
はじめに

前稿 ）では、地域商業振興政策の柱となってきた商店街向け高度化資金助成制度、およ

び商店街向け施設整備事業補助金制度の変遷を整理した。商店街向け高度化資金助成制度は

拡充され、またより有利な貸付条件で融資されることになっていった。さらに、商店街向け

施設整備事業補助金制度も、中心市街地活性化法（ 年 月施行、 年 月改正法施

行）や地域商店街活性化法（ 年 月施行）のもとで、対象商店街を 選択と集中 の論

理によって選別するスタンスが明確になってきたとはいえ、商店街を対象とする補充金制度

は、かなり手厚いものであったといってもよい。しかしながら、中小企業庁 商店街実態調

査 の結果をみるまでもなく商店街の疲弊はすすみ、中小小売商業振興法による認定計画数

も 年代後半以降、急速に落ち込んでいる。このことは、商店街活性化計画を立て高度化

資金を用いて商店街の活性化を図ろうとする意欲と資金力のある商店街が大きく減少してき

ていることを意味している。さらに、商業統計表の分析によっても商店街形成地区の販売割

合、さらには商店街形成地区の大店外立地商店や小規模店の販売割合は低下の一途をたど

り、地域商業の地盤沈下が明確になってきている。さらに、売場効率（売場面積 あたり

の年間販売額）からみた商店街形成地区に立地する優位性も失われつつある。
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地域商業振興政策変遷の歴史
─社会的有効性とまちづくりを中心として─

南 方 建 明

）南方建明 地域商業振興政策の変遷と政策の効果 大阪商業大学論集 第 巻第 号、 年 月。
ここでは、 地域商業 および 地域商業振興政策 について、次のように位置づけている。 地域商
業 は、主として地域に拠点を置く小売業・飲食業・対個人サービス業を営む中小商業者、それらが集積
した商店街、さらに複数の商店街からなる商業集積によって形成され、 まち を構成する重要な機能を
担っている。小回りのきく特性を活かして多様化した消費者ニーズに対応していく買物の場としての機能
にとどまらず、地域のコミュニティ形成の場、地域文化の継承・創造の場としての機能も果たしている。
地域商業は、 経済的機能 に加えて 社会・文化的機能 をもっており、その機能の強化を図るために
商店街組織あるいはいくつかの商店街組織を含む商業集積組織による活動がなされている。その活動を行
政として支援していくことが 地域商業振興政策 である （同論文、 ページ）。



本稿は、前稿を受けて地域商業振興政策が歴史的にどのように変遷してきたかに焦点をあ

て、まず商業振興政策の中に地域的な視点がどのように埋め込まれていったかについて振り

返る。次に、地域商業振興政策の基本的理念として、地域商業がもつ 社会的有効性 を評

価する視点が形成されていく過程について論述する。最後に、地域商業は都市機能を構成す

るひとつの要素であり、地域商業を活性化するためには まち の活性化が必要であるとい

う視点、 まちづくり政策 の中に地域商業振興政策が埋め込まれていく過程について考察

したい。

．商業振興政策への地域視点の導入と地域商業振興政策の展開

商店街振興組合法

わが国の商業振興政策において地域的な視点が導入されたのは、 年 月に施行された

商店街振興組合法 に始まるといってもよい ）。商店街振興組合は、 年 月施行の

中小企業等協同組合法 によって制度化された事業協同組合と比較すると、中小小売商業

者だけではなく、大型店や銀行、非事業者（個人）も組合員に加えることができるという点

が特徴である。アーケードやカラー舗装、街路灯等の 環境整備事業 や、売出しやスタン

プサービス等の 販売促進事業 を共同で推進する組織である。

商店街振興組合の設立は、次の要件を満たすことが必要である。 ）市（東京都の区を含

む）の区域に属する地域にあること、 ）小売業またはサービス業を営む事業者 人以上が

近接して商店街を形成していること、 ）地区内の組合員となれる資格を有する者の 分の

以上が組合員となり、かつ組合員の 分の 以上が小売業またはサービス業を営む事業者

であること、 ）他の商店街振興組合の地区と重複しないこと。

中小小売商業振興法

中小小売商業振興法制定の背景

わが国における 商業振興政策 と 商業調整政策 ） は、ともに大型店問題に対応す

る政策として策定されてきたといえる。商業振興政策の柱となる 中小小売商業振興法

（ 年 月公布・施行）は、第二次百貨店法（ 年 月公布、同年 月施行）時代の許

可制から、大規模小売店舗法（ 年 月公布、 年 月施行）においては事前審査付き

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

） 年 月に施行された商業組合法は 年 月に改正施行され、 設立要件は各業種毎の過半数の参
加から全有資格者の過半数の参加へと変更、商店街商業組合の設立が促進されるようになった 。 商業組
合法では参加者は地区内の商業者に限定されていたが、商店街振興組合法では、参加者は地区内の商業者
のみならず地区内の他の事業者や事業を行っていない個人等も含むことができるようになった （川野訓
史 流通政策は地域をどう見てきたか 流通 第 号、 年 月、 ページ）。なお、商業組合法は、

年 月に廃止されている。商店街商業組合については、石原武政 商店街の組織化 戦前の商店街商
業組合を中心として （上）（下） 第 巻第 号、第 巻第 号、 年 月、 年 月、商店街振興組
合法施行以前の商店街の組織化については、濱満久 商店街における組織化政策─終戦直後を中心として
─ 名古屋学院大学論集（社会科学篇） 第 巻第 号、 年 月に詳しい。
）商業調整政策については、南方建明 日本の小売業と流通政策 中央経済社、 年、南方建明 中心
市街地活性化と大型店立地の都市計画的規制─イギリスのタウンセンターマネジメントと小売開発規制か
らの示唆─ 日本経営診断学会論集 第 号、 年 月を参考にされたい。



