販売額は大きくは伸びません 

   今後の小売商圏の大きな変化は、宿毛市の商圏がその商業力の向上により、南予地域まで拡大すると

ともに、寒風山道路の開通により、本川村と吾北村の一部が愛媛県西条市の商圏に吸引されることが

予測されますが、これら以外には、あまり大きな商圏の変化は予測されません。 

  また、本県は商圏が限定されていることや、人口の減少、所得の伸び悩みに伴う家計の消費支出の伸

び悩み、さらに消費支出構造がモノからサービスへ変化することなどから、小売販売額が伸び悩むこ

とが予測されます。 

 しかし、高速道路網の整備に対応した新業態の開発や、観光振興による交流人口の拡大を目指した

商業地の整備などの対応により、販売額を伸ばすことが期待されます。 

 

【将来予測 ３】  中小卸売商店数の減少と、卸売業界の連携・再編が進行します 

   卸売業界では、流通経路の短縮化が進み、２次３次卸の減少の進行が予測されます。 

  さらに、中小卸売業の主な取引先である中小小売店の販売額の伸び悩みにより、中小卸売商店数の減

少が予測されます。 

  また、大手卸の地方への進出など、県内外の卸売業の相互進出の活発化に伴う系列化や、資本参加、

合併など業界の連携・再編がさらに進行することが予測されます。 
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  また、２１世紀を展望すると、高速道路網の幡多地域への延伸や東部地域における高規格道路の整

備など、高速交通基盤の整備がさらに進み、以下の変化とあわせて高知県商業の構造変化がますます

進んでいくものと予測されます。 

 

【将来予測 ４】 情報の積極的な活用が進行します 

  コンピューター等の情報機器の発達により、さまざまな分野での情報化がさらに進展し、情報化が企

業の経営戦略策定の重要な手段となることが予測されます。 

 また、取引先等の情報化がさらに進むため、ネットワーク化など情報化への積極的な対応が一層求

められることが予測されます。 

 このため、情報化に積極的に対応し、新たな展開や連携を図ることによって躍進する企業の出現が

予測されます。 

 

【将来予測 ５】  新業態店(全国チェーン店、ネットワークを使った業態など)が増加します 

   新たな業態店が県内外で増加するとともに、大手量販店でも、大商圏から小商圏まで幅広く対応した

業態が開発され、かつ、広く展開することが予測されます。 

 また、全国チェーン店が新たな出店戦略を展開し、全国チェーン店が比較的少ない本県に進出して

来ることが予測されます。 

   さらに、本県に少なかった無店舗販売なども増加してくるものと予測されます。 

 

【将来予測 ６】  消費に対する意識、行動、選択肢はますます多様化します 

 生活者の意識や価値観は多様化しており、豊富な情報に基づいて、さまざまな小売業態の使い分け

を進めており、交通基盤の整備や自動車の保有率の高まりなどにより、その行動範囲がますます拡大

します。 

 これらの傾向は今後も続き、消費に対する意識や行動、選択肢はますます多様化していくものと予

測されます。 
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第４章 21 世紀に向けた高知県の商業活性化戦略 
 

 第１節 商業活性化戦略の基本的な考え方 
 

  社会環境の変化や、消費行動の変化など、商業を取り巻く環境が大きく変化する中で、高知県の商業

も大きく変化することが予測されます。 

 この継続的で大きな商業構造の変化に適切に対応し、商業の活性化を図るためには、商業者自らの企

業体質の強化と競争力の向上に積極的に取り組むことが重要です。 

 このため、小売・卸業界の経営構造の改善と企業体質の強化を図り、商業の活性化による豊かな県民

生活の実現を目指し、次の３つの視点を重視し、商業活性化の５つの基本戦略を示します。 

 

（１）３つの視点 

① 「顧客」としての生活者の視点 

  消費流通の主導権は、供給側から消費側に移ってきており、商業は顧客としての生活者の支持で成

り立っています。 

②  まちづくりの視点 

  商業をまちの機能、生活の機能の一部として位置づけ、都市全体の魅力を発揮します。 

③  産業としての商業振興の視点 

  商業は地域の重要な産業です。 

 

（２）５つの基本戦略 

① 魅力的な商業地づくり 

  「機能別役割分担」に基づく商業地づくりを促進します。               

② 「顧客」としての生活者の視点を重視した小売業の展開 

   「自助努力」を前提とした「個店の業態化への取り組み」を促進します。 

③ 卸売業の機能強化による新たな展開 

   「小売業を支援する卸売業の機能強化と新たな展開」を促進します。     

④ 情報化の推進による商業の活性化 

   「卸・小売業の経営戦略の展開」のための情報化を推進します。         

⑤ 商業活性化に向けた人づくり、組織づくり 

   商業活性化の基本となる「人づくり、組織づくり」を推進します。      
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 第２節 魅力ある商業地づくり 
 

（１）広域的な視野にたった商業地づくり 

 モータリゼーションの進展などにより、通勤、通学、通院、買い物など、生活者の行動は市町村の行

政単位内にとどまらず、広域化が進んでいます。 

 このため、魅力ある商業地づくりを進めるには、市町村が広域的に連携し、それぞれの性格と機能分

担に基づいて、生活者にとって利便性の高いまちづくりと、商業機能を効果的に発揮する魅力ある商業

地づくりに取り組み、地域全体として商業機能の充実を図ることが必要です。 

 

（２）県内の圏域の設定と商業地づくり 

 本県の買い物動向調査による商圏分析と、高知県総合計画の地域ゾーンを考慮して、県内の商業地の

特性から、４つの圏域類型に分類のうえ、７つの圏域と１１の商圏を設定し、その特性を活かした整備

を行い、魅力ある商業地づくりを進めます。 

 （Ⅰ） （Ⅱ） （Ⅲ） （Ⅳ） 

圏
域 

中核都市圏域中核都市圏域中核都市圏域中核都市圏域 

（圏域数：１） 

準中核都市圏域準中核都市圏域準中核都市圏域準中核都市圏域 

（圏域数：１） 

広域的な拠点圏域広域的な拠点圏域広域的な拠点圏域広域的な拠点圏域 

（圏域数：２） 

ブロック的な圏域ブロック的な圏域ブロック的な圏域ブロック的な圏域 

（圏域数：３） 

※嶺北商圏 
※安芸商圏 

  室戸商圏 

※高吾北商圏 

商 
 

圏 

※高知商圏 

   (香美商圏を含む) 

※中村商圏 

  宿毛商圏 

 土佐清水商圏 

※須崎商圏 
※窪川商圏 

拠 
 

点 

広域拠点  (高知市) 

準広域拠点 (南国市) 

近接する拠点(５町村) 

その他の町村 

        中村市 

圏域拠点 宿毛市 

         土佐清水市 

その他の町村 

         安芸市 

圏域拠点 室戸市 

         須崎市 

その他の町村 

         土佐・本山 

圏域拠点 佐川・越知 

         窪川町 

その他の町村 

特 
 

性 

高知県で最大の買い物

の中核的な圏域。 

広域的な商業拠点を抱

えている。 

幡多地域は中核都市圏

域に準じる大規模な圏

域で、高知市から離れて

、比較的閉鎖的な準中核

的な圏域を構成してい

る。 

中核、準中核都市圏域ほ

ど大規模ではないが、比

較的広い圏域で、その中

の市を中心として拠点

を形成している。   

地理的な条件や大きな

圏域から離れているた

めに、比較的商業力の強

い町村を中心として構

成されている。 

整
備
方
針 

今後も高知県の中核と

して、商業機能の充実を

図るべき圏域 

中核都市圏域ほど大規

模ではないが、それに次

ぐ拠点性を持った圏域

として商業機能の充実

を図るべき圏域 

中核都市圏域、準中核都

市圏域との役割分担を

認識して、一定の商業拠

点性を発揮していくべ

き圏域 

商業力の強い圏域から

比較的離れているため、

生活利便性提供の視点

から商業機能の充実を

図っていくべき圏域 
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   四国の商圏イメージと高知県の圏域設定 
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    高知県内の商圏図（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

購買力の地元支持率 

 ※買回品（紳士服、婦人服、靴、カバン）

 買回品の代表 3品目の平均 
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    購買力の流出入構造（１）（各市町村から高知市以外の市町村への流入） 

 ※高知市への流入は別図 

  高知市へはほぼ全県下から流入があり、同じ図上に示すと複雑になるため、別図（２）で示した。 

 ※買回品（紳士服、婦人服、靴・カバン） 

  買回品の代表 3 品目の平均 

 

 

    購買力の流出入構造（２）（各市町村から高知市への流入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   購買力の流出入構造（２）（各市町村から高知市への流入） 

 ※各市町村から高知市への流入 

 ※買回品（紳士服、婦人服、靴・カバン） 

  買回品の代表 3 品目の平均 
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（３）圏域別拠点の望ましい商業地づくり 

  ① 圏域別拠点の望ましい商業地づくりの考え方 

   圏域の拠点となる市町村は、圏域全体の町村の買い物や生活機能などの中心地となっており、圏

域内生活者の利便性向上に役立つような生活機能、商業機能の提供が重要です。 

   このため、圏域拠点となる市町村の性格を活かした望ましい商業地づくりをめざし、市町村別に

は次のような望ましい商業地づくりを図ることが必要です。 

 

  拠点的な市町村の望ましい商業地づくり 
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 27

 ② 既存商業地（商店街）の変化への対応の主なパターン 

   圏域の拠点となる市町村の望ましい整備の中で、既存の商業地の整備の方向にも一部触れました

が、既存商業地の変化への対応として次のようなパターンが考えられます。 

  (1) 商店街の専門店化 ・・・・・・・・・・・・（高知市の中心街など） 

  (2) 商店街の環境整備との一体化  ・・・・・・・（拠点性を持つ商店街） 

  (3) 商店街の集約化による、利便性の提供  ・・・（大半の商店街） 

  (4) 商店街の立地移転  ・・・・・・・・・・・・（新立地の形成されている地域） 

 

 その具体的な例は次のようになります。 

 

