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This paper investigates actions carried out by large-scale stores in order for prosperous coexistence and 

their effects. We focus on the System of Notifying Contribution Plan that is introduced in Chiba 

Prefecture, and identifies eight groups of actions which may work well for local shoppers. Interview 

survey reveals how the actions influenced local shopping streets. 
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1序論 

1-1研究の背景 

 大規模小売店舗と地域資本の小型店舗を取り巻く環境は、百貨

店法に始まり大規模小売店舗法や大規模小売店舗立地法に至る

まで、幾度もの法改正とともに変化し続けて来た。長らくその両

者の間には摩擦が生じる場合が多かったが、近年のCSRの機運の

高まりとともに、大型店は地域連携のための様々な方針を打ち出

すようになった。また昨今では、大規模商業施設の中心市街地へ

の出店傾向が強まるに加えて、周辺圏域への顧客流出に対抗する

ため地域密着路線への転換を行う大型店も見られるようになっ

ており、従来の「社会的責任による地域貢献」から「生存戦略と

しての地域貢献」への転換の必要性が出てきている現状がある。 

 大店立地法では、1000㎡を超える小売店舗の設置者に対して

「施設の配置及び運営方法に関して適正な配慮を行った上で出

店すること」「その内容に関して都道府県に届け出ること」「その

運用においては、運用主体となる各都道府県に対してそれぞれの

地域特性にあった弾力的な対応を求めること」、が定められてお

り、このような地域ごとによる柔軟な対応の要請を受けて、都道

府県や一部の市では、1)独自にガイドラインを作成し地域貢献の

ための計画書の届出を呼びかけているケース、2)条例に基づきそ

の届出を義務付け・もしくは協力を要請しているケース、が見ら

れる。本論文では、これらのケースを総称して「地域貢献計画届

出制度」としている。2016年2月末日の時点では、24の都道府

県で同制度の実施が確認された。(大阪府・神奈川県・埼玉県・

愛知県・広島県・福岡県での実施主体は、都道府県ではなく市。) 

 地域貢献計画届出制度は各自治体が独自に運用しており、その

形式は様々である。制度の位置づけとしては、条例に基づき届出

を義務化している自治体と、ガイドライン・要綱に基づき大型店

による任意の提出としている自治体の二つに大別される。制度の

対象となる大型店の基準についても異なっており、大店立地法に

よって大規模小売店舗と定義される店舗面積1000㎡を基準とし

て、500㎡から10000㎡まで様々な値が採択されている。⁽¹⁾ま

た本制度を実施しているほとんどの自治体では、提出された計画

書のウェブ上での一般公開がなされている。 

1-2研究の目的 

 大型商業店舗と地域既存店の関係性を対象とした研究として

は、大規模小売店舗の参入・退出が中小小売店の売り上げに与え

る影響を分析した松浦・元橋（2006）や、東京都大田区を対象と

して大型店の立地や業態による既存小売店への影響の分析を行

った森井（2009）がある。また大型店による地域小型店への取り

組みに関連するものとしては、複数の事例にける取り組みをまと

めた熊谷（2010）や経済産業省九州経済産業局による調査（2012）

がある。 

 地域既存店に対しての大型店の取り組みに関する研究は多く

なく、特にその事後評価や外部評価に関して不足しており、その

実態は不明瞭なものとなっている。そのため本研究では、現に行

われている大型店による取組の実態を把握し、自治体や商店会・

商店会連合会等の評価を明らかにすることで、大型店と地域商業

者の共存関係構築のための有効な手法や改善案を探ることを目

的とする。 

 

2調査の概要 

2-1調査の対象 

本研究では千葉県において、県が実施している地域貢献計画届

出制度の下で大型店から県に提出された地域貢献計画書を対象

とし、そこに記載されている内容の中から地域商業者に対する影

響を狙いとしたものを取り上げ、調査を行った。 

関東圏で地域貢献計画届出制度が導入されているのは群馬

県・茨城県・栃木県・藤沢市・上尾市の5地域である。千葉県を

対象とした理由は、1）実施主体が県単位であるため実施範囲が

広範囲に及び、2）群馬県、茨城県での地域貢献計画書の提出数

がそれぞれ 65、73 店舗であるのに対し千葉県での提出数が 210

店舗と極めて多かったためである。⁽²⁾ 

2-2調査の方法 

 千葉県に提出された全 210 の地域貢献計画書及び取組実績報

告書に記載された活動内容の中から、「地域との連携促進」とい
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う項目に分類され、地域小型店との関係良化に寄与しうる活動を

抽出し、その傾向を分類・整理した。 

 また、各地域の地域小型店事情に精通した団体の代表として、

表1,2の団体に対してヒアリング調査を行い、各手法の評価を行

った。ヒアリングに際しては主に、Ⅰ）各手法を受けての大型店

に対して感じる印象、Ⅱ）営業成績(売上や客数)の変化、をそれ

ぞれ尋ねた。 

尚、共同売り出しの手法に関しては実施事例が柏市のみに限ら

れたため、上記の団体に対するヒアリングではなく、表2の共同

売り出し参加事業者に対するヒアリングを行った。調査の対象と

なる共同売り出しは、2015年10月24(土)25日(金)及び2014年

10月25日(土)26日(日)に、そごう柏店10階特設会場にて行わ

れた「柏商業祭」とした。 

 