地域商業振興政策変遷の歴史（南方）

届出制へと規制が緩和される中で制定されたものである。

中小小売商業振興法は、 年に制度化された 共同施設事業 小売商業店舗等共同化

事業 小売商業等商店街近代化事業 等の高度化資金助成制度をはじめとする流通近代化

政策の流れの中で、中小小売商業の総合的・体系的な振興を目的として制定された。その

後、同法は改正大規模小売店舗法（ 年 月公布、 年 月施行）による大幅な規制緩

和と同時に改正された（ 年 月公布、同年 月施行）。改正大規模小売店舗法では、商

業活動調整協議会（商調協）の廃止、出店表明・事前説明制度の廃止、出店調整処理期間を

年以内に短縮、種別境界面積の引上げ等の大幅な規制緩和がすすめられた。他方、改正中

小小売商業振興法では、 商店街整備等支援計画 （中小企業構造の高度化を支援する者（街

づくり会社）が行うコミュニティ施設の整備事業と、併せて行うショッピングセンター型の

商業店舗（賃貸方式）の整備事業）、および 小売商業店舗等集団化計画 （新たな地域に移

転して つの団地に集団化して店舗を設置する事業）も同法の認定対象となる等の大幅な改

正がなされた。すなわち、大規模小売店舗法によって大規模小売店舗の出店に時間的な猶予

を求め、その間に中小小売商業の近代化を図るために用意されたのが中小小売商業振興法で

ある。

中小小売商業振興法の内容

中小小売商業振興法は、その目的について、 商店街の整備、店舗の集団化、共同店舗等

の整備等の事業の実施を円滑にし、中小小売商業者の経営の近代化を促進すること等によ

り、中小小売商業の振興を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与する （第 条）と規

定している。すなわち、商店街の整備等中小小売業者が共同で行う高度化事業を円滑に実施

するとともに、高度化事業に参加できない者の近代化を促進すること、具体的には資金の確

保（第 条）、調査（第 条）、研修事業の実施（第 条）、特定連鎖化事業の運営の適正化

（第 条、第 条）を目的としている。同法に基づいて、経済産業大臣は 中小小売商業の

振興を図るための中小小売商業者に対する一般的な指針 （以下、 振興指針 という）を定

めている ）。このうち、事業の共同化については、組織化の推進、共同事業の推進、商店街

の整備、店舗の集団化、共同店舗等の整備、電子計算機の利用による経営管理、連鎖化事

業、商店街整備等の支援が掲げられている。

中小小売商業振興法に基づく高度化事業の成果

中小小売商業振興法の中核となるのは、商店街整備計画（アーケード、カラー舗装、街路

灯、駐車場等の整備）、共同店舗等整備計画、店舗集団化計画等の高度化事業に対する支援

措置である。高度化事業とは、中小小売商業構造の高度化に資する事業という意味で、企業

規模が小さく、企業数が多く、その多数が生業的経営段階にとどまっている中小小売商業の

構造改善をすすめ、振興指針に掲げられた内容を高度に達成する事業である。中小小売商業

者等は高度化事業計画を作成し、経済産業大臣（高度化事業計画の多くは認定権限が都道府

）経済産業省 中小小売商業の振興を図るための中小小売商業者に対する一般的な指針 第 条、 年
月 日。



県知事に委任）から当該計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受ける。

認定を受けた高度化事業計画に基づく事業については、独立行政法人中小企業基盤整備機構

による高度化資金を無利子で借りることができる。

高度化事業の成果については、中小企業総合事業団（現独立行政法人中小企業基盤整備機

構）が 年度に商店街共同施設事業（アーケード、カラー舗装等の整備）の貸付先を対象

に実施した調査、 年度に小売商業店舗等共同化事業の貸付先、および商店街整備等支援

事業を実施し中小企業総合事業団の出資先である街づくり会社等を対象とした調査によって

知ることができる ）。

商店街共同施設事業 について、商店街への来街者数の変化は増加 ％、減少 ％

となっており、商店街実態調査（ 年）による全国平均 ）の増加 ％、減少 ％と比

較して 増加 が多い。同様に、商店街の空き店舗数の変化でも増加 ％、減少 ％と

なっており、全国平均の増加 ％、減少 ％と比較して 減少 が多く、商店街を取り

巻く厳しい状況下にあって一定の成果が認められるとしている。もっとも、商店街共同施設

事業に取り組むことができるのは強い組織力をもち、かつ資金力のある商店街であり、この

結果は割り引いて考える必要があろう。

小売商業店舗等共同化事業 については、組合全体の売上計画達成率は、開店 年目に

計画以上の実績をあげた共同店舗が ％、売上計画の ％以上 ％未満 の実績をあ

げた店舗も ％にとどまっている。組合員の売上計画達成率は、開店 年目に計画を達成

した組合員は ％にすぎず、その自己評価として業績に不満があるとする割合は、組合で

％、組合員で ％に達しており、十分な成果があったとは認めがたい状況である。

商店街整備等支援事業 については、その目的を十分に達成した、あるいはある程度達

成したとする割合は、街づくり会社 ％、市町村 ％、商工会・商工会議所 ％、商

店街 ％、地域経済・消費者・地域住民の利便性の向上等に対する貢献度について大いに

貢献している、あるいはやや貢献しているとする割合は、街づくり会社 ％、市町村

％、商工会・商工会議所 ％、商店街 ％となっており、一定の評価をしている。

改正中小企業基本法における地域商業振興政策の位置づけ

中小小売商業振興法は流通近代化政策を踏襲し、中小小売業の振興を共同化・組織化によ

るスケールメリットの追求によって達成しようとするものである ）。そして、流通近代化政

策に一貫しているスタンスは、意欲ある中小小売商のみを政策の対象とするものであり、そ

れは改正中小企業基本法（ 年 月施行）によって明確にされた ）。同法では、 画一的

な弱者 というこれまでの中小企業像を払拭し、 多様な事業の分野において特色ある事業

活動を行い、多様な就業機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機会を提供

することにより我が国経済の基盤を形成するもの （第 条）と位置づけている。これまで

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

）中小企業庁 中小企業連携組織対策に関する中間報告書 年 月。
）中小企業庁委託調査（流通政策研究所） 商店街実態調査報告書 年 年 月。
）佐々木保幸 流通近代化政策と中小小売商業振興法 加藤義忠・佐々木保幸・真部和義 小売商業政策
の展開（改訂版） 同文舘出版、 年、 ページ。
）番場博之 商業調整政策の特殊性とその背景（その ） 千葉商大論叢 第 巻第 ・ 号、 年
月、 ページ。