  (1) 商店街の専門店化（繁華街型） 

    商圏規模が大きく、商店街が圏域内で極めて強い拠点性を持っており、郊外の商業集積と競合

しても独自の魅力を発揮できる場合には、その専門性を一層高めていくことが重要です。 

    また、専門性の強化と合わせて、アーバンリゾート（都会での遊び機能）型の整備、アメニテ

ィ（快適）性の充足、コンベンション施設などの都市基盤整備を伴った整備を行い、郊外にはな

い魅力を創出して全体としてまちの魅力を向上させることが必要です。 

    なお、この場合には、飲食店街などの特色のある商業集積が成立するケースもあります。 

  (2) 商店街の環境整備との一体化（立地創造型：再開発型） 

    一定以上の商圏人口があり、商店街が地域における中心性を保持しており、一定の専門性を持

つ店舗が多く、街路整備や再開発の計画、大型店の進出などの集客施設がある場合には、商店街

の環境と一体となった整備を行い商業力を強化していくことが特に重要です。 

    また、区画整理・道路事業などの公共事業の導入とともに、商店街の再整備に取り組み、道路、

駐車場、アメニティ機能の充実により、立地ポテンシャルを向上させることが必要です。 

    なお、この場合には、環境整備にあわせて、店舗のレベルアップと専門性が不可欠です。 
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  (3) 商店街の集約化（コンビニエンスセンター型、集約型） 

    既存の商店街が長大でかつ店舗が分散的で、生活者にとって不便な場合をはじめ、大型店の出

店などにより商店街に求められる役割が変わっている場合や、街路の整備が難しい場合などには

商店街の集約化が必要です。（多くの商店街がこのパターンにあてはまります。） 

    また、店舗の集積度が低く広い商店街を集約化し、一定エリアに商業機能を集積させて、徒歩

・自転車を利用するなど日常の生活ニーズに対応し、時間的、地理的に利便性を提供する最寄型

の商業集積地として再整備することが必要です。 

    なお、この場合には、その形態としてはスーパーやコンビニエンスストア等を核にしたコンビ

ニエンスセンター型集積の形成や、最寄店が集積し、一カ所で買い物ができる形態の実現が必要

です。 

 

   (4) 商店街の立地移転（新立地活用型：ショッピングセンター型） 

    生活者の買い物利便性からみて商店街内の店舗や業種がその立地には適さなくなったり、郊外

に新立地が形成されるなど、既存の商店街の立地環境が急速に悪化する場合には、立地の移転を

検討することが必要です。 

    立地転換の場合には、ショッピングセンター型、ロードサイド複合型、小売団地型などのさま

ざまな形態があります。 

    なお、新たな商業集積地が既存の集積地に近い場合には連続性を持たせて再整備することが重

要となり、既存の商業地では地元生活に密着した業種の大幅な集約化が必要です。 
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 ③ 整備の主なイメージ例 

  (1) 県内の最大の拠点である高知市の整備のイメージ ＜中心商業地と郊外の棲み分け＞ 

   全国的に中心商業地から大型店の撤退が目立つ中で、四国の他県の県庁所在地クラスの都市にお

いても、中心商業地は郊外に進出する大型店との棲み分けを迫られています。 

   たとえば、松山市は中心街に新たな大型店の出店が進み、中心商業地の商業力を向上させつつあ

り、郊外や近接市町村との棲み分けが図られつつあります。 

 

   一方、徳島市は、既存の中心商業地と新しい商業集積地の棲み分けが十分に図られておらず、中

心商業地は力を失いつつある状況です。 

   また、高松市はその中間的な状態にあり、郊外や近接市町村への出店が相次ぐ中で、長大な既存

商業地は、棲み分けを迫られている状況にあります。 

   県内の最大の商業地である高知市でも、郊外や近接する市町村への大型店の出店が相次いでおり、

松山市のように中心商業地と郊外の棲み分けを図ることが必要です。 

 

   高知市の中心商業地は、県内随一の商業集積であり、郊外の商業集積と競合しても、独自の魅力

を発揮することが可能な潜在的な力を持っています。 

   このため、中心商業地は個店の専門性をさらに強化するとともに、商業地の面的な整備や再開発

的な整備による商業力の強化を図って、都会的なにぎわいの創出が必要です。 

   文化・交流の核づくり、都市観光の核づくりなどを行うとともに、アーバンリゾート（都会での

遊び機能）を満たす空間や、アメニティ（快適）性の充足、コンベンション施設など、都市機能の

整備を併せて行い、郊外にはない「まちの魅力」を高めていくことが必要です。 
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＜面的な整備の促進による中心街の魅力の向上＞ 

  線的な商業地を面的に整備し、商業のつながりを促進することによって、回遊性を増し、商業地の

魅力を向上させることが必要です。 

 
＜再開発による商業核の形成＞ 

  再開発的な整備により商業の近代化を図るとともに、商業地の核を形成することが必要です。 

 

＜文化・交流機能を強化する整備＞ 

  中心街にコンベンション機能や、観光の拠点となる機能を強化し、中心街の文化・交流機能の強化

が必要です。 
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＜周辺商店街：役割の変化による地域の需要に対応した整備＞ 

  かつては広域的な集客力を誇っていた商店街が数多くありましたが、現状では周辺の生活者などの

需要の充足を中心とした役割しか果たしていない商店街が多くなっています。 

  しかし、商圏が狭くなったとはいえ、他の市町村と比較すると人口が多く、商圏内の購買力の絶対

額がある程度確保されていることが多いため、量販店などを核とした集積と、個店のレベルアップに

より商業力を強化することが必要です。 

 

＜新興住宅地の商業地：地域生活者の日常の需要に対応した整備＞ 

  新興住宅地の商業地には、量販店などを中心として商店が数店集まったコンビニエンスセンター型

や、スーパー、規模によってはショッピングセンターなどの整備が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ロードサイドの商業集積：ロードサイド複合型の整備＞ 

＜ロードサイドの商業集積：ロードサイド複合型の整備＞ 

  道路整備にあわせたロードサイド型の新たな商業集積の発生がみられます。 

  今後は、ロードサイド店が、ミニパワーセンター的に同一または隣接した敷地に集積し、駐車場を

共有するオープンモール型の集積を図ることが重要です。 

  また、既存商店街からの集団での移転や、現在の単独立地のロードサイド店が新たな展開を行う場

合にはこの形態が必要です。 
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(2) 拠点的な市町村の整備のイメージ  ＜新たな立地の活用と既存商業地との連携＞ 

圏域の拠点的な市町村において、新たな道路の整備や大型店の出店などにより環境の変化が生

じる場合には、それを好機と捉えて積極的に対応し、新たな商業集積を形成していくことが必要

です。 

    特に、既存の商業集積と新たな商業集積が近接する場合には、互いに連携を図り、地域全体の

商業力を高め、圏域の拠点としてふさわしい商業力の強化を図ることが必要です。 

    また、商業集積を形成していく場合には、計画的にさまざまな商業形態を複合させて、魅力的

な商業地づくりをしていくことが必要です。 

    なお、下図のように、新たな道路沿いに大型店が出店する場合などは、その付近への共同店舗

の形成や、パティオ型（専門店が集まり中央に広場を持った形態）の集積、個店の新たな集積に

よる小売団地の形成、個店の自由な進出などが必要です。 

（注意：これらの集積の多くは下記の既存の高度化制度で実現可能です。） 

 

   共同店舗   ：小売商業店舗等共同化事業、商店街整備等支援事業(まちづくり会社)など 

   パティオ   ：商店街パティオ（店舗等集団化）事業など 

   小売団地など ：小売商業店舗等集団化事業など 

   商店街の近代化：小売商業等商店街近代化事業、商店街共同施設事業など 

   コミュニティ施設等を含んだ地域の一体整備：特定商業集積法の活用など 
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＜新たな立地の活用と既存商業地の整備のイメージ図＞ 
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（４）中山間地域の望ましい商業地づくり 

 ここで述べる中山間地域（狭義の中山間地域）は、第４章２節（２）の「県内の圏域設定と商業地づ

くり」の中の「（Ⅳ）ブロック的な圏域」に含まれる町村と、「（Ⅰ）中核都市圏域」、「（Ⅱ）準中

核都市圏域」、「（Ⅲ）広域的な拠点圏域」の市町村の中で拠点として位置づけられていない「その他

の町村」を対象とします。 

 

 中山間地域は、広いエリアに人口が点在しており、かつ人口の減少が続いています。 

 さらには、高齢化が進行しているため、日常生活の利便性の向上という視点から、買い物、医療、交

通、行政、文化、コミュニティなどのさまざまなニーズに、一カ所で対応できるような場の確保が、他

の地域に比べてより一層必要となっています。 

 商業面では、商業を支える人口の減少に加えて、他の地域からの購買力の流入が少ないため、商圏内

の潜在購買力が少ない状況にあり、反面、人口あたりの商店数が多く、商店規模は小さく、経営者の高

齢化も他の地域より進んでいます。 

 

 そのため、他の地域の既存の商業集積が抱えている課題を解決していく方法と同じ方法では、活性化

が困難な状況となっています。 

 また、中山間地域の望ましい商業地づくりには、商圏の規模や町村の性格によって、「成立する業態」

と「規模」を十分把握した上で、住民の日常生活の利便性確保の観点から、日常生活のさまざまなニー

ズを複合させて提供することが重要です。 

 このため、中山間地域においては「一定の商業機能が確保されている地区」と「商業機能の多くを他

の市町村に依存する地区」ではそれぞれ、次のような考え方を持って整備することが必要です。 

 

 ① 一定の商業機能が確保されている町村の中心的な地区の整備 

   （複合的な商業集積の整備＝生活機能の総合的な利便性を提供する商業） 

   中山間地域において、一定の商業機能が確保されている町村の中心的な地区では、医療、交通拠

点、公共的機能、文化・コミュニティ機能などを一定のエリア内に集積させ、ショッピングセンタ

ーやスーパー、コンビニエンスセンターなどの商業機能と組み合わせて複合的な整備を図ることが

必要です。 

   また、中山間の町村において公共的な施設の整備を行う際には、それぞれの施設を個別的な視点

で設置するのではなく、まちづくりの視点から総合的に整備を進めることが必要です。 
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＜例１：複合的な商業集積の整備イメージ（地域の一体的整備＝まちづくり）＞ 

  商業をはじめとした日常生活のさまざまなニーズに一カ所で対応できることが、高齢者の比率が高

い中山間地域では特に必要です。 

 

 

  ※コンビニエンスセンター 

   コンビニエンスストアや、ミニスーパー等を中心として、最寄品店（食料品店など）が数店集合

した比較的小規模な複合形態で、地元に密着した需要に対応し利便性が高いため、中山間地域の商

業の核として、また、既存の商業地における集約化の主役として、各地で展開していくことが可能

です。 

 

＜ミニスーパーを中心とした標準的なコンビニエンスセンター＞ 
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 ② 商業力の多くを他の市町村に依存している地区・一定の商業機能が確保されている町村の周辺地