3地域貢献計画届出制度の運用実態  

3-1県内市町村の取組状況 

 図1,2は千葉県内の市町村ごとの、地域貢献計画書の提出数及

び提出率を表す図である。図 1 について、千葉・葛南地域及び

東葛飾地域に対して、それ以外の地域では大型店の店舗数が比較

的少なくなっている傾向が見られる。図2については東部及び南

部で鴨川市、いすみ市、芝山町における地域貢献計画書の提出率

は 40%以上となっているが、そもそもの大型店舗数自体が 4 も

しくは5店舗と非常に少なく、大型店店舗数が比較的多い西部の

地域の値と比較することは難しい。西部に関して2つの図を比較

すると、千葉県をはじめとして、大型店舗数自体は多い地域でも

提出率の高くない地域が目立つことが分かる。 

3-2取組の分類 

地域小型店との連携促進に繋がると判断されるものは、表 3

の8種類に分類することが出来た。確認された8つの取り組みの

うち、F,G,Hは単一事業者のみによって行われているものであり、

一方でAからEまでは複数の事業者によって実施されているこ

とが確認された。そのため千葉県内の大型店における取組の実施

の割合については、AからEまでのものを対象として算出した。

千葉県内の全ての大型店が地域貢献計画書及び取組実績報告書

を提出しているわけではなく、地域貢献に意欲的な事業者ほどそ

れらの届出を行いやすいと一般的に考えられるため、実態として

の割合はこれより低い値であると考えられる。また以降では、上

記の各取り組みについてはA~Hとして記号で表記する。 

3-3 各分類の具体的な内容 

 前章で記載した8つの地域貢献手法の分類について、それぞれ

の具体的な内容は以下の通りに整理できた。 

A. 商工会議所への加入、及び協議会参加 

 大型店の商工会議所への加入により、大型店が支払う年会費が

商工会議所加入の地域小型店のための活動資金に充てられるこ

と、商工会議所を通して地域小型店と大型店間の両者間のパイプ

が構築されることといった、地域小型店に対するメリットが想定

される。一方で、大型店に対し商工会議所への加入をとどまらせ

る阻害要因としては会費負担が考えられる。 

 

   

図1(左) 千葉県内各地域ごとの大型店店舗数 

図2(右) 千葉県内各地域ごとの届出提出率⁽³⁾ 

 

表1 ヒアリングを行った対象 

ヒアリング対象 日付 場所 人数 

習志野市商店会連合会 2015/10/27 連合会事務所 2 

柏市商店会連合会 2016/1/15 連合会副会長宅 1 

松戸駅周辺商業協同組合             2015/10/23 組合事務所 1 

千葉銀座商店街振興組合 2016/1/19 組合事務所 1 

船橋商工会議所商業振興課 2015/10/22 船橋商工会議所 1 

茂原市商店会連合会 2016/1/8 電話 1 

市川市商店会連合会 2016/1/8 電話 1 

特定非営利活動法人BeCOM 2016/1/14 電話 1 

 

表2 共同売り出しに関してのヒアリングを行った事業者一覧 

取扱品/サービス 産業分類 調査日 

米 その他の飲食料品小売業 2015/12/18 

喫茶店 喫茶店 2015/12/18 

陶芸教室 教養・技能教授業  2015/12/21 

眼鏡 その他の織物・衣服・身の回り品小売業 2015/12/16 

印刷 他に分類されない生活関連サービス業 2015/12/16 

たい焼き 持ち帰り飲食サービス業 2015/12/18 

韓国料理 その他の飲食店 2015/12/21 

精肉 食肉小売業 2016/1/15 

 

表3 実施されている取組とその割合⁽⁴⁾ 

取り組みの種類 実施の割合 

A. 商工会議所への加入、及び協議会参加 39.0% 

B. 商店会(もしくは商店街を含む組織)への加入、及び会議参加 13.3% 

C. 販売促進のための共同売り出し 1.0% 

D. その他(売り出し以外の)イベントの共同企画 3.8% 

E. 商店会企画等の地域イベントに参加・協力(協賛) 84.3% 

F. 地域テナントの優先的入居促進 - 

G.地域貢献担当窓口の設置 - 

H. 地域電子マネーサービスの確立 - 

 

 

B. 商店会(もしくは商店街を含む組織)への加入、及び会議参加 

 まず、商店街振興組合とは商店街振興組合法に則って組織され

る組合であり法人格を有するものを指し、一方で商店会とは、商

店街組織全般を意味する。また、商店会が市区町村単位で組織化
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され、連合会として活動している地域も多い。千葉県には13の