地域商業振興政策変遷の歴史（南方）

の 二重構造の格差是正 から、 多様で活力ある中小企業の成長発展 を新たな政策理念

として、独立した中小企業者の自主的な努力を前提としつつ、この政策理念を実現するため

の政策の 本の柱として、 ）経営の革新及び創業の支援、 ）経営基盤の強化、 ）経済

的社会的環境変化への適応の円滑化、をあげている ）。

すなわち、自助努力する中小企業の支援、創業・経営革新等前向きに事業活動をおこなう

中小企業の支援が強く打ち出されたといえる。なお、改正中小企業基本法においては、新た

に条を起こす形で、中小企業政策の観点から地域商業振興施策を講じることを明確化してい

る。 国は、相当数の中小小売商業者又は中小サービス業者が事業を行う商店街その他の商

業の集積の活性化を図るため、顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設の整

備、共同店舗の整備その他の必要な施策を講ずるものとする （第 条）。

これは、商業の集積は産業の集積とは異なり、その集積の効果が企業間の連携という効果

一般と比べて特別な機能を有していることを考慮してのことと考えられる。この特別な機能

とは、地域商業に存する中小小売商業者、中小サービス業者が、地域住民、消費者が集まる

という集積のメリットを生かし、消費者の需要に即した商品の販売・役務の提供、消費者の

利便性向上等を通じて、地域商業の集客力を一層増大するというものである ）。

地域商店街活性化法

中小企業政策審議会中小企業経営支援分科会商業部会答申

中小企業政策審議会中小企業経営支援分科会商業部会答申 地域コミュニティの担い

手 としての商店街を目指して （ 年 月）においては、 新たな商店街のあり方とし

て、 地域コミュニティの担い手 となることが期待されるが、（中略）、商店街本来の商機

能を強化する取組みがあわせて図られるべきである 活性化に向けた取組みは、土地・店

舗等（ハード）の整備とそこで行う事業・行為等（ソフト）の両面にわたり実践すべきであ

る ）とし、商店街のもつ経済的機能と社会的機能の両方の充実を目指すべきというこ

と、ハードとソフトの両面からの取組みをすすめるべきと指摘している。

また、 商店街を構成する個店の活性化なくして商店街全体の活性化は実現できないこと

から、この観点に立った個店の活性化も取り進める必要がある ）とし、商店街組織によ

る共同活動に個店の活性化という視点を付与すべきという点を指摘している。

さらに、 支援に当たっては、町村部の商店街を始め、厳しい状況の中にあっても 地域

コミュニティの担い手 としての新たな商店街づくりに挑戦しようという、意欲と創意工夫

に溢れる前向きな取組みを重点的に支援すべきである ）とし、中心市街地活性化法によ

る認定計画外の商店街においても、意欲的な商店街については 選択と集中 の論理に基づ

き、重点的に支援すべきであるとしている。

）中小企業庁編 新中小企業基本法 同友館、 年、 ページ。
）前掲書、 ページ。
）中小企業政策審議会中小企業経営支援分科会商業部会答申 地域コミュニティの担い手 としての商
店街を目指して 年 月、 ページ。
）前掲答申、 ページ。
）前掲答申、 ページ。



地域商業活性化の目的と活性化事業促進の意義

同答申を受けて、 年 月に 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活

動の促進に関する法律（地域商店街活性化法） が施行された。同法では、その目的を 商

店街が我が国経済の活力の維持及び強化並びに国民生活の向上にとって重要な役割を果たし

ていることにかんがみ、中小小売商業及び中小サービス業の振興並びに地域住民の生活の向

上及び交流の促進に寄与してきた商店街の活力が低下していることを踏まえ、商店街への来

訪者の増加を通じた中小小売商業者又は中小サービス業者の事業機会の増大を図るために商

店街振興組合等が行う地域住民の需要に応じた事業活動について、経済産業大臣によるその

計画の認定、当該認定を受けた計画に基づく事業に対する特別の措置等について定めること

により、商店街の活性化を図る （第 条）としている。

そして、同法第 条に基づいて定められた 商店街活性化事業の促進に関する基本方針

では、商店街活性化事業促進の意義として、次のように述べている。 商店街は、元来、中

小小売商業者及び中小サービス業者が多数集積しており、様々な商品やサービスをワンス

トップで販売・提供する 商いの場 である一方、地域の人々が数多く集まることから、お

祭りやイベント等に利用され、地域の人々が交流する 公共の場 としての役割も果たして

いる。こうした 商いの場 、 公共の場 を併せ持つ特徴により、商店街は地域の中小小売

商業や中小サービス業を振興するという経済的機能を有するだけでなく、地域住民の生活利

便や消費者の買物の際の利便を向上させ、地域の人々の交流を促進する社会的機能をも有す

る存在である として、商店街の“公共性”と“社会的機能”について強調している。

商店街活性化事業計画の作成と活性化事業に対する支援措置

地域商店街活性化法では、商店街振興組合等（法人が必須）が商店街活性化事業計画を作

成し、経済産業大臣が都道府県及び市町村の意見を聞いた上で、商店街活性化事業計画を認

定する。商店街活性化事業計画の作成にあたっては、地域住民の商店街に対するニーズを十

分に踏まえた事業であることに加えて、商店街活性化の効果の数値目標の設定が求められ

る。認定を受けた商店街活性化事業に対する支援措置として、 つ以上の社会課題 ）に対

応する場合は、 中小商業活力向上事業補助金 ）の補助率が一般は 分の のところが

分の となる。
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）社会課題は、次の つである（ 年度）。 ）少子化、 ）高齢化、 ）安全・安心、 ）地域資源
活用・農商工連携、 ）創業・人材、 ）環境。
） 年度までは、中小小売商業振興法による認定を受けた計画に基づいて整備される施設については、
少子高齢化等対応中小商業活性化施設整備事業費補助金 （アーケード、カラー舗装、教養文化施設等

が対象）、 少子高齢化等対応中小商業活性化支援事業費補助金 （イベント広場等公衆利便施設の整備、
テナントミックスに資する店舗等が対象）として補助が行われてきたが、 年度より 中小商業活力向
上補助金 に名称が変更された。それまでは、少子高齢化や安全・安心等の社会課題に対応するものに限
られてきたが、商店街の集客力向上や 化等生産性向上に資する課題に対応する取組みも補助対象とな
り、商店街のイメージアップのためのアーケード撤去事業、ポイントカードや電子マネーの導入事業等も
補助対象事業として追加されていった。 年度の補助対象事業は、 ハード事業 と ソフト事業 に
大別できる。 ハード事業 では、アーケード、カラー舗装、街路灯、駐車場、商業インキュベーター、
バリアフリー対応設備、防犯対応設備、環境リサイクル対応設備、ポイントカードシステムなど、 ソフ
ト事業 では、 ）商店街等活性化支援（イベント事業、福祉・コミュニティビジネス事業、商店街マネ
ジメント事業、商店街人材育成事業など）、 ）空き店舗活用支援、 ）アーケード等撤去支援があげら
れている。
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．地域商業振興における社会的有効性の評価