  区 

 （地域の生活基盤としての一定の商業力の確保＝生活に必要な商業機能の確保） 

   商業力の多くを他の市町村に依存している地区や、中山間地域における拠点地区以外の周辺地区

では、商業形態の採算ラインから見て、日常生活に必要な商業機能の確保さえも難しい地域があり

ます。 

   これらの地域は、比較的小さな集落が多く、高齢者が多いことが特徴で、生活を支える機能とし

て一定の商業機能の確保が必要となっています。 

   人口規模などから、商店や商業集積としての成立が難しい場合には、移動販売、通信販売などを

含んだ新たな業態による無店舗販売や、福祉などの公共サービスと一体となった生活利便性の提供

が必要となります。 

 

＜例２：公共サービスなどと一体化した商業機能の提供＞ 

  食事材料などの食料品や、日用雑貨を中心に提供する「地区センター」を設立して、商品の受注、

配送を行い、農産物などの出荷の代行や、福祉などの行政サービス、金融機関等の代行を併せて行い、

生活者のニーズを満足させる、サービス・物販を複合させた出前方式での提供の検討も必要です。 
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＜例３：情報化を利用した新しい形態の創出＞ 

  情報化を利用した新しい商業形態の創出により、日常生活により一層の利便性を提供することが期

待されています。 

  情報化による新業態店では、店舗には商品在庫の一部しか保有されませんが、倉庫（＝配送センタ

ーと情報ネットワークで結ぶことによって仮想のバックヤードが確保でき、実質的に豊富な品ぞろえ

が可能となるため、店頭に多くの品ぞろえができない地域でも、生活者により高い利便性が提供でき

ます。 

  さらに、この新業態店においては、公共的な情報や福祉的なサービスを提供し、また、地域におけ

る集いの場としての機能も付加させることにより、より利便性の高い日常生活サービスを提供できる

ようにしていくことが必要です。 

＜例４：買い物などの日常生活の利便性を高める交通手段のサービス＞ 

  高齢化の進展により、町村の中心的な地区から離れ、車の利用が難しい高齢者のための公共交通シ

ステムを確保して、買い物や通院などに利用することが望まれます。 

  過疎地域の市町村では、さまざまな試みがされていますが、町村などが運営するディマンドバス（町

村がバスを準備して、車の利用が難しく買い物や通院が難しい高齢者のために、地域内をタクシーの

ように巡回するもの：富山県福光町など）の検討も必要です。 
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 ③ 交流人口を活用した商業 

   中山間地域では居住人口の減少や高齢化などに対応した商業振興の他に、地域資源を活用した観

光振興などの交流人口の拡大を目指した商業やサービス業の形態を検討することも重要です。 

   また、新たな道路整備により、交通アクセスが向上する町村、とりわけ新寒風山トンネルによる、

本川村、吾北村などへの愛媛県からの交流人口の増加や、地域の資源の発掘、再整備が効果的に行

われている地域においては、交流人口を活用した商業の活性化が必要です。 

   具体的な例としては次のような取り組みが考えられます。 

  (1) 「道の駅」のような核となる施設の周辺での地域特産品の販売 

  (2) 地元産品の市場的な形態での販売 

  (3) 地元の特産品の味わえる飲食店、レストラン 

  (4) 伝統的な技術の体験や工芸品の販売 

  (5) 農家などが主体となった体験農園 

  (6) 自然環境の体験や温泉等を活用した宿泊施設 

 

  これらに取り組む場合には、商業の振興の視点だけではなく、交流人口を増加させる「地域おこし」

として、地元の貴重な産業のひとつであると捉える必要があります。 

 



 

 39

（５）交流人口を活用した商業地づくり 

  商業は立地する場所により、それぞれのマーケットや生活者のニーズ構造が異なるため、立地条件

や生活者ニーズに対応した業種・業態を配置することが商業地を整備するうえで重要です。 

  また、交流人口の拡大を図る場合には、入り込み客の消費ニーズを重視した商業の展開が必要です。 

 

① 観光の視点を重視した商業振興 

   観光資源により一定の観光客（交流人口）が見込まれる地域においては、これらの観光客の消費

ニーズを対象とした商業活動が必要であり、地元生活者のための商業機能に加え観光客を対象にし

た商業への取り組みが必要です。 

   これには、従来のような、名所旧跡、名産地等の土産物屋などの観光地型の商業ではなく、「何

に触れ」、「何を感じたか」という体験による感性を満足させる観光を重視した商業への取り組み

が重要です。 

   このため、「観光対応型商業の集積整備」や「まちなか観光型の整備」のように、観光と地元の

資源や商業と調和を図った整備も必要です。 

   特に、小規模な市町村で取り組む場合には、市場、温泉、宿泊施設、自然体験などの資源を広域

的に活用し、近接市町村と連携して、来訪者に満足感や充実感を提供することが必要です。 

 ② 交流人口を活用した商業の展開 

     地域商業の活性化のためには、ビジネスやコンベンションなどの交流機会を積極的に活用した商

業の展開に取り組む必要があります。 

   たとえば、地場産品が安く購入できるアウトレットストア的な（製造直売、大量生産品などを安

価に販売する店舗）集積などによる展開を図るなど、来訪者の新たな買物需要を喚起していくこと

が重要です。 

   また、将来的には高知新港やＦＡＺ関連施設を活用し、輸入品を中心としたショッピングモール

などの商業集積の形成を図り、来訪者の消費ニーズを喚起し、広く中四国をはじめ全国を対象とし

た流入人口の増大を図るような商業の展開に取り組むことも必要です。 

   このように、人が集まるさまざまな機会を捉えて商業の活性化を図ることが重要であり、 特に、

中山間地域においては、地域の活性化の視点からも交流人口を拡大する機会を創出していくことが

重要です。 

③ 観光の視点を重視した整備例 

   観光を重視した商業地づくりの主な取り組みを例示すると、次のとおりです。 

＜例１：観光対応型商業の集積整備＞ 

  本県の自然や文化などの特性を活かした商業の新たな展開を図るため、「本物」の地場産品を提供

するとともに、日常は地域の生活者が利用し、週末や観光シーズンには多くの観光客の利用に供する

ことができる商業集積を整備していくことが必要です。 

  (1) 比較的海に近い観光ルートで、新鮮な海産物を市場的な雰囲気の中で、買い物や食事ができる

場の創出。（とさくろしお市場、とさのくに海鮮市場：仮称） 
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   (2) 日曜市では野菜果物などの農産物に加えて、新鮮な海産物の活用や、既存商店街との連携によ

る一層のにぎわいづくりへの取り組み。 

＜例２：まちなか観光型の整備＞ 

   他県からのビジネス客や観光・買い物客の流入が期待される県都の中心商業地においては、「まち

なか観光」という視点も入れた魅力的な都市型の商業空間の整備が必要です。 

  また、商業機能自体の強化に加えて、買い物や食事などの情報発信や話題性の提供により、来訪者

が楽しみながら「まちなか」を歩いて探訪し、交流のできる、快適な都市空間の創出というソフト面

を重視した整備への取り組みが必要です。 
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 第３節 「顧客」としての生活者の視点を重視した小売業の展開 
 

 生活者の支持する小売業の営業形態は、業種店から業態店へと変化しています。 

 また、プロ意識に基づく戦略的な店舗運営の形態である新業態の競合が次第に激化する中では、従来

のままの小売業では生き残りが困難であり、生活者の価値観に基づく買い手の立場を重視した事業転換

を図ることが必要です。 

 このため、商業集積地としての商店街はもちろん個店としても、業態化への取り組みを基本戦略とす

ることが必要です。 

 

（１）商店街生き残りの条件 

 ショッピングセンターやロードサイド型の商業集積が生活者の支持を得ている現状において、従来の

延長線上の取り組みでは、商店街が商業集積地として生き残ることは困難です。 

 今後、商店街が生き残るためには、商店街をひとつの商業集積体として再認識し、他の商業集積との

競合状況や立地特性を把握して、商業集積地としての適正化を図ることが必要です。 

 このため、商店街では、以下の条件を満たす取り組みが重要です。 

 【商店街生き残りの条件】 

    条件１：商業者の意識改革 

       商業は、商業者側の都合で生き残れるものではありません。 

       このため、真に生活者の支持を得るための努力をしている商業のみが生き残ることが出

来るということを十分認識すること。 

    条件２：不適合商店街からの脱却 

       立地場所の不適合（本当に生活者の望む場所に立地しているのか）、地域ニーズへの不

適合（本当に生活者が望むニーズや新しい時代のニーズに対応しているのか）、販売形態

の不適合（本当に生活者が望む内容に対応した販売形態を取り入れているのか）等の不適

合商店街から脱却し、新しい生活者の生活様式や買物動機等に十分対応すること。 

    条件３：商店街全体の適正化 

        適正な核店舗の配置、複数の専門店の競合による比較購買、共同意識の高揚、回遊性の

確保、効果的な販促活動等に積極的に取り組むこと。 

    条件４：駐車場の整備 

       生活者の利便性強化のためには駐車場の整備は不可欠です。 

       しかし、商店街の多くは、駐車場不足のため車社会に対応できていない現状にあります。

駐車場の確保を図ること。 

    条件５：商店街を構成する個店の努力として、専門店の特性づくり 

       魅力ある商店街形成のためには、専門店のレベルアップが必要です。 

       商店街の専門店においては、独自性を発揮しながら地域生活者との密着化を図る店づく

りに取り組むこと。 
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    条件６：ハード整備に合わせての運営体制・ ソフトの充実 

       商店街の再整備においては、「ハード面のまちづくり」と、それを運営する「ソフト面

のまちづくり」の両面が必要です。 

       このため、今後は商店街の立地特性を把握し、生活者の購買ニーズを掘り起こし、商店

街の特徴である人と人との触れ合いを重視した接客サービスなどを充実させて、商店街の

活性化に取り組める運営体制を確立すること。 

    条件７：人づくり・後継者づくり     

       商店街の悩みの多くは、後継者不足が原因となっています。 

       活力ある商店には若くて有能、かつ、やる気のある後継者が存在しています。 

       このため、商店街も、やる気のある人づくり・後継者づくりに努めること。 
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（２）中小小売店の活性化戦略 

