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Many relatively small shopping streets in Japan are progressing decline by opening of large-scale suburban stores. The aim of this 
study is to detect the characteristics of visitors in a local shopping district by comparison with the visitors in a large-scale commercial 
facility, and to propose activation measures of a shopping district around West Hiroshima Station where a lot of vacant stores exist. 
We conducted questionnaire surveys of customers both in a local shopping district and in large-scale suburban stores. In a 
cross-analysis, we found the frequency of visiting to the local shopping street is higher, and users often visit on foot or by bicycle. On 
the other hand, the frequency of visiting to the large-scale shopping mall located about five kilometers west of Hiroshima Station is 
lower, and many consumers use the private car. In addition, we performed regional evaluation study, which includes 9 evaluation 
items in each area. A shopping district around West Hiroshima Station showed a high reputation in the field of "correspondence of 
the people is kind." However In other items, large-scale suburban stores was the result of more than a West Hiroshima Station. 
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1.背景・目的  
	 現在、地方の地域型商店街は衰退が著しいが、その原因としては､急速

な高齢化と人口減少・流出による市場の縮小、郊外型大型店舗の進出、

住宅や学校、医療施設などの都市機能の郊外移転、自動車交通の浸透、

商店街の担い手の高齢化と後継者不足、商店街の戦略や工夫の少なさな

どが指摘できる。しかし、多くの商店街は地域コミュニティの維持や交

通弱者の生活利便性の確保、身近な景観や地域個性の継承など、重要な

役割が期待されている。 

	 商店街を活性化させるためには、競合する郊外型大型店舗との差別

化を図ることは重要戦略の一つである。そのためにはまずは、大型店と

利用客のタイプや利用目的・買い物行動、その評価の比較などは重要で

あるが、既往研究では、比較研究は少なく、 自動車アクセスの比較、空

間的な共存関係、大型店の影響に関する研究などがある。 
本研究では、空き店舗が顕在化している西広島駅周辺の商店街を対象

として、競合する大型店舗との差異を把握するために、両地域で交通手

段・来店頻度・利用目的の把握、地域評価の把握を行う。大型店との違

いから商店街の特性と今後の方向性を明らかにする。 

	  

【表−1】調査対象地の概要	

 
【表−2】調査対象地の概要（注6）	
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2.調査対象地の概要 
	 本研究では以上のような背景から、衰退の進む地域型商店街である西

広島駅周辺の商店街地区（以下、西広島）（図-1）を対象として、そこか
ら南西に約4.2㎞離れた競合大型店舗との比較を行った（図−3）。両調査

対象地の詳細を表−1・2に示す。 

両調査地の立地や後背地域の特徴として、西広島では駅利用客がやや

多く、バス交通の拠点であり、公共交通の利便性が高い。また、比較的

高齢者が住んでいる割合が高く世帯数が多い。一方の郊外型大型店舗で

は、鉄道駅は近接しており、また駐車場が広く、4時間までの駐車料金が

無料であり、自動車利用にも便利である。周辺は工場なども多いことか

ら西広島よりも近隣に居住する世帯数は55％程度と少ない。 
調査対象地の周辺土地利用の特徴として、西広島は駅周辺を取り囲ん

でおり、その周辺を一方は住宅地が取り囲み、もう一方は河川で分断さ

れている。郊外型大型店舗では南側が準工業地帯となっている。なお、

郊外型大型店舗1と2の間には街区公園があり、駅と郊外型大型店舗2

と3はペデストリアンデッキで繋がっている。 
商業統計表では郊外型大型店の方が店舗数、従業員数、年間販売額、

売り場面積など全て大きく、従業員は2倍以上、販売額は5倍近く大き

な差があると言える。西広島は飲食料品などの日用品が多いものの、郊

外大型店舗は衣服・身の回り品が多く業種構成が異なる。また、郊外大

型店舗は映画館があり、9スクリーン合計1,539人収容できる。 

	 調査手法については表−4に示したとおりである。本研究では西広島で

は町内会で調査票を配布し回収する留置調査に加え、商店街の来街者に

対して立ち会いによる直接面談調査を行った。郊外型大型店舗では来街

者に対して立ち会いによる直接面談調査を行った。なお、郊外型大型店

舗での直接面談調査では図−3の2の店舗内で行った。 

 

3.回答者の来街情報と目的 

3-1.回答者の属性 

【表−4】調査手法 

 

 
【図−3】調査対象地	 郊外型大型店舗 

 
【図−2】調査対象地	 西広島 

 
【図−1】調査対象地 

【表−3】両地区における小売商業統計（注3） 
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	 回答者の属性（表-5）では、西広島では 40代から 70代以上の割合が

高くなっている。 
	 郊外型大型店舗では10代、20代の割合が高くなっており、30代から

50代の回答者は少なくなっている。性別では両地区とも大きな差はない。 

 

3-2.属性別交通手段 
	 属性別交通手段(表-6)では、西広島では徒歩での来客が最も多く、次い

で自転車、自家用車の来街が多くなっている。特に女性は徒歩が多く、

男性は徒歩と自転車、自動車の利用者はそれほど変わらない。年代別で

は、60代、70代以上は徒歩が多く、70代になるとバス利用も多い。 

 郊外型大型店舗では自家用車での来街が最も多いが、電車での
来街も多く、大きな差異がない。年代別で見ると 10代は、電車利

用が多く、自転車での来街と合わせると84％を占める。20代以上
は自家用車利用が多く50代では4分の3を占めている。70代以上

になると電車利用が増加する。一方、全世代において徒歩での来街

は少ない。郊外型大型店としては自家用車利用の割合が全体として

少ないのは、駅に近接していることと、10 代の利用者が多いため

であろう。 

 