年代の流通産業ビジョン

年代の流通産業ビジョン （ 年）では、経済的効率性と社会的有効性という視点

が打ち出された ）。 流通システムは、経済システムとしてばかりでなく社会システムとし

ても大きな役割を果たしている。したがって、流通産業を考える場合、 経済的効率性 ば

かりでなく、 社会的有効性 、すなわち全体として一体感のある安定的な社会システムの維

持、形成という点についても十分配慮する必要がある ）。さらに、商業政策と都市政策の

連携の強化を謳い、 小売業は、地域住民の日常生活に直結し、地域に根ざした産業であ

り、地域社会全体との調和をとりながら発展が図られる必要がある ）と指摘し、コミュ

ニティ機能をもった公共空間として、また地域文化の担い手としての社会的な機能にも着目

して地域商業 ）をとらえている。

世紀に向けた流通ビジョン

年代の流通ビジョン （ 年）においては、日米経済摩擦から生じた大規模小売店

舗法の規制緩和の流れの中で、市場競争メカニズムを重視した流通近代化政策、中小小売商

業近代化政策が強化・徹底され、 社会的有効性 概念や、商業政策と都市政策との連携と

いう視点は大きく後退することになる。

しかし、 世紀に向けた流通ビジョン （ 年）において、これらの視点は再確認され

ることになった。同ビジョンでは、流通構造の変革を次の つの視点から把握している。

流通の持つ つの側面、 生産から消費までをつなぐシステム と 消費者との接点とし

ての社会的存在 を、それぞれ 機能としての効率性 と、 付加価値の創造、社会的存在

としての規範性 から位置づけている ）。前者は 年代の流通産業ビジョン （

年）における 経済的効率性 、後者は 社会的有効性 に通じるものである。そして、 こ

の つは矛盾するものではなく、むしろ、一方に偏った見方は流通の全体像を見失わせる。

流通システムの効率性追求は個別企業レベルの問題であり、その積上げが流通全体の効率化

となって、消費者に還元されるのに対し、消費の接点としての流通は、業態、商業集積レベ

ルの問題であり、個別企業レベルの効率性追求とは矛盾しないからである ）としてい

る。

）石原武政は、 年代の流通産業ビジョン においては、 経済的効率性と社会的有効性を対立する軸と
して捉え、それに規制強化の拠りどころを求めていた と指摘している（石原武政 地域商業政策の系
譜 商学論究 第 巻第 号、 年 月、 ページ）。
）通商産業省商政課編 年代の流通産業ビジョン 通商産業調査会、 年、 ページ。
）前掲書、 年、 ページ。
） 年代の流通産業ビジョン では、 地域密着型小売業の役割 として、次のように指摘している。
消費者に生活必需品を供給する小売業、とりわけ消費者の近隣周辺に立地する地域密着型小売業は、広

域型商店街等における買回り性の強い小売業とはおのずから役割が異なっており、地域住民の基礎的な
ニーズを効率的かつ的確に充たしていかなければならない。地域住民にとって生活環境の良否は、これら
の機能を有し、便利で親しみがもて、社会的コミュニケーションの場でもある地域密着型小売業が近くに
あるかどうかに大きく左右される （前掲書、 年、 ページ）。
）通商産業省産業政策局・中小企業庁編 世紀に向けた流通ビジョン 通商産業調査会、 年、
ページ。



新流通ビジョン

新流通ビジョン （ 年）は、 世紀に向けた流通ビジョン （ 年）以降、 年

ぶりの流通産業に関するビジョンである。同ビジョンでは、人口減少や改正まちづくり三法

の施行等の環境変化の中で、小売業が目指す方向性として、 ）生産性・収益性の向上、

）世界水準の経営の実現、 ）持続可能なコミュニティ構築が掲げられている。生産性・

収益性の向上という 経済的効率性 と同時に、持続可能なコミュニティの構築という 社

会的有効性 を改めて確認するものといえる。

持続可能なコミュニティ構築 という点では、 ）公共性をもつ社会インフラの提供、

）社会的責任への対応、 ）雇用の場の提供、 ）高度な消費文化の提供の 点が掲げら

れている。 公共性をもつ社会インフラの提供 においては、小売業のもつ社会的機能とし

て、地域社会の交流の拠点、防犯・防災の拠点、公共サービスの拠点が掲げられている ）。し

かし、地域社会の交流の拠点としては、ショッピングセンター、公共サービスの拠点として

はスーパー、コンビニが例示されている ）ものの、商店街や商業集積という言葉は、新流

通ビジョンを通して使われてはおらず、大型店やチェーン店に持続可能なコミュニティ構築

への貢献を求めている。また、 社会的責任への対応 においては、まちづくりへの貢献、

環境問題への対応、安全・安心への対応が掲げられている ）。まちづくりへの貢献は、大型

店によるまちづくりへの貢献を強調するものであり、ここでも商店街や商業集積がまちづく

りに果たしてきた役割や貢献についての記述はない。

すなわち、同ビジョンは流通の 社会的有効性 という視点を改めて確認するものではあ

るが、大型店やチェーン店に対して持続可能なコミュニティ構築への貢献やまちづくり等の

社会的責任への対応を求めるものといえる。

．地域商業振興政策とまちづくり

流通近代化地域ビジョン

流通近代化地域ビジョン （ 年）においては、小売機能と都市機能との関係につい

て次のように指摘している。 小売機能は都市機能の重要な一部である。そして、他の都市

機能と密接な関係にあり、機能的、空間的にどのように連携していくかが都市における今後

の小売商業立地を考える上に重要なポイントである ）。同年度には、中小企業庁から日本

商工会議所への委託事業として、市町村の都市計画等との調整を図りながら、当該地域の商

業近代化を図ろうとする 商業近代化地域計画 の作成が開始された ）。そして、 年に
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）前掲書、 ページ。石原武政は、 年代の流通産業ビジョン は経済的効率性と社会的有効性を対立
する概念として理解したきらいがあったが、ここ （ 世紀に向けた流通ビジョン 筆者注）ではそれ
を明確に否定して、相互に矛盾することのない異次元の問題として整理した と指摘している（石原武政
地域商業政策の系譜 商学論究 第 巻第 号、 年 月、 ページ）。

）経済産業省編 新流通ビジョン─生活づくり産業へと進化する我が国小売業─ 経済産業調査会、
年、 ページ。
）前掲書、 ページ。
）前掲書、 ページ。
）産業構造審議会流通部会第 回中間答申 流通近代化地域ビジョン 年、 ページ。
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は日本商工会議所商業近代化委員会が まちづくり の概念を地域商業振興の中に位置づけ