 小売業の生き残りのための戦略である業態化の基本は、適正立地への適正業態の展開です。 

 小売業は生活者の生活領域を基盤として、生活者の支持によって成り立っており、地域によって売れ

る商品や必要なサービスの内容が異なることから、立地する地域の消費特性を重視した業態化への取り

組みが必要です。 

 特に、商店街の中小小売店は、かつては商店街の集客力に依存する形で支持されてきましたが、現在

では商店街の集客力は衰退し、立地条件は変化しています。 

 このため、商店街を基盤とする中小小売店は、「立地転換を含めて積極的に業態転換に取り組む」か、

「立地はそのままで何らかの形で業態化に取り組む」か、基本的な対応方針を十分検討したうえで業態

化に取り組むことが重要です。 

 生活者の支持を受けて成長している業態化のタイプを例示すると以下のとおりです。 

 ① 生き残りのための業態化のタイプ 

   業態化の大きな流れとしては、「品揃えや価格訴求を重視した規模の大型化」と、「店舗の独自

性発揮を図るコンセプトショップ化」の傾向があります。 

   規模の大型化を伴う業態化のタイプとしては、「大型専門店」と「カテゴリーキラー」がありま

す。 

   この業態化を進めるには、資金力をはじめとする一定の企業体力やノウハウが必要となるため、

必ずしも全ての中小小売店において対応できる業態化戦略ではありません。 

   このため、中小小売店の取り得るもう一方の業態化戦略として、店舗の独自性を発揮するコンセ

プトショップ化があり、一般的な中小小売店はこの業態化に取り組むことが必要です。 

     これらの業態化のタイプとしては次のようなものがあります。 

  (1) 規模の大型化タイプ（自ら集客力を発揮するタイプ） 

    1)大型専門店（適正立地に一定の規模以上で出店するタイプ） 

     業種単位の品揃えを行う、売場面積 500～1,000 ㎡、ディスカウント性が１～３割程度の専門

店で、紳士服やおもちゃなどに代表されるロードサイド型の大型店タイプ。 

      2)カテゴリーキラー（大型専門店をさらに大型化した店舗規模で勝負するタイプ） 

         業種単位の品揃えを行う、売場面積 3,000～5,000 ㎡、ディスカウント性が３割以上の専門店

で、幅広い品揃えと価格競争力に重点を置いたナンバーワン型の専門店。 

    (2) コンセプトショップ（集積地の集客力に依存しながら店舗の独自性で勝負するタイプ） 

       当店だけの独自性（オリジナリティ）を持つオンリーワン型専門店で、カテゴリーキラーや大

型専門店とは「競存競栄」できる専門店。 

    独自の集客力は弱いが、一定の集客基準の中に位置していれば成立し、ショッピングセンター

や繁華街などに立地する専門店や、一般の商店街に立地する専門店が取り組むべき業態化の方向

です。 

    しかし、立地構造によるニーズの把握や対応ができていない店舗では成立が困難です。 
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 ② 中小小売店の業態化戦略 

   中小小売店の業態化は、商店街の特性や活動状況に合わせた専門性の強化や利便性の向上など、

地域のニーズに密着した業態化（コンセプトショップの視点）に取り組むことが必要です。 

   取り組みにあたっては、まず、品揃えや接客サービスなど生活者の求める最低限の商業機能を満

たすことが重要であり、そのうえで、自店の得意な分野を活かしながら、どのような消費ニーズに

対応していくかを明確にすることが必要です。 

   特に、最寄品系の業種については利便性の向上（コンビニエンス化）、また、買回品系の業種に

ついては専門性の向上が重要となります。 

  (1) 業態化戦略のあり方 

       1) 部分的な展開からスタート 

     業態化の取り組みにあたっては、営業方法の全面的な転換など、一挙に転換を図ろうとする

と、何もできないということになりかねません。 

     このため、最初は、部分的に業態化されたコーナーを設けるなど、取り組めるところから、

まず取り組みを始めることが重要です。 

       2) 業態化戦略はアイデア次第 

     業種によっては種々のテーマ設定が可能であり、業態化戦略はアイデア次第ともいえます。 

     大型店にはできない、小回りのきいた営業展開を図ることが重要です。 

 

    (2) 業態化の推進ステップ 

     自店の状況の認知                    業態化を推進するための情報の収集・研究 

      立地、競合、顧客層、得意分野など   先進店視察や業界情報の収集・研究など 

                                            ↓ 

                       業態化の方向決定・計画検討 

        立地、対象ニーズなどの方向決定 

               店舗コンセプト、商品構成、販売方法、サービスシステムなどの検討 

                                            ↓ 

                  業態的な取り組みの実施（初期的な業態化戦略） 

       業態化コーナー等の設置によるテスト活動や業態的サービスの実施など 

                                       ↓     

                         本格的な業態化実施
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 ③ 成長業態である無店舗販売の傾向 

   店舗販売の業態化の進展に加え、無店舗販売の業態も進展しており、買い物の選択肢の幅はます

ます広がっています。 

   無店舗販売は、ニューメディア利用の新しい方法も生まれており、今後も有望な販売形態の一つ

としてその動向を注目する必要があります。 

  (1) 従来からの無店舗販売の動向 

        通信販売や共同購入などの従来からの無店舗販売の利用も引き続き増加を続けています。 

       1) 通信販売の増加 

     通信販売は、店まで出向かなくてもよいという利便性に加え、こだわりの品が選べ、生活の

楽しさや豊かさを感じられる等の理由から多くの生活者の支持を得ています。 

        近年では、伸び率はやや鈍化していますが、ニューメディア利用の通信販売も含め業界内で

淘汰を繰り返しながら、持続的な増加が推測されます。 

       2) 共同購入の増加 

     商品の質・安全性に対するこだわりや利便性などのニーズにより、生協や農協、生産者から

の共同購入が増加しています。 

     店舗販売等において、これらのニーズが満たされない限り、共同購入の増加は続くものと推

測されます。 

  (2) ニューメディア利用の無店舗販売の動向 

    ニューメディア利用の無店舗販売としては、従来からのカタログ、チラシ・新聞・雑誌、テレ

ビ等利用の通信販売に加えて、双方向のケーブルテレビやパソコン通信、インターネット等を利

用した通信販売の形態があります。 

    今後は、オンライン、オフライン（ＣＤ－ＲＯＭなどの記憶媒体）による商品情報の複合提供に

基づき、電話、ＦＡＸやニューメディア等を利用して発注する形態が増加するものと推測されます。 

     現在は、インターネット等のオンライン上で、情報提供や物品の紹介・販売を行う、仮想店舗

や仮想商店街(バーチャルモール)が、初期の段階でありながら急増しています。 

     この無店舗販売は、採算性や標準的なシステムの確立、セキュリティなどの課題がありますが、

ギフトなど特定の目的を持つ利用、産地直送品など特徴ある商品、書籍などオンラインで扱いや

すい定番的な商品の取扱いをはじめとして、ネットワークに接続される端末の増加とともに、利

用が飛躍的に増加していくものと推測されます。 

    また、時間や距離にほとんど関係なく、全国を広く対象とすることができる商業形態であり、

現状では新規参入のチャンスも十分あります。 

    参加するにあたっては、以下のような形態が考えられます。 

    1) 個別企業として既存のシステムに参加する形態 

    ・ニューメディア利用の通信販売に自店の取扱い商品を乗せる 

    ・仮想商店街（バーチャルモール）への出店 

    ・インターネット等へホームページを持つ 
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     2) 集団としてニューメディアのシステムに参加または構築 

    ・共同で仮想商店街（バーチャルモール）への出店 

    ・商品以外の情報発信と併せたシステムの構築
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 ④ 業態化の取り組み例 

＜例１：買物の場としての利便性の向上＞ 

1) 長時間営業の実施 

    ＣＤ・ビデオ深夜サービス、２４時間ブックセンターなど。 

   2) コンビニエンス化の展開 

日常のものはいつでも何でも揃う店づくりで、フランチャイズやボランタリーチェーン、独自

の展開などの営業展開。 

   3) 駐車場を持つ共同店舗化の展開 

    最寄品系を中心にしてコンビニエンスセンター型に集合する形態と、買回品系の専門店を中心

にしてパティオ型に集合。 

＜例２：魅力ある商品・サービスの提供＞ 
 
   1) 個性的な商品企画の展開 

    食料品店でのカットフルーツや、食事メニューの提案、鍋物パック、自家製の惣菜などの独自

の商品企画。 

   2) 近代的萬屋（よろずや）の展開 

    酒類、米などの食料品で昔見られた「御用きき」の現代版。 

    たとえば、パソコンの活用等により得意客の「米びつ管理」（消費量の周期の把握）を行い定

期的に配達を行っている米穀店の事例。 

    また、酒類・米・食料品などの複数店舗が共同して宅配サービス等を実施し、顧客の拡大や配

達の低コスト化を図るような取り組み。 

   3) 新形態の移動販売、宅配サービス 

    サービス業や運送業と連携することで、高齢者などを対象に商品や食事と合わせて、公共的な

サービスなどを提供する仕組み。 

＜例３：欲しい商品が揃う店としての部門強化＞ 

   1) 専門コーナーの充実や専門化 

    家具店におけるリビング部門の専門化、鞄袋物店における輸入品や小物部門の専門化、婦人服

店からマタニティーショップへの展開など。 

   2) 関連商品の充実や専門化 

    ビジネス用品店、本・ビデオ・ＣＤショップ、おしゃれ用品店、画材総合店など、「ある分野

に関しては全て揃う」商品構成の店舗展開。 

＜例４：その他＞ 

   1) 他地域の店舗との連携 

    共同仕入れ等に取り組むことで、単独では仕入が困難なブランド商品などの確保を容易にした

り、仕入単位を増やすなどのコストダウンへの取り組み。 

   2) 中山間地域における生活支援の新業態 

    中山間地域において商業機能の維持が困難な場合には、生活者の利便性確保を目的に、ネット
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ワークの活用によって、仮想のバックヤードを共通で持つ店舗のチェーン化や、最低限の実在庫で店舗

運営を行うことの検討や取り組み。
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 第４節 卸売業の機能強化による新たな展開 
 