3-3.属性別来街頻度 
	 属性別来街頻度（表-7）では、西広島では週に2〜3回が最も多く、次

いでほぼ毎日となっている。年代別では、30 代では月に 1,2 回程度が多

く、40代も週に 1回や月に 1,2回が半数を占めており、高齢になると頻

度が高くなる。郊外型大型店舗では月に1〜2回程度が最も多く、次いで

週に１回程度となっている。10代は月に1,2回、20代は年に2,3回が多く、

60代、70代では来街頻度が高くなっている。 

西広島の方が来街頻度が高いが、特に高齢者の頻度が高く、若年層で

は高いとは言えない。西広島では特に高齢者が日常的な買い物利用をし

ていると言える。 

 

3-4.来街目的  
来街目的(表-8)では来街する目的を上位３つまでを訪ねた。西広島では

最も多い第一買い物目的として買い物が最も多く、次いで飲食となって

いる。第二目的では金融機関が最も多く、次いで飲食となっている。第

三目的では金融機関が最も多く、次いで理容等となっている。西広島の

特徴的は、金融機関が比較的高い割合を占めている点や利用等のサービ

スや通院といった理由が多く見られる。	

		郊外型大型店舗では、第一来街目的が買い物でとなっており、次いで

飲食となっている。第二目的、第三目的では飲食が最も多く、次いで映

画鑑賞となっている。郊外型大型店舗の特徴では第二目的意向で映画鑑

賞を目的に来街する人が多く見られる。	

4．地域評価分析 

 地域評価分析では樋口綾らの研究（2008年）の中心商業地と郊外商業
地との地域愛着を項目に従って評価の優劣を 7 段階のスコアで評価した

ものを集計し,平均値を比較した研究を参考に商業地の特徴を把握するた

めに、表中に記述した９つの項目（表−9）に従い評価を行うものとした。 
	 ここでの評価項目は,商業地の特徴を把握するために本研究が独自に設

定したものである. 被験者に対しては、項目ごとに西広島駅周辺と郊外型
大型店舗とを比較するため、その優劣を５段階のスコアで回答すること

【表−7】来街頻度 

 

【表−5】回答者の属性 

 

【表−6】交通手段 

 

【表-8】来街目的 
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を求めた。 

	 地域評価分析の

西広島と郊外型大

型店舗の比較結果

（図-5）から、「家
族や友人と一緒に

楽しめる」「何度も

訪れたい」「ぶらぶ

ら歩きが楽しい」

「木陰や花が咲いていて、ベンチ等があり、休憩できる空間がある」「西

区の顔として誇らしい」の項目で大きな差がでていた。一方で西広島で

は「人の対応が親切である」の項目では高く評価されていた。 

	 相関分析（表-10）（表-11）では、相関が 0.5 以上の項目に着目した。
郊外型大型店舗は「何度も訪れたい」と「ぶらぶら歩きが楽しい」「親し

みを感じる」の項目の相関が高くなっている。一方で西広島は「家族や

友人と楽しめる」の項目と「何度も訪れたい」「西区の顔として誇らしい」

「親しみや和みを感じる」の相関が高く、「ぶらぶら歩きが楽しい」の項

目と「木陰や花が咲いていて、ベンチ等があり、休憩できる空間がある」

の相関が高く、「西区の顔として誇らしい」と「親しみや和みを感じる」

の相関が高くなっている。 

 
5. まとめ 

	 西広島は、中高齢者が徒歩や自転車で買い物や金融機関、理美容・病

院などの目的で来街する。特に高齢者は頻度高く利用しており、食料品

などの最寄り品購入や生活サービスを求めつつ、日常生活サイクルの一

つとして組み込まれていると考えられる。評価としても、人の対応が親

切と評価されており、地域コミュニティのつながりのとして重要な役割

を担っていると考えられる。 

一方、郊外型大型店は、10代20代の若年層の利用が多いものの60代
以上の利用者もあり、高齢者層は自動車で来街して、散歩や気分転換を

兼ねて買い物を楽しむと言った利用が多いと言える。 

地域評価では、西広島は「人の対応が親切である」を除くと全ての項

目で低い。地域コミュニティの形成・維持などの機能を高めるためには、

「親しみや和みを感じる」や「ぶらぶら歩きが楽しい」などの評価を上

げる必要がある。さらに、高齢者の利用が多いことを考えれば、ベンチ

や休憩スペースなどの評価を高めることも必須要件である。また、相関

分析の結果から、西広島では家族で楽しめる空間の提供や緑を増やすこ

と、和める場所の提供を行うことで活性化していくことが考えられる。 

	 西広島駅周辺の商店街とその近接する大型店との比較を行ったが、年

齢層や利用スタイルが異なるために、必ずしも競合していると言うわけ

ではないと考える。西広島のような地域商店街は全国に数多く存在する

が、中高齢者の日常利用を促進する方法、例えば、買い物のしやすさ、

コミュニケーションの取りやすさ、きめ細やかな支援、休憩やトイレな

どの用意、歩きやすさの確保などがあり、また、コミュニティ維持形成

を進める方法など、例えば、日常的な会話や居場所づくり、地域住民の

多様な活動との連携や支援など、まずはすべきことがあると言える。 

	 本研究を進めるにあたってご指導いただいた広島修道大学の三浦浩之

教授に深く感謝し、ここに記し、感謝の意を表します。	
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【図-5】地域評価 
【表−10】地域評価	 西広島	 相関分析 

 
【表−11】地域評価	 郊外型大型店舗	 相関分析 

 

【表−9】地域評価	 評価項目 
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