た最初といわれる報告書を作成している ）。

商業近代化地域計画策定事業は 年度まで 年間にわたって継続し、合計 地域で

基本計画が、 地域で実施計画が策定された ）。しかし、同事業は計画策定のための支

援であり、計画の実施までは支援の対象に含まれていなかったこともあって、計画が実施に

移されるケースは少なかったといわれるが、 これだけ多くの都市において、関わり方の濃

淡に違いはあるにせよ、商業者も参加して まちづくり が議論されたことの意義は大き

い ）。

年代における流通

年代における流通 （ 年）では、 商業立地施策 の項において、 地域商業の近

代化の方向について、地域社会の発展に関する長期的展望にもとづき、広域市町村圏・地方

生活圏等の関連諸地域計画との連携を確保しつつ、明確な指針を示し、これに即して総合

的・計画的に商業施設・同関連施設の整備をすすめることが必要である ）と指摘し、商

業近代化地域計画の充実・強化を求めている。

年代の流通産業ビジョン

年代の流通産業ビジョン （ 年）では、商業政策と都市政策の連携の強化を謳い、

小売業は、地域住民の日常生活に直結し、地域に根ざした産業であり、地域社会全体との

調和をとりながら発展が図られる必要がある ）と指摘し、コミュニティ機能をもった公

共空間として、また地域文化の担い手としての社会的な機能にも着目して地域商業をとらえ

ている。また、 都市計画と商業集積のあり方とは相互に密接な関連があり、関係官庁、特

に都市計画当局との連携を密にした都市商業政策を推進することが求められる ）と指摘

し、流通政策の中に まちづくり の視点が導入された嚆矢といえる。そして、具体的な施

策として コミュニティ・マート構想 の積極的な推進（当時の通商産業省が 年 月に

発表）を打ち出し、 商店街を単なる買物の場から地域住民が生活上必要な様々なニーズを

充たすために集い、交流する 暮らしの広場 へとその社会的機能を高めることが必要であ

） 商業近代化地域計画 は、当初は日本商工会議所への委託事業、 年度からは補助事業となった
（鈴木保昭 日本の商業問題 有斐閣、 年、 ページ）。
） 地域問題は、今後わが国が直面する最大の課題の一つであるといわれている。即ち、わが国経済社会
の急速な発展は生産、消費、労働等の各分野ばかりではなく、地域構造に大きな変貌を招来しており、国
土の均衡ある発展と健康で豊かな国民生活の充足のためには、わが国経済社会の将来像を前提に、その発
展を促進しうる機能的で効率的な住みよい“まちづくり”が強く要請されているところである。（中略）
この 商業近代化地域計画 は、都市計画、広域市町村圏、地方生活圏等の関連地域計画との調整を図
り、その地域におけるトータル・システムの一部として地域の発展段階に応じて常に十分な商業・流通機
能を発揮しうるような 商業近代化地域計画 を策定し、地域ぐるみの商業近代化を推進することによっ
て、以上の要請に応えようとするものである（日本商工会議所商業近代化委員会 商業近代化地域計画報
告書 年度版〔 〕 年、 ページ）。
）石原武政 地域商業政策の系譜 商学論究 第 巻第 号、 年 月、 ページ。
）松島茂 地域商業振興とまちづくり三法 石原武政・加藤司 日本の流通政策 中央経済社、 年、
ページ。

）産業構造審議会流通部会第 回中間答申 年代における流通 ページ。
）通商産業省商政課編 年代の流通産業ビジョン 通商産業調査会、 年、 ページ。
）前掲書、 ページ。



る ）と指摘している。

年代の流通ビジョン

年代の流通ビジョン （ 年）においては、 ハイ・マート 構想 ）という形

で、それまでの商店街組織を対象とした政策から、商業集積を対象とした政策へと踏み出し

た。そして、 年に施行された中心市街地活性化法における つの柱である 商業等の活

性化 を支援する施策へと展開されていくこととなる。また、同ビジョンでは中心市街地に

おける商業まちづくりを運営・管理する （ ）組織と

して、商工会議所・商工会とともに位置づけられていた 街づくり会社制度 の推進が打ち

出された ）。この背景には、駐車場、イベント広場、コミュニティホール等の商業基盤施設

を整備したり、商業集積の核となる共同店舗等の商業施設を設置するにあたって、商店街振

興組合等既存の組織では十分に対応できないという認識があった。これらの施設は大きな資

金負担が必要であり、また速やかに意思決定をおこない事業を実施していくことが必要だか

らである。そこで、商店街振興組合等に代わって、市町村等の地方公共団体及び商店街振興

組合等が出資または拠出した特定会社（又は公益法人）が事業をおこなうものが 街づくり

会社 ）である。 街づくり会社 は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する高度

化事業である 商店街整備等支援事業 の対象となる。同事業は、商店街の活性化、集客力

の向上を図るため、第 セクター ）、商工会等が多目的ホール、スポーツ施設、駐車場等の

コミュニティ施設の整備と、これらの施設と併せて共同店舗を整備するものである。

特定商業集積法

年 月には、ハイ・マート 構想をもとにして、 商業集積を核としたまちづく

り を基本コンセプトとする 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法（特定商業集

積法） が施行された。同法は、通商産業省・建設省・自治省の 省が共管し、 特定商業集

積の整備を促進することにより、商業の振興及び良好な都市環境の形成を図る （第 条）

ことを目的としたものである。なお、特定商業集積とは、 小売業の業務を行う者の事業の

用に供せられる商業施設と顧客や地域住民の利便の増進を図る施設や小売業者の営業活動を
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）前掲書、 ページ。
）通商産業省商政課編 年代の流通ビジョン 通商産業調査会、 年、 ページ。
）前掲書、 ページ。
） 街づくり会社制度 は、 当初（ 年度 筆者注）は、その公益性を担保するために、民法第 条に
規定する公益法人に限定され、構成員も地方公共団体、商店街組合（事業協同組合、商店街振興組合）、
中小小売商業者、中小サービス業者に限定され、既存商店街にコミュニティ施設を整備するものとされ
た。（中略）翌 年度には新たに中小企業事業団、地方公共団体が出資する第三セクターとしての株式
会社が認められることとなった。その結果、当初の公益法人が 街づくり会社パート と呼ばれ、既存
商店街にコミュニティ施設を整備する 商店街活性化施設整備事業 を行うものが 街づくり会社パート
、既存商店街又は郊外のロードサイドに、コミュニティ施設とショッピングセンター型の商業店舗

（賃貸型商業集積）を併せもった総合的商業集積を整備する 地域商業集積整備促進事業 を行うものが
街づくり会社パート と呼ばれることとなった。これらの つの型の街づくり会社制度は、 年度