（１）中小卸売業の対応方向 

 中小卸売業にとっては、自社の強みを活かしたうえで経営資源を集中することと、小回りを効かすこ

とが大手卸売業への対応のかぎとなります。 

 このため、共同化と新業態への取り組みが重要です。 

 また、共同化や新業態への取り組みにあたっては、単なる集荷・保管・分散機能中心の卸売業から転

換し、情報の有効活用を基本に、川上（製造業）から川下（小売業、生活者）までを視野にいれ、どの

段階を強化し、どのように進出するかが重要です。 

 このための基本的な対応方向を例示すると、以下のとおりです。 

 ① 水平的連携の強化（業種別卸・ストック機能中心卸からの転換） 

   今後は従来型のストック機能中心の業種別卸から業態別卸に転換する必要があります。このため、

合併や共同化・協業化等による同業・異業種卸との連携（水平的な連携）等により、品揃えの総合

化や供給体制の整備など業態卸としての体制づくりに取り組むことが必要です。 

 ② 情報化への取り組み（情報の有効な活用をベースとする経営の展開） 

     今後の物流の効率化や小売業支援戦略には、情報の有効な活用が必要不可欠です。   

 ③ 垂直的連携の強化（コスト管理、低コスト経営への展開） 

   流通システムの変化に対応し、製造・配送・販売の川上から川下までのトータルな連携（垂直的

な連携）を強化して、物流の効率化や情報化に一体的に取り組むことが必要です。 

 ④ 卸売機能の革新（新機能の展開、新業態開発） 

    製造業や小売業に対する支援力の強化（商品企画や商品情報の提供など）のほか、自らが商品開

発等を行い製造分野に進出することや、キャッシュ＆キャリー（小売業者等が自ら卸売業者に出向

いて商品を選び、自ら持ち帰る形態）や、ホールセールクラブ（会員制の卸売業）などの、小売業

に近い分野への進出も視野に入れることが必要です。 
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（２）県内中小卸売業の活性化戦略 

 県内の卸売業は、中四国規模から全国的規模に近い地元有力卸売業と、県内の小売業を対象とする地

元中小卸売業の２つに大きく分類されますが、事業規模や物流システム整備への取り組みなどの格差は

拡大しています。 

 また、これら２つのタイプの卸売業の取り組みは同レベルではなく、特に県内中小卸売業は、全国的

な業界の動向（大手の中小吸収・地方進出など）や県内業界の特性（小規模零細性・県内流通中心など）

を十分認識し、次のような対応が必要です。 

 ① 高速道路網等の交通体系の整備、高知新港・ＦＡＺ関連施設等の活用 

  （関連業界（製造・配送・販売）と連携した積極的な取り組みの推進） 

     交通基盤整備をはじめとする各種プロジェクトの進展による環境変化への対応にあたっては、地

元有力卸売業を核として、流通の変化、物流システムの開発、商品開発、共同事業などの可能性に

ついて、卸売業界全体で広く異業種と協力して検討することが必要です。 

   また、商品の輸入に関しては、第３セクターである「高知ファズ（株）」の機能を活用した物流

システムの開発や共同化の検討も必要です。 

 ② 地元中小小売業への支援機能の強化 

  (1) 業界の連携・再編への取り組み 

     小売業支援のためには、品揃えの総合化や供給体制の整備が必要ですが、経営規模の小さい中

小卸売業単独での取り組みには限界があります。 

    このため、共同で取り組みを進めるには、互いの経営資源を集中し、業務提携や共同化・協業

化、場合によっては合併も含め同業種卸売業界の再編や異業種卸売業との連携に取り組むことが

必要です。 

  (2) 共同事業への積極的な取り組み 

        物流コストの削減や物流機能強化のため、共同仕入や保管、配送等の共同事業に積極的に取り

組むことが必要です。 

  (3) 小売支援力強化のための卸売機能の革新と人材育成 

    急激な構造変化の中で、メーカー商品のみならず、特徴ある商品の情報や取引情報の提供、ま

た、販売戦略策定のための小売動向の調査・分析など、リテールサポート（小売支援）機能等の

強化が必要です。 

    このため、中小卸売業においても、情報の提供力・提案力の強化などが重要であり、販売チャ

ネルの開拓や機能強化のための人材育成等に積極的に取り組むことが重要です。 

 ③ 新業態化への取り組み 

   （機動性や卸の特性を武器にした業態開発への取り組み） 

   業界での生き残りのためには、自社の強みを活かして、キャッシュ＆キャリーやホールセールク

ラブ、ディスカウントストアやミニパワーセンターなどの新業態への取り組みが必要です。 

   なお、この場合、単独での取り組みのほか、共同化による、より規模の大きな展開を図ることも

重要です。 
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 ④ 情報化への積極的な取り組み 

   卸売業が物流の効率化を進める場合には、受発注情報のオンライン化など商取引の情報化に積極

的に取り組むことが必要です。 

   このため、卸・小売間の受発注業務等をサポートし、情報の提供サービスなどを行うために、第

３セクターである「（株）高知流通情報サービス」（以下ＫＤＩＳと略記）などの地域ＶＡＮを活

用することが必要です。 
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第５節 情報化の推進による商業の活性化 
 

（１）経営戦略としての情報化の必要性 

  商業構造の変化に対応し、活性化を図るためには、消費動向や、地域特性、市場ニーズなどを的確に

把握するとともに、販売状況や商品管理を計数的に行い、具体的な経営戦略を立てるための「マーケテ

ィング」や「マネージメント」の能力を強化し、経営の近代化を図ることが必要です。 

 このためには、大量のデータを迅速に収集・分析することが必要で、情報機器の導入などをはじめと

した「情報化」と、その積極的な活用が極めて重要です。 

 また、「情報化」をさまざまな分野で活用する過程で、新たな分野の情報やビジネスチャンスをつか

み、経営に活かすことが重要です。 

 いずれの場合にも「情報化」がかぎを握っており、「情報化」を企業経営における戦略策定のための

基本、あるいは戦略そのものとして位置づけることが必要です。 

 

（２）情報化による戦略の展開 

  情報化の推進にあたっては、導入目的を明確にし、段階的に取り組むことが重要です。 

 このため、まず自社内の情報化を図り、経営管理や顧客管理、販売分析などによる経営戦略の策定や

経営の近代化に取り組むことが必要です。 

 次には、取引先などとのネットワークを形成し、相互の情報交換による取引の拡大や、経営の効率化

を進めることが必要です。 

 このように、情報化を進めて、外部との情報の連携や交換を容易にし、流通システム全体を構成する

メンバーとして、個々の強みを発揮することが必要です。 

 ① 情報を活用した小売業の活性化 

  (1) 情報を活用した個別商店の活性化 

    個別商店は、自店の問題点を分析・整理のうえ、目標を明確にし、改善に取り組むことが重要

であり、そのための手段として情報化を積極的に進めることが必要です。 

＜例：情報化への取り組み例＞ 

   1) 顧客・販売情報の販売計画への活用 

    販売情報、顧客情報の収集、分析、管理を行い、それを有効活用して、仕入、販売計画を立て

るためのＰＯＳシステム（販売時点管理システム）などの導入。 

   2) 仕入、商品情報の経営効率向上への活用 

    小売業、卸売業ともに、迅速で正確な発注やリードタイム（特定の業務を行うための準備の時

間）、在庫の削減のためのＥＯＳ（電子発注システム）や、さらに進んだＥＤＩ（電子データ交

換）システムの導入。 

   3) 経理、財務の情報等の経営戦略策定への活用 

    情報機器の導入による経理処理などの迅速化、効率化と、財務分析による企業体質や問題点の

把握と経営戦略への活用。 
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  (2) 情報を活用した商店街の活性化 

    商店街の商業力を向上させるためには、カード化事業などを通じて顧客情報を収集・分析し、

固定客の確保や販売促進などに有効活用することや商店街からの情報発信による積極的な取り組

みが必要です。 

    1) カード事業の推進 

     カード化事業には次のようなタイプがあります。 

     （ポイントカード型） 

     従来のスタンプサービスは生活者の利便性の高いカードへの転換が進んでおり、ポイント機

能に限定して導入する小規模な商店街、近隣型の商店街が増加。 

     （多機能カード型） 

     ポイント、クレジット、プリペイド機能を複合させた多機能カードシステムを導入し、生活

者により一層のサービスを提供し、商店街の販売戦略への活用例が増加。 

    2) 商店街からの積極的な情報発信 

     情報誌やテレビ、ラジオ、その他の情報ネットワークを活用した、新鮮で充実した商店街情

報の発信による商店街としてのイメージアップ。 

 ② 情報を活用した卸売業の活性化 

   卸・小売業は自社内での情報化は進めていますが、多くの中小卸・小売業間では情報の連携が十

分に行われておらず、ひとつの小売業から複数の卸売業への発注や、ひとつの卸売業から複数の小

売業への情報提供を行うなど、受発注等の業務の効率化や情報の有効な活用が十分でない状況にあ

ります。 

   今後は、受発注業務の迅速化や効率化のために、ＫＤＩＳなどの地域ＶＡＮを利用して、卸・小

売業間の情報ネットワークを推進し、取引情報の有効活用による小売業の商品調達能力の向上と、

卸売業の販路拡大を図ることが必要です。 

 

   さらに、次の段階では、共同での品揃えの拡充をはじめ、運送業と連携した共同配送などによる

総合的な物流コストの低減や、金融情報、マーケット情報などと連携した流通情報のネットワーク

の構築も必要です。 
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これらの取り組みにあたっては、業界内部に加え、それをサポートするＫＤＩＳなどの地域ＶＡ

Ｎや情報関連企業の支援機能の強化が必要です。 

 ③ 商業活性化を支援する情報化 

   商業の活性化を図るためには、企業や業界内の情報化を促進するとともに、商工関係団体や行政

機関の情報化を一層推進し、その連携を図ることが重要であり、次のような取り組みが必要です。 

   (1) 情報の収集力の強化 

    業界、商工関係団体、行政機関とも、情報の収集力の充実、強化に努めるとともに、収集した

情報をデータベースとして蓄積し、常に新しい情報に更新してその鮮度を保つとともに、検索を

容易にして情報を有効活用することが必要です。 

  (2) 情報を交換するシステムづくり（情報の公開、提供、交換の手段の多様化） 

     情報をお互いに有効に活用するためには、連携して利用できるシステムづくりが必要です。 

     また、行政機関や関係機関には統計的なデータが多く、業界には内部の詳細な情報が多いこと

から、これらの情報を自由に、相互活用できるシステムづくりが必要です。 

 

（３）情報化による新たな産業としての流通業 

 小売業の業態化戦略でも述べたように、情報を活用した仮想商店街や無店舗販売などの新しい形態の

流通業が、今後、飛躍的に発展し、さまざまな業界から参入することが予測されます。 

 このため、卸・小売業においても、ノウハウや商品の供給能力などの強みを活かして、積極的に参入

することが必要です。 

  この場合の取引先は、これまでと違って業界や地域、国を越えた国際的なことも考えられ、商品の調

達から販売先までの流通システムの有効活用や新たな構築が必要です。 

 また、これらの新しい業態の取り組みには、まず、実験的に参入し、そのうえで本格的に参入するな

ど段階的な取り組みと「投資採算性」の検討が重要です。 

 予想される参入例としては、次のようなものが考えられます。 
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＜例１：仮想店舗の単独出店（インターネットへのホームページ開設などによる出店）＞ 