から統一され、事業的には 商店街整備等支援事業 に一本化された （石原武政編 通商産業政策史
第 巻 商務流通政策 、経済産業調査会、 年、 ページ）。

）商店街整備等支援事業の対象となる第 セクターとは、 特定会社 （中小企業者以外の会社による出資
の額の合計額が資本の額もしくは出資の総額の 分の 未満である会社）、もしくは 公益法人 （民法第
条の規定により設立された法人）である。
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支援する共同利用施設である商業基盤施設が一体的に整備され、一定の要件を満たすもの ）

をいう。特定商業集積の要件については、第 条に基づく 特定商業集積整備基本方針 で

定められていた。当初は 地域商業活性化型 高度商業集積型 の 類型であったが、

年 月に 中心市街地活性化型 が追加され、 類型となった ）。なお、特定商業集積

法は、 商業の活性化に対する支援措置を中心市街地に集中的に講ずる との理由で、

年 月に廃止されている。

世紀に向けた流通ビジョン

世紀に向けた流通ビジョン （ 年）においては、 まちづくりと商業 という章が

新たに設けられ、商業政策と都市政策との連携という視点が再確認されることになる。ここ

では、まちづくりに関して商業に期待される役割として、次の 項目をあげている ）。 ）

まちの核としての商業、 ）多様な小売業態の提供─中小小売店、商店街と大型店の共生、

）魅力ある個店の創出、育成、 ）レジャー志向、余暇時間の増加への対応、 ）高齢化

社会等への対応、 ）環境問題、景観保全への対応、 ）地域の伝統文化の保持・振興、

）地域産業との連動、 ）新たな技術に対応した地域社会の情報提供の場としての役割、

）災害への機動的な対応。そして、 これらの機能を総体としてとらえれば、商業集積が

地域社会の基礎的インフラとなっているという意味において、新たな社会資本として位置づ

けることが適切である ）としている。

中心市街地活性化法

中心市街地は、商業、業務、行政、居住機能等の様々な都市機能が集積し、長い歴史の中

で文化、伝統を育んできた まちの顔 ともいうべき地域である。しかし、大型小売店や大

規模ショッピングセンターの郊外立地、中心市街地からの大型店の撤退や商業地としての魅

力の低下、市役所、病院、学校等の公共公益施設の郊外移転による都市機能の拡散、モータ

リゼーションへの対応の遅れ、居住人口の減少等がすすみ、中心市街地の疲弊がすすんでい

る。

このような状況のもとで、産業構造審議会流通部会・中小企業政策審議会流通小委員会合

同会議 大店法からの政策展開について （ 年 月）が答申され、これを受けて翌

年には、 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する

法律（中心市街地活性化法）、 改正都市計画法 、 大規模小売店舗立地法（大店立地

法）、いわゆる まちづくり三法 が制定された。同時に、大規模小売店舗の出店を経済的

に規制してきた大規模小売店舗法が 年 月末に廃止されることとなり、第二次百貨店法

）通商産業省編 年版特定商業集積整備法の解説 通商産業調査会、 年、 ページ。
）特定商業集積法によって 承認された構想は高度商業集積型 件、地域活性化型 件、中心市街地活性
化型 件に過ぎなかった。バブルが崩壊したという背景ももちろんあったが、地域要件や業種要件などが
細部にわたり厳しかったことに加えて、郊外での開発に対して建設省が土地利用規制を厳格に適用したこ
とが、この適用事例を少なくした要因だとされている （石原武政 地域商業政策の系譜 商学論究 第
巻第 号、 年 月、 ページ）。
）通商産業省産業政策局・中小企業庁編 世紀に向けた流通ビジョン 通商産業調査会、 年、

ページ。
）前掲書、 ページ。



（ 年施行）から数えると 年間にわたって継続してきた大規模小売店舗に対する経済的

規制が撤廃された ）。

合同会議答申では、中心市街地活性化の必要性について次のように指摘している。 中心

市街地には、これまで歴史、文化、伝統等も含めた広い意味での社会資本が蓄積されてお

り、こうした既存ストックの有効活用を図ることが重要であり、更に、高齢化の進展やエネ

ルギー環境問題の高まりの中で、高齢者等のモータリゼーションの恩恵を受けることが困難

な人々にとっても住み易い街づくり、エネルギー消費や環境負荷の小さな街づくり等を通じ

て、豊かな生活空間としての質の高い街づくりが重要課題となってきている 。また、大規

模小売店舗法が役割を終えたという認識を示し、その理由について次のように指摘してい

る。 交通渋滞、駐輪・駐車、騒音、廃棄物等の問題への対応、計画的な地域づくりとの整

合性の確保が必要になってきている 革新的努力を通じて多様かつ質の高い購買機会を提

供する上での制約効果には無視できないものがある 。

改正中心市街地活性化法

中心市街地活性化法改正に至る経緯

中心市街地活性化法は 年 月に施行されたが、十分な成果をあげることはできず、改

正中心市街地活性化法が 年 月に公布、同年 月施行された（以下、改正前の法を 旧

中心市街地活性化法 、改正後の法を 改正中心市街地活性化法 という）。

旧中心市街地活性化法では、まず市町村が 中心市街地活性化基本計画 を作成する。次

に基本計画に記載された中小小売商業高度化事業について、地元商業の状況に精通すると考

えられる一定の者（商工会議所・商工会、特定会社、公益法人等）が中小小売商業高度化事

業に関する総合的かつ基本的な構想である 構想（中小小売商業高度化事業構想）

を作成する。作成された 構想については、基本計画に照らして適切なものか等を市町

村が判断し、その構想が適当である旨の認定を行うというスキームであった。この認定を受

けた者が （認定構想推進事業者） である。そして、 市街地の整備改善 と 商業

等の活性化 を柱とする総合的・一体的な対策を関係府省庁、民間事業者等が連携して推進

することにより、中心市街地の活性化を図ろうとするものであった。 年 月末現在で、

地区において中心市街地活性化基本計画が策定され、 地区において中小小売商業高度

化事業構想が市町村によって認定され、中心市街地活性化に向けての取組みがすすめられた ）。

しかしながら、中心市街地活性化の成果が得られた事例は少なく、中心市街地の疲弊はす

すむばかりであった。会計検査院 中心市街地活性化プロジェクトの実施状況に関する会計

検査の結果について （ 年 月）によって、中心市街地商業の状況を商業統計からみる
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）大店立地法は大規模小売店舗を対象としているという点では大規模小売店舗法と共通性をもっている。
しかし、大規模小売店舗法が大型店の経済活動を直接規制する 経済的規制 であったのに対して、大店
立地法は大規模小売店舗周辺の住民の生活環境の保持という 社会的規制 であって、その目的を全く異
にしている。
）自主財源で支出の半分以上を賄っている の割合は、商工会等 ％、特定会社 ％、合
計 ％に過ぎない。また、 による事業の効果測定を実施している割合も、商工会等 ％、特
定会社 ％、合計 ％にとどまっている（会計検査院 タウンマネジメント機関（ ）による中
心市街地の商業活性化対策について（ 年度決算検査報告第 章第 ））。
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と（プロジェクト実施前 年、プロジェクト実施後 年）、商店数の推移

は プロジェクト実施前中心市街地 ％（全国 ％） プロジェクト実施後中心市

街地 ％（全国 ％））、年間小売商品販売額は プロジェクト実施前中心市街地

％（全国 ％） プロジェクト実施後中心市街地 ％（全国 ％） と

なっており、全国平均と比較しても中心市街地における減少が目立つ。また、空き店舗の推

移をみると、基本計画作成年度と 年度を比較して増加している地区が ％、逆に減少

している地区が ％、歩行者通行量では、同期間に平日通行量増加地区が ％、休日通

行量増加地区が ％にとどまっており、プロジェクト実施の効果は十分ではなかったとい

わざるを得ない。

改正中心市街地活性化法の意義と目標

このような状況を受けて、中心市街地活性化法の改正がなされた。同法第 条に基づいて

作成された 中心市街地の活性化を図るための基本的な方針 （ 年 月）（以下、 基本

指針 という）では、中心市街地を活性化する意義として次の 点をあげている。 ）商

業、公共サービス等の多様な都市機能が集積し、住民や事業者へのまとまった便益を提供で

きること、 ）多様な都市機能が身近に備わっていることから、高齢者等にも暮らしやすい

生活環境を提供できること、 ）公共交通ネットワークの拠点として整備されていることを

含め、既存の都市ストックが確保されているとともに、歴史的・文化的背景等と相まって、

地域の核として機能できること、 ）商工業者その他の事業者や各層の消費者が近接し、相

互に交流することによって効率的な経済活動を支える基盤としての役割を果たすことができ

ること、 ）過去の投資の蓄積を活用しつつ、各種の投資を集中することによって、投資の

効率性が確保できること、 ）コンパクトなまちづくりが、地球温暖化対策に資する等、環

境負荷の小さなまちづくりにもつながること。そして、中心市街地活性化の目標として、次

の 点をあげている。 ）人口減少・少子高齢社会の到来に対応した、高齢者も含めた多く

の人にとって暮らしやすい、多様な都市機能がコンパクトに集積した、歩いて暮らせる生活

空間を実現すること、 ）地域住民、事業者等の社会的、経済的、文化的活動が活発に行わ

れることにより、より活力ある地域経済社会を確立すること。

改正中心市街地活性化法の主な改正点

改正中心市街地活性化法の主な改正点は、次の 点である ）。

第一に、法律の名称が 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体

的推進に関する法律 から、 中心市街地の活性化に関する法律 に変更されたことであ

る。旧中心市街地活性化法は、市街地の整備改善と商業等の活性化、とりわけ商業等の活性

化を中心に支援するものであった。改正法ではこれらに加えて、 街なか居住 や 都市福

利施設の整備 等の支援措置が追加され、名称も中心市街地活性化の基本法的性格を反映し

たものに改められた。

）土肥健夫 改正・まちづくり三法下の中心市街地活性化マニュアル 同友館、 年、 ページを
参考にした。



第二に、基本理念と国・地方公共団体・事業者の責務が明確にされたことである。基本理

念では、次のようにうたっている。 中心市街地が地域住民等の生活と交流の場であること

を踏まえつつ、地域における社会的、経済的及び文化的活動の拠点になるにふさわしい魅力

ある市街地の形成を図ることを基本とし、地方公共団体をはじめとする地域の関係者の取組

みに対して国が集中的かつ効果的に支援を行う （第 条）。また、 国 は地域の自主性・

自立性を尊重しつつ、中心市街地の活性化のための施策を総合的に策定し実施する、 地方

公共団体 は地域の特性や環境の変化を踏まえつつ国の施策と連携して中心市街地の活性化

を図る、 事業者 は国または地方公共団体が実施する施策に必要な協力をするように努め

る（第 条）と、それぞれの責務が明確にされた。

第三に、国による認定制度が創設されたことである。旧中心市街地活性化法では、市町村

が作成する中心市街地活性化基本計画は 公表 のみで足り、 構想（中小小売商業高

度化事業構想）の段階で 市町村による認定 、そして 構想に盛り込まれた具体的な

中小小売商業高度化事業を実施する者が作成する 計画（中小小売商業高度化事業計

画）は市町村が意見を付した上で 経済産業大臣による認定 を受けて事業を実施すること

となっていた。そのため、市町村が作成する中心市街地活性化基本計画には、具体的な実施

の見通しが立たない事業までも総花的に盛り込んだ実効性の低いものもみられた。会計検査

院 中心市街地活性化プロジェクトの実施状況に関する会計検査の結果について （ 年

月）によると、基本計画の作成から 年以内に着手できるとしていた事業のうち 年経過

後も事業に着手していない事業がある地区は ％に達している ）。

そのため、改正中心市街地活性化法では、国（内閣総理大臣を本部長とする中心市街地活

性化本部）が 中心市街地の活性化を図るための基本的な方針 （以下、 中心市街地活性化

基本方針 という）を作成、これに基づいて市町村が中心市街地活性化基本計画を策定、こ

れを中心市街地活性化本部の長である内閣総理大臣が認定するというスキームとした。ま

た、中心市街地活性化基本計画には都市機能の増進、経済活力の向上等に関する具体的な指

標、たとえば歩行者通行量や居住人口の増加、空き店舗率の改善等の具体的な数値目標を掲

げる（第 条第 項第 号）とともに、各種事業の計画期間（第 条第 項第 号）を記載

することとした。

第四に、中心市街地活性化協議会が法制化されたことである。旧中心市街地活性化法にお

いては、 として商工会議所・商工会等が認定されることが多かったが、その活動は商

業の活性化に偏ったものであり、中心市街地の活性化を総合的に推進していくことは難し

かったといえる。その反省を踏まえて、改正法では商業者のみならず、中心市街地整備推進

機構や街づくり会社、商工会・商工会議所等が中心となり、地権者等中心市街地活性化に密

接な関係を有するもの、地域住民等も含めた多様な主体によって組織される 中心市街地活

性化協議会 を法制化した。協議会は、市町村が作成する中心市街地活性化基本計画に対し
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）基本計画の作成から 年経過後も着手できていない事業がある理由として、次の諸点があげられている
（複数回答）。 地権者、関係者等の合意形成が図れていないこと ％、 事業主体において事業に要
する資金が不足していること ％、 当該事業の実施の前提となる他の事業が完了していないこと
％、 市町村等において事業の実施のための適切な人材が確保されていないこと ％（会計検査