   無店舗販売の新しい形態として、商品情報をインターネットなどのネットワークを利用して提供

し営業をする仮想店舗があります。 

   この場合には、個店としての情報発信力と商品調達力の強化が不可欠です。 

＜例２：仮想商店街（バーチャルモール）や仮想都市（サイバーシティー）の形成や出店＞ 

   実験的な段階ですが、仮想店舗が集合した「仮想商店街」や、仮想の金融機関、店舗・商店街が

集合した「仮想都市」の形成や出店があります。 

   この場合には、自店が参加しようとするシステムの特徴を十分に把握することが必要です。 

＜例３：既存の仮想店舗などのネットワークを利用した販売形態＞ 

   単独で仮想店舗の開設などが困難な場合には、ネットワーク上で企業や地域が既に開設している

ホームページの一部を利用する販売形態があります。 

＜例４：ネットワークを利用した地域の受注配達システム＞ 

   日常の買い物が不便な地域や、高齢化社会に向けては、「旧来の御用きき」の新しい形態として、

地域のネットワークを利用した注文や配達システムが考えられます。 
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 第６節 商業活性化に向けた人づくり、組織づくり 
 

 商業の活性化のためには、若くて新しい活力を注入することが重要であり、若手の人材育成と組織の

活性化が必要です。 

 また、若手経営者が地域商業のリーダーとして活躍できるように支援することも必要です。 

 さらに、共同で事業を始める場合や、商業地の再整備等の計画、実現に取り組む場合には、組織づく

りと組織力の強化が重要です。 

 特に、魅力ある商業地や商店街づくりを進めるには、魅力ある店づくりが基本であり、魅力ある店づ

くりには活力ある人づくりが必要です。 

  しかし、多くの商店街では、後継者不足や、新規参入者が少ないため、経営者の高齢化により、個別

商店および商業地の活力が低下しています。 

 このため、今後は、多様な生活者ニーズに適切に対応し、さまざまな業種や業態の展開に取り組むと

ともに、個別商店も専門化や個性化に努め魅力の向上を図ることが重要です。 

 そのためには、生活者の「動向をつかみ」、「顔を見て」、それを商品や店舗に反映させるとともに、

接客サービスの向上を図り、顧客である生活者に満足を提供する、いわゆる「プロの商業者」の育成が

必要です。 

 また、商店街等商業地の活性化には、動ける組織づくりと活動の中心となる地域のリーダーの育成と

強化が必要です。 

 

（１）人づくりによる活性化 

 ① 若手経営者（後継者、新規参入者）の育成 

   県内の商業地、特に中山間地域においては、商業者の高齢化と後継者不足、若手経営者や新規の

参入者が少ないなど、商業地としての維持が困難な状況になっています。 

   地域商業の活性化のためには、若手経営者の新規参入を促すとともに、将来を担う若手経営者を

「プロの商業者」として積極的に育成することが重要です。 

   このため、研修機会の提供や意見交換の場の創出をはじめ、金融や経営診断・指導などの支援が

必要です。 

 ② 地域のリーダーづくり 

   商業振興への取り組みや、商業地の再整備など、地域商業の活性化のためには、核となるリーダ

ーの育成が不可欠であり、実際に活動の主役となるメンバーとして、将来を担う若いリーダーの育

成が特に重要です。 

   さらに、地域のリーダーが連携し、意見交換などを行い、お互いを高めるネットワークづくり（商

業者間の仲間づくり）が重要であり、その実現のために、研修などの「場づくり」が必要です。 
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（２）組織づくりによる活性化 

 ① 組織の確立、組織力の強化 

   商業規模の大小にかかわらず、商店街などで新たな展開を図る場合、組織を確立して共同で事業

を実施することが極めて重要です。 

   また、組織化を進める場合には、構成員の数や規模も重要ですが、組織が有効に機能し、目的を

達成するためには、構成員個々の共同意識の高揚や目標の共有化を図ることが重要です。 

   このため、やる気と共同意識のある商業者が集まり、組織化するとともに、関係機関などによる、

適切な指導や支援により、育成していくことが必要です。 

   なお、組織化を進める場合には、次の要素が重要となります。 

  (1) 参加意識を持った構成員 

  (2) 共通の目的 

  (3) 一定の規範（ルール） 

  (4) 指揮命令と役割分担の明確化 

  (5) 情報の共有化 

   しかしながら、共通の情報が送られていても、積極的な関心を示さず、認識しない者は、組織の

「構成員」とはいえません。 

   また、組織の充実強化に取り組む場合には、 

  (1) 先見性を持ったリーダーの養成 

  (2) 構成員の意欲、意識の高揚 

  (3) アイデアを出す機会、研修の機会の創出 

  (4) 若手、女性の積極的な登用 

  (5) 一定の財政基盤の強化 

   などが必要です。 
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第５章 プランの推進 

 
 第１節 推進にあたっての基本的な考え方 
  

第４章において、高知県商業の活性化戦略として、目指すべき商業地の整備や小売業の展開、卸売業

の機能強化の推進とその取り組みに必要な情報化や人づくりの推進について基本的な考え方を示しまし

た。 

 この活性化戦略は、急激な商業構造の変化の中で商業の活性化を図り、商業者として生き残るための

方策であり、商業者の意欲の高揚と、やる気のある商業者の積極的な取り組みにより、初めてこのプラ

ンの目標（商業の活性化）が実現されるものです。 

 このため、このプランの推進にあたっては、まず活性化戦略に基づいた商業者自らの積極的な取り組

みが不可欠であり、商工関係団体や行政機関等においては、商業者の自主的な取り組みを積極的に支援

していくことが必要です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 魅力ある商業地づくり 

 ② 「顧客」としての生活者の視点を重視した小売業の展開 

 ③ 卸売業の機能強化による新たな展開 

 ④ 情報化の推進による商業の活性化 

 ⑤ 商業活性化に向けた人づくり、組織づくり 

 

＜活性化に向けた5つの基本戦略＞
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 第２節 商業者、商工関係団体、行政機関等の取り組みの現状 
 

（１） 商業者の取り組みの現状 

 商業者の取り組みの現状を見ると、環境変化への対応を積極的に行い、自店や商店街あるいは商業団

体等の衰退傾向に歯止めをかけ活性化が図られた例もあります。 

 しかし、一部では活性化へのスタートとなる初期事業に着手、あるいは完了したものの、事業効果を

十分に発揮し得ず、残念ながら活性化には至らなかったもの、また、問題意識は持っているが、活性化

に向けた構想すらなく未だ具体的な行動を起こしていないものなどさまざまであり、その格差も非常に

大きくなっています。 

 活性化に向けた取り組みを行っているにもかかわらず、十分な効果が得られていない要因としては、

次のようなことが挙げられます。 

  ① 環境変化に継続的、根本的に対応していない取り組み 

   活性化への取り組みは、自主的な取り組みや共同化・近代化への支援策を受けての取り組みなど

形態はさまざまですが、効果を発揮しているケースに共通していることは、環境変化に対応するた

め常に努力を重ねていることです。 

   例えば、魅力ある商店街づくりを目指してアーケードやカラー舗装などの整備に取り組み、事業

効果を十分発揮している商店街では、整備に合わせたイベントなどの販売促進活動や個店のハード

・ソフト両面での積極的な取り組みなどが行われ、来街者の増加や販売額の向上などの効果を発揮

しています。 

   一方、整備の効果を十分に発揮していない商店街では、支援策を受けてアーケード等の整備には

取り組んだものの整備に合わせた自主的な取り組みが十分でなく、整備の直接的な効果（リニュー

アル）のみにとどまっています。 

② 自助努力意識の不足 

   商店街組合や事業協同組合においては、共通の目的を持って自主的に取り組むとともに、構成す

る組合員一人ひとりが積極的に参画することが重要です。 

   しかし、組織活動の現状は、当初計画された施設整備や各種イベントなどの事業が終了した後、

継続して力をいれるべき部分に対し、一部の構成員を除き積極的な参画が見られず、商業者各々が、

当初の目的を忘れたかのように十分取り組まれていない事例もあります。 

    商業の生き残りのためには、「競争の中で生活者などの支持を得るためのたゆまない自助努力の

結果である」という商業活動本来の姿を見失ったか、あるいは、認識できないままに、直接的な支

援の範囲内での一部の事業改善への取り組みにとどまってきたことが大きな要因と考えられます。 

 

 このように、商業者の積極的な取り組みがなければ、どのような支援策を講じても一時的なものとな

り十分な効果は得られません。 

 このため、商店街や商業地の活性化を進めるためには、商業者自らが環境変化に対して、適切で継続

的に取り組むという基本認識が必要です。 
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（２） 商工関係団体の取り組みの現状 

 地域の商業者を支援する団体としては、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会があり、個々の商

業者の経営の近代化のための日常的な経営指導をはじめ、地域商業の活性化のための調査研究やビジョ

ンの策定、組織化や組織活動への指導を行っており、その役割はきわめて重要です。 

 しかし、商業者への支援活動にあたっては、各団体や行政機関との連携が十分でなく、それぞれの事

業実施にとどまりがちで十分な事業効果を発揮しているとは言えない状況にあります。 

 その要因は商業者等のアンケート調査の結果から次のようなことが挙げられています。 

  ① 地域の商業の現状や商業者が抱える課題などの把握が十分でなく、商業者との間に意識のかい離

がある 

  ② 既存の各種支援施策を商業者に周知できていない 

  ③ 施策や事業の目的・内容に対する理解が不十分であり、また、地域商業の振興についての明確な

方向・ビジョンを示すことができていない 

  ④ その結果として、商工関係団体の行う経営指導をはじめ各種事業が十分な効果を発揮していない 

 

（３） 行政機関等の取り組みの現状 

 行政機関等の取り組みの現状は、商業者や商業団体に対する個別の経営診断・指導をはじめ、高度化

事業などの資金融資や商工関係団体に対する助成などさまざまな支援施策を実施しています。 

 しかし、商業活性化の施策の展開においては、商工関係団体との連携が必ずしも十分でない面もあり

ます。 

 特に、市町村においては、地域の実状に応じた独自の商業振興施策が必要であるにもかかわらず、一

部を除き講じられていない現状にあります。 

 また、県の既存施策の中においても、商業の現状や地域の特殊性から活用しにくいものもあるという

意見もあります。 

 今後は、商工関係団体と行政機関、行政機関相互の連携を図りながら、商業者のニーズを十分に吸い

上げ施策に反映させるなどの改善が必要です。 

 また、市町村においては、商業を地域の産業として位置づけ積極的な支援施策の推進に取り組むこと

が必要です。 
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  第３節 プラン推進のための役割と取り組み  
 

 第１節でも述べたとおり、このプランは、商業者自らの積極的な取り組みを前提に、商工関係団体や

行政機関等の支援を効率的・効果的に加えることにより商業の活性化を図ろうとするものです。 

 このため、商業者の自主的な取り組みなくしては、どのような施策を講じても商業の活性化を図るこ

とは不可能であり、また、格差の大きい商業者全体に同じ施策を講じても十分な効果を得ることはでき

ません。 

 プラン推進のための役割分担としては、まず商業者自らが行動を起こすことに加えて、商工関係団体

や県・市町村などの行政機関は、商業者のやる気を喚起させるとともに積極的な取り組みに対して支援

施策を講じていくことが基本となります。 

 このため、プラン推進にあたっては、第４章でも述べたとおり、次の３つの視点を重視することが必

要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 「顧客」としての生活者の視点 

  ② まちづくりの視点 

  ③ 産業としての商業振興の視点 

＜取り組みの視点＞ 
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（１） 商業者の役割と取り組み 

 地域商業活性化への取り組みの主役は商業者であり、自らの取り組みや努力によって活性化の効果や

成否が決定されることとなります。 

 このプランは、商業者の自主的な取り組みによって初めて実現するものであり、商業者自らが地域商

業活性化の主役であることを認識したうえで積極的に取り組むことが必要です。 

 商業者は、次の視点を重視した取り組みを進めることが必要です。 

  ① 「顧客」としての生活者の視点から     

    顧客としての生活者が求める多様な業態・商業集積を提供する。 

  ② まちづくりの視点から  

    まちのにぎわいと豊かさを創出するために積極的な役割を果たす。 

  ③ 産業としての商業振興の視点から                                       

    商業振興を図ることによって新たな市場や雇用の場を生みだし、地域経済の活性化を図っていく

一翼を担う。 

 また、プランの実現に向け商業者が具体的に取り組みを進めるにあたっては、次の点に留意すること

が必要です。 

  ① まず、商業者自らの置かれている現状を十分認識し、自らの生き残りや繁栄のためにどのような

方向を目指すべきか目標を明確にする。 

     生活者の視点にたって現状を把握したうえで、どのような商店や商業地、あるいは卸売業になれ

ばいいのかを十分検討し、目標を明確にすることが必要です。             

 ② 次に、目標を実現するために、どのように行動するかを明確にする。 

   現状の把握ができ、目標を持つことができれば、対応の方向や取り組むべき内容が明らかになり

ます。 

   自店のみで取り組むべきことか、取り組みが可能か、また、集団化して取り組むべきことか、取

り組みが可能かの検討をはじめ、自店の商品の見直しやサービスの改善による対応で済むのか、そ

れとも店舗改造等を伴うものか、商店街ぐるみの販売促進に取り組むべきものか、共同施設事業に

取り組んでいくべきものか、などを明確にすることが必要です。 

 ③ そのうえで、事業推進のための体制を検討し、組織づくり等に取り組む。 

   組織づくりが必要な場合には、共通のビジョンづくりやリーダーシップの発揮とともに、構成員

は組織化の目的とお互いの役割の明確化と徹底が必要です。 

  ④ そして、取り組みの内容と推進の体制を明確にしたうえで、計画的に事業実施に取り組む。 

 なお、取り組みを進めるにあたっては、最終的に事業を効果的に実施することが重要であり、現状認

識が十分されても、事業化への対応が十分でなければ効果がありません。 

 事業実施の主体はあくまでも商業者自らであるという認識のもと、計画的に事業に取り組むことが必

要です。 
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（２） 商工関係団体の役割と取り組み 

 商工関係団体は、商業者や商業団体が行う商業振興のための取り組みに対し、直接的に指導・支援を

行う団体であり、その役割は極めて重要です。 

 また、指導と同時に、自らも商業者の代表であるとの認識のもとに、商業者とともに積極的に取り組

むことが必要です。 

 さらには、商業者と行政とのパイプ役として事業の円滑な推進に向け調整をするとともに、実現が可

能な地域振興ビジョンを示すなど商業者にやる気を起こさせるのも商工関係団体の重要な役割です。 

 また、積極的に商業振興を進めていくうえでは、牽引役となる地域のリーダーなどの育成が不可欠で

あり、研修等による地域リーダーや商業者の人材育成、後継者対策などにも積極的に取り組むことが必

要です。 

 

 商工関係団体は、次の視点を重視した取り組みを進めることが必要です。 

  ① 「顧客」としての生活者の視点から 

   商業者が生活者ニーズを的確に把握し、経営改善に結びつけることができるよう商業に関する情

報の収集・分析を行うとともに、わかりやすく商業者に提供することが必要です。 

  ② まちづくりの視点から 

   魅力的な商業地づくりには、まちづくりや広域的な取り組みが重要であり、消費者や市町村など

の関係機関で構成する推進組織が必要です。 

    この場合、モータリゼーションの進展により、市町村の行政エリアを越えた広い商圏や圏域での

商業振興に積極的に取り組むことが重要です。 

   また、商業地としての魅力を失わないよう業種構成を考慮した商業者の誘致や空き店舗対策にも

取り組むことが必要です。 

  ③ 産業としての商業振興の視点から 

   商業を地域の産業として位置づけ、他産業との調和を図りながら総合的な振興を図ることが重要

です。 

   そのため、総合的なコーディネイト役としての能力と企画力の強化が求められており、研修制度

の充実による人材の育成や組織体制の整備など、指導団体としての機能の強化を図ることが必要で

す。 
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（３） 行政機関等の役割と取り組み 

 県・市町村などの行政機関は、商工関係団体と一体となって商業者を指導・支援するとともに、商工

関係団体に対しては、広域的な見地からの指導と総合的な調整者としての役割を発揮することが必要で

す。 

 また、やる気のある商業者に対しては、商業者の自助努力を前提に、積極的・重点的に支援を行うと

ともに、基盤整備など商業者の自助努力だけでは解決が困難なものについては、県・市町村間の連携と

それぞれの役割分担に基づき支援することが必要です。 

 さらには、商工関係団体や行政機関などがそれぞれ実施している商業振興施策を効果的に推進するた

め、商工関係団体や行政の担当者などによる協議の場を設け、情報の共有化のもとに一体的・総合的な

指導が必要です。 

 

 行政機関は次のような視点を重視した取り組みが必要です。 

  ① 「顧客」としての生活者の視点から  

   従来のように、商業者中心の商業振興施策の推進ではなく、利便性・快適性の向上など生活者の

視点を重視した商業振興施策が必要です。 

   特に、過疎化・高齢化の進展が著しい中山間地域を多くかかえる本県においては、単に商業の振

興の視点のみではなく、地域の生活の維持に必要な商業機能の確保に積極的に取り組むことが必要

です。 

  ② まちづくりの視点から        

   商業地の活性化にあたっては、単に商業だけにとらわれるのではなく、地域の文化や都市機能を

重視した魅力あるまちづくりを推進するとともに、周辺環境の変化にあわせた商業地の再構築や新

たな立地創造など、望ましい商業地づくりの取り組みが必要です。 

   また、効果的・効率的な商業振興を進めるためには、地域振興計画などの開発計画との調整を行

い、都市計画事業や道路事業などと一体的な事業導入を図ることが重要です。 

   特に、コミュニティセンターなど地域住民が利用する公共施設の建設にあたっては、立地場所な

どについても商業振興の視点も入れた総合的な取り組みが必要です。 

  ③ 産業としての商業振興の視点から                                                   

   商業振興施策の推進にあたっては、商業を地域に密着した産業として位置づけることが重要であ

り、特に市町村においては、産業振興の視点を重視した商業振興施策の推進に取り組むことが必要

です。 
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  第４節 支援施策の推進 
 

（１） 施策推進にあたっての基本的な考え方 

  行政機関においては、商業者の活性化に向けた自主的な取り組みに対し効果的・効率的に支援するた

め、慢然と事業を実施するのではなく、前節で述べた３つの視点のほか次のようなことに重点をおいて

施策を進めます。 

  ① 商業地の特性にあわせた事業の実施と重点化 

   第４章で示した圏域ごとの商業地の特性にあわせて事業を重点的に導入し、地域全体として商業

振興が図られるように取り組みます。 

  ② 施策運用の弾力化と新規施策の創設 

   地域の実状・特殊性にも対応した総合的で柔軟な事業が必要とされており、弾力的な施策の運用

が可能となるよう検討します。 

     また、既存施策での対応が困難なものについては、市町村・関係機関との調整を図りながら新規

施策の創設にも努めます。 

  ③ 商業者の自助努力を促進する施策の展開 

   既存施策では、個別商店や任意団体への支援施策はあまり講じられていませんが、今日のように

厳しい商業環境の中では、むしろやる気のある個別商店やグループに対して重点的に支援を行い地

域商業全体をけん引するような施策も必要であり、積極的に取り組みます。 
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（２） プラン実現のための具体的な施策 