院 中心市街地活性化プロジェクトの実施状況に関する会計検査の結果について 年 月）。
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て意見を述べ、また民間事業者が作成する事業計画に対する協議等、中心市街地の活性化を

総合的かつ一体的に推進するまちづくりのトータルコーディネートの役割を担うことになる。

中小小売商業高度化事業

中心市街地活性化基本方針 では、商業活性化のための事業及び措置として、 ）中小

小売商業高度化事業、 ）特定商業施設等整備事業 ）、 ）大店立地法の特例措置 ）の

つをあげている。このうち、中小小売商業に対する支援措置として重要な事業は、 中小小

売商業高度化事業 である。同基本方針においては、従来の中小小売商業活性化のための取

組みの問題点として、次の点を指摘している。 ）個々の商店街ごとの活性化努力にとどま

り、複数の商店街による広域的な中小小売商業の発展に必ずしも結びついていないこと、

）専ら基盤整備等の周辺事業にとどまり、中小小売商業としての競争力の根幹である業種

揃え・店揃えの最適化に関する取組みが不十分であったこと、 ）主に事業を営む中小小売

商業者を中心とした取組みであり、地権者等との連携が不十分であったこと、 ）まちの

様々な事業主体との連携が不足していたこと。このような問題点を踏まえ、今後の中小小売商

業高度化事業について次のように指摘している。 商業者を取り巻く様々な関係者との連携の

上に立った、意欲的な中小小売商業者による業種構成・店舗配置、基盤整備及びソフト事業

を総合的に推進し、周辺地域への波及効果の認められる商店街等中小小売商業の高度化を通

じた中心市街地のにぎわい回復に資する取組みを戦略的かつ重点的に促進するものである 。

具体的には、中心市街地活性化協議会での協議を経て作成した事業計画について経済産業

大臣の認定を受けた事業については、中小企業信用保険法の特例、独立行政法人中小企業基

盤整備機構による商業施設整備や賃貸その他の管理、資金の出資等の支援が行われる ）。ま

た、税制上でも、地方税（商業基盤施設の整備に対する固定資産税、不動産取得税）の減免

措置や事業の用に供するため土地を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除等の措置が講じられ

ている。また、これまでと同様に 戦略的中心市街地中小小売商業等活性化支援事業費補助

金 も、認定中心市街地に限定して重点的に投入される。同補助金は、改正中心市街地活性

化法に規定する認定中心市街地活性化基本計画に基づき実施する、商業の活性化や中心市街

地のにぎわい創出等に資する事業に対して支援を行うものである ）。商店街振興組合等が実

） 特定商業施設等整備事業 は、駐車場、多目的ホールや交流センター等の商業基盤施設（既存または
新規の商業施設と一体的に整備し、当該商業施設の延べ床面積が原則 以上）または相当規模以上
の商業施設（延べ床面積原則 以上）の整備を行うことにより、中心市街地全体の魅力の向上とに
ぎわいの創出を図る事業である。
） 大規模小売店舗立地法の特例措置 は、大型空き店舗等への大規模小売店舗の迅速な誘致を行うため
に、認定基本計画に定められた中心市街地の全部あるいは一部において大店立地法の新設又は変更の際の
届出を不要とし、大店立地法の手続きを実質的に適用除外にできるというものである。
）経済産業大臣の認定を受けた事業については、税制面でも地方税（商業基盤施設の整備に対する固定資
産税、不動産取得税）の減免措置や事業の用に供するため土地を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除等の
措置が講じられている。
） 年度の補助対象事業は、次のとおりである。 商業基盤施設等整備事業（テナントミックス店舗、
集客核施設、駐車場、催事場、案内コーナーの設置など）、 中心街再生事業（まちづくり会社等が不動
産の所有と利用の分社の手法を用い利用権を集約化し、商業施設を整備する事業など）、 商業活性化事
業（地域コミュニティとの連携事業、駐車サービス管理システム、回遊性向上のためのイベント事業、老
朽化したアーケード等の撤去、中心市街地活性化協議会事務局へのタウンマネージャー設置や調査研究に
係る経費など）。



施する中小企業者向け支援、および街づくり会社等の民間事業者向け支援については、補助

率は 分の 以内となっている。

む す び

本稿では、地域商業振興政策の歴史的変遷について考察した。商業振興政策の中に地域的

な視点が埋め込まれた嚆矢は、 年の商店街振興組合法の施行であった。その翌年の

年、商店街向けの高度化資金助成制度の主な事業が制度化された。 年には中小小売商業

振興法が施行され、同法の認定を受けることにより高度化資金を無利子で借りることができ

るようになる。同法は 年に改正され、街づくり会社への支援も可能となった。 年に

中小企業基本法が改正され、意欲ある中小企業を政策の対象とすることが明確にされるとと

もに、中小企業政策の観点から地域商業振興政策を講じることが明記される。そして、

年に地域商店街活性化法が施行され、中心市街地活性化法による認定基本計画外の商店街に

おいても、意欲的な商店街については 選択と集中 の論理に基づき、重点的に支援すべき

であるとしている。

地域商業がもつ 社会的有効性 を評価する視点が地域商業振興政策に導入されたのは、

年代の流通産業ビジョン （ 年）である。 社会的有効性 という視点は、 年代

の流通ビジョン （ 年）では後退したものの、 世紀に向けた流通ビジョン （

年）では再び確認されることになった。しかし、 新流通ビジョン （ 年）においては、

流通の 社会的有効性 については改めて確認されているものの、その担い手は地域商業で

はなく、大型店やチェーン店とされている。

地域商業は都市機能を構成するひとつの要素であるという視点、いいかえれば まちづく

り政策 と 地域商業振興政策 とのかかわりを求める視点は、 流通近代化地域ビジョン

（ 年）を嚆矢とする。その後、 年代の流通ビジョン （ 年）において 街づくり

会社制度 が打ち出され、 年に 商業集積を核としたまちづくり を基本コンセプトと

する特定商業集積法が施行されることになる。 世紀に向けた流通ビジョン （ 年）で

は まちづくりと商業 という観点が再確認され、 年には中心市街地の整備改善と商業

の活性化を一体的に支援する中心市街地活性化法が施行されることになる。同法は 年に

改正され、中心市街地を構成するひとつの要素としての中小小売商業に対する支援という性

格が明確にされている。
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