  これまで述べてきたとおり、プランの実現にあたっては、まず商業者が活性化に向けた５つの基本戦

略に基づき積極的に取り組み、これに対して商工関係団体や行政機関等が指導・支援を行い、効率的・

効果的な事業の導入が図れるよう総合的な施策を推進することが必要です。 

 基本戦略に沿って現状と課題を整理し、今後は次のとおり取り組みます。 

 ① 魅力ある商業地づくり                                   

    (1) 現状 

      ハード面では国・県による商業環境整備のための助成や融資制度、ソフト面では中小企業公社

や中小企業団体中央会、商工会、商工会議所などによる調査・研究から計画策定、事業化まで継

続的に支援できる補助事業など、商業者からの要望に対して十分対応できる状況になっています。 

    (2) 課題 

     今後の課題としては、まちづくりの視点から都市計画や地域文化も含めた一体的な整備と生活

者ニーズにあったソフト面での活動に対する支援策の充実や商業者の主体的な取り組みに支援す

るため、商工関係団体との一層の連携の強化と施策運用面の見直しを行うことが必要です。 

    また、中山間地域などにおいては、日常生活に必要な商業機能の整備充実を図るための新たな

施策も必要です。 

   (3) 今後の取り組み 

     1) まちづくりの視点からの一体的な整備の促進 

      まちづくりの観点から商業市街地の計画的な振興整備を図るための法律である「特定商業集

積法」による基本構想の策定など、単に商業だけでなく都市計画や道路整備などの地域振興計

画と整合性のとれた一体的な整備を進めます。 

     2) 中山間地域の商業活性化 

     特に中山間地域では、商業機能単独の整備ではなく地域の生活者への総合的な利便性の提供

を重視した整備が必要です。 

     このため、一定の商業機能が確保されている町村の中心的な地区においては、文化、コミュ

ニティ、医療、公共的機能、交通拠点などを一定のエリア内に集積させ、スーパーなどの商業

施設を核として生活機能の確保を重視した整備を促進させるためのモデル的な取り組みに支援

します。 

    3) 空き店舗情報のネットワークの構築 

      商工関係団体を通じて、空き店舗、テナント募集、入居希望の情報を県下的に集め、商工関

係団体や商業者、商店街等に提供するなど、空き店舗対策を通じて商業地の活性化を図る仕組

みづくりを進めます。 

    4) 地域商業会議（まちづくり会議）の開催 

     県下の商圏や圏域などで、県、市町村、商工関係団体の担当者による情報の交換や商業の活

性化などについて検討ができる仕組みづくりを進めます。 
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 ② 「顧客」としての生活者の視点を重視した小売業の展開 

    (1) 現状 

    商業者への支援施策は、商工関係団体による経営指導のほか、県の診断指導事業、資金融資制

度などを中心に行われていますが、生活者ニーズに対応した店づくりなどには十分対応できてい

ない面があります。 

    (2) 課題 

    今後は、生活者の視点にたった商業者の店づくりを積極的に支援し、個別商店の業態転換を促

進することが重要です。 

    このため、店舗の新設・改装や新規創業、新たな事業展開などを図る場合には、経営診断・指

導や資金融資など個別商店へのきめ細かな支援が必要です。 

    また、生活者ニーズに対応して、業態化、新分野等へ積極的に展開しようとする商業者グルー

プの自主的な調査・研究活動への支援も必要です。 

    さらに、高齢化の進む本県においては、高齢者を重視した店づくりや品揃えなど新たな業態の

創出も必要です。 

   (3) 今後の取り組み 

       1) 活力ある地域商業を創造する企業の新業態展開への支援 

     地域商業を活性化させるため、コンビニエンスセンターなどの新たな業態展開に取り組む意

欲のある中小企業グループの調査・研究に対し支援します。 

    2) 店舗の内外装改造（リフレッシュファサード）の支援 

     地域の小売店舗の内外装の改造に対し金融制度を創設し、店舗改造を促進します。 

    3) ボランタリーチェーン的なネットワーク形成への支援 

     小規模な個別商店の仕入や品揃えを強化するため、ＫＤＩＳなどの地域ＶＡＮを活用しボラ

ンタリーチェーン的な商品供給や情報の交換を行う取り組みに支援します。 
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 ③ 卸売業の機能強化による新たな展開 

    (1) 現状 

    流通構造の変化が急速に進展する中、中小零細企業の多い本県卸売業界を取り巻く環境は、と

りわけ厳しい状況になっています。 

    (2) 課題 

    卸売業が本来有している小売業への商品供給や商品情報、「店づくり」のノウハウ提供、販売

支援などの機能は、いかなる流通構造の中でも不可欠なものであり、今後、卸売業が生き残るた

めにはこれらの機能を一層強化することが必要です。 

     また、製造・小売分野も含めた新たな業態への転換などに支援するという視点も必要です。 

    今後は、既存の施策によって組織化・共同事業化や集団化の促進による物流の効率化とコスト

の低減を図るとともに、上述の卸の機能を強化するため、意欲のある中小企業グループの調査・

研究などに対しても積極的に支援することが必要です。 

    また、高速道路の延伸や高知新港の開港などの環境変化に対応した新たな取り組みが重要であ

り、これらに対する積極的な支援も必要です。 

   (3) 今後の取り組み 

     1) 活力ある地域商業を創造する企業の新業態展開への支援（再掲） 

     地域商業を活性化させるため、ミニパワーセンターやキャッシュ＆キャリーなどの新業態へ

の展開の取り組みに支援します。 

     2) ボランタリーチェーン的なネットワーク形成への支援（再掲） 

     小売支援機能を強化するため、ＫＤＩＳなどの地域ＶＡＮを活用したボランタリーチェーン

的な商品供給と情報の交換を行い、地域の商業力の確保を目指す取り組みに支援します。 
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 ④ 情報化の推進による商業の活性化 

  (1) 現状 

    各種研修事業による個別商店レベルでの情報機器の積極的な活用をはじめ、高度化融資制度、

中小商業活性化事業を活用した商店街カード事業などにより、ゆるやかではありますが着実に効

果は上がりつつあります。 

   (2) 課題 

    今後は、情報化の急速な進展による新たな業態展開や情報を活用した経営の近代化、商店街等

の情報発信や販売戦略への活用など、情報を活用した商業の活性化をより一層促進することが必

要です。 

     また、経営情報や統計情報の提供とともに、商業者等が自由に情報を交換できるネットワーク

の形成や蓄積した情報を有効に活用するなどの支援の充実が必要です。 

    特に、立地条件の悪い本県においては、情報化の推進が他県と対等に競争できる手段であり、

ＫＤＩＳなどの地域ＶＡＮや「高知県中小企業情報センター」を活用し、より高度な情報化への

取り組みの充実が必要です。 

  (3) 今後の取り組み 

    1) 卸・小売業の情報化の促進 

     卸・小売業における個々の企業の情報化を促進するとともに、商店街等のカード化事業の促

進や情報発信機能の強化に取り組みます。 

    2) 生活支援型商業ネットワークの形成 

      中山間地域における新しい商業形態として、情報ネットワークを活用し、商品を供給する卸

売業者などとそれを共通のバックヤードとして利用する商店を結ぶ配送システムを構築するな

ど、生活者の日常の利便性を支援する新しい商業形態の検討を進めます。 

     また、行政情報や福祉情報等を提供し、新しい形態の商店を地域の「生活ステーション」と

して活用する検討も進めます。 

    3) 空き店舗情報のネットワークの構築（再掲） 

      商工関係団体を通じて空き店舗、テナント募集、入居希望の情報を県下的に集め、商工関係

団体や商業者、商店街等に提供するなど、空き店舗対策を通じて商業地の活性化を図る仕組み

づくりを進めます。 

     4) 自由に情報を交換できるネットワーク化の促進 

      商工関係団体などが中心となって、商業者の意見を充分に吸い上げるとともに広く他の地域

や業界（異業種）との交流の推進に取り組みます。また、インターネット等の活用により、商

工関係団体や行政機関が広く意見を求め、施策などに反映する仕組みづくりも進めます。 

    5) 金融情報ネットワークの構築 

     国、県をはじめ市町村、関係団体など所管別になっている金融や助成制度をデータベース化

することにより、商業者に金利や条件などの情報をリアルタイムに的確に提供できる仕組みづ

くりに取り組みます。 
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    6) 行政情報、統計データベースなどのネットワーク化の促進 

     行政情報や商業統計をはじめとする商業動向に関する情報のデータベース化とネットワーク

化を進め、商業者や商工関係団体が最新の情報を容易に利用することができる仕組みづくりに

取り組みます。 

     7) 高知県中小企業情報センターの機能強化 

     高知県中小企業情報センターは、中小企業の経営に関する情報の集積をはじめ、情報の提供

や情報化に関する指導、インターネットなど新たな情報システムの活用に関する研修や共同研

究を行っています。 

     今後は、企業経営の近代化への支援や県内外の販路情報の提供、また情報を活用した新たな

事業展開への支援が一層求められており、県内中小企業の情報支援の中核機関として機能強化

を図ります。 
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⑤ 商業活性化に向けた人づくり、組織づくり               

  (1) 現状 

     人づくりについては、商工会、商工会議所による支援の比重が大きく、経営者や従業員、創業

者のための研修会や異業種交流会などが行われていますが、全体としては十分な状況ではありま

せん。 

    また、組織づくりについても「高知県中小企業団体中央会」の支援を中心として一定の成果を

あげていますが、総合的な指導などの面で十分な状況ではありません。 

  (2) 課題 

     人づくりについては、商業の活性化や商店街活性化の基本となり、また、商店街の空き店舗対

策にもつながることから、今後、一層の取り組みの強化が必要です。 

    また、組織づくりにあたっては、組織化から運営指導まで一体的な指導を行うなど行政機関と

関係団体との連携の強化が重要です。 

  (3) 今後の取り組み 

    1) 自由な意見のネットワーク化の促進（再掲） 

      商工関係団体などが中心となって、商業者の意見を充分に吸い上げるとともに、広く他の地

域や業界（異業種）との交流の推進に取り組みます。また、インターネット等の活用により、

商工関係団体や行政機関が広く意見を求め、施策などに反映する仕組みづくりも進めます。 

    2) 新世代経営者の育成 

     若手経営者、後継者、新規創業の予定者などの新世代の経営者に対して研修を行い、プロの

経営者としての知識、ノウハウを習得するとともに、新世代の経営者同志が地域を越えた新し

いネットワークを形成できるよう取り組んでまいります。 

    3) 組織活動の活性化 

     中小企業の経営の近代化や高度化を促進するため、組織化を進めるとともに組織活動の活性

化に向けた取り組みを強化します。 

     また、未組織の団体である任意グループなどの活性化や多角的な連携による新たな取り組み

に支援します。 
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（３） 総合的な指導支援体制の確立 

  これまで述べてきた施策の推進を効率的・効果的に行うには、商工関係団体と行政機関等との連携を

強化し、情報の共有化と一体的な指導を行うとともに、市町村の地域振興ビジョンなどとの整合性をと

りながら、活性化に向け各段階ごとに関連施策の積極的な導入による効果的な事業の運営をより一層図

っていくことが必要です。 

 特に今日のような厳しい商業環境の中では、商業者の自助努力のみで魅力ある商業地づくりを行い、

商業の活性化を図ることは困難であり、県・市町村などの行政機関は、商工関係団体との連携を一層強

化し、商業の活性化に向けての動機づけや構想策定などの早い段階から総合的な指導に取り組みます。 
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