連合会が存在し、それに含まれる商店街数は299、総会員数は

9402店にのぼる。商店会は街区単位のコミュニティであり商工

会と比較してその範囲は狭いため、大型店にとっては、地域商店

会への参加は自店舗周辺に対する深い貢献を可能にする一方で、

金銭的援助関係にとどまらず人的資源を投入する必要があるも

のといえる。 

C. 販売促進のための共同売り出し 

 販売促進のための共同売り出しとは、「①大型店独自、若しく

は大型店が所属する組織による企画であり、②大型店の敷地内で

行われ、③大型店が立地する市区町村内の店舗の商品の販売を主

要な目的としたイベント」と本論文では定義する。①の「組織」

については商店会を始め商工会議所、商工会議所主体の協議会を

含むこととする。また③については、地域フェアのような形で県

産品を主な販売対象とするものもここでは対象としない。 

 この手法の特徴として、販売を行うという性質上直接的に地域

小型店の利益に貢献でき、また店舗内敷地で行うため大型店のも

つ集客性という利点を活かしやすいという点がある。また大型店

の敷地内で開催するため大型店にとっても、共同売り出し利用者

を取り込むことで売り上げ増加を狙えるというメリットもある。 

D. その他(売り出し以外の)イベントの共同企画 

 「販売促進のための共同売り出し」とは異なり、地域小型店が

自店舗内での商品販売を行わない、大型店が所属する組織によっ

て企画される催しを指す。販売促進のための共同売り出しと比べ、

イベント時における売り上げという直接的なメリットを地域小

型店に与えることはないものの、イベント開催により地域全体で

の集客力の向上を狙うことができ、またその時の地域小型店の企

画立案や費用に関する負担を減らすことが出来るといった点な

どが特徴として挙げられる。 

E. 商店会企画等の地域イベントに参加・協力(協賛) 

 大型店が企画段階に関与していないイベントに対して、協力を

要請されるなどの形で大型店が関与するタイプの手法である。地

域の集客力向上にかかる地域小型店の人的負担及び経済的負担

の軽減を担うことができる。 

F.地域テナントの優先的入居促進 

 郊外型総合販売チェーン「スーパーセンタートライアル」の運

営を行っている株式会社トライアルカンパニーは、千葉県に提出

した地域貢献計画書内で「地域及び県内商業者のテナントを優先

に、入居促進をお願いしていきます」と記載している。 

G.地域貢献担当窓口の設置 

株式会社イトーヨーカ堂が取っている地域貢献手法の一環で

あり、店舗ごとに地域貢献担当窓口を設置、その電話番号を公開

している。地域小型店から直接大型店にアクセスできるようにな

るという利点があり、また必要なコストが多くないといった点が

特徴である。 

H.地域電子マネーサービスの確立 

 銚子市ではイオンリテール株式会社の協力のもと、同社によっ

て発行されている電子マネーサービス「ワオン」を市内の加盟店

でも利用可能にしている。地域小型店に対して、初期投資に多く

の費用がかかり地域だけでは導入しづらい電子マネーサービス

を提供している点、大型店でも利用可能な電子マネーであるため

大型店利用者を地域小型店にも還元できる点、地域事業に直接的

に援助できる点などにおいて、地域貢献を行うことのできる手法

であるといえる。 

 

4各分類の取組に対する評価 

 以上の8つの取り組みに対しての、表1,2に記した団体・事業

者による評価をヒアリング調査によって明らかにした。 

AB.「商工会への加入と協議会参加」及び「商店会への加入」 

この項目についてはBeCOMを除いた7つ全ての団体に対して

質問を行った。一般に「商工会議所での協議会への参加」や、特

に「商店会への参加」があるほど、地域小型店側からの印象は良

好になるとの声がすべての地域で聞かれた。商店会への参加によ

って、人的・金銭的協力が得られやすくなり、交流の頻度も増え、

地域に対する親しい姿勢を強く感じるとのことであった。しかし

大型店の商店会への加入が形式的なものとなっている例も見ら

れ、その場合は上記のような影響は限定的であった。 

また、「商工会議所での協議会への参加」とは対照的に、「商工

会議所への加入」に関しては評価が低かった。これは、協議会に

は商店街活性化に関連するものも多いため大型店の協力的な姿

勢を地域小型店側は実感しやすく、また定例会などによって定期

的な交流も生まれるのに対し、単に商工会議所に加入するだけで

は交流が生まれるとは限らず、商工会への会費も直接的に商店会

の振興のために使われるわけではないという性質に起因するも

のと考えられる。 

C. 共同売り出し 

共同売り出しに出店した事業者のうち、参加によって大きな客

数及び売上増加の増加があったとしたのは精肉店及び米小売店

であり、この2店には「日常的に買う必要のある食料品を扱う」

といった共通点が見られた。この点が結果に影響を与えた可能性

として、他の業種と比較して利用者の需要が高いことが、結果を

出やすくする要因になった可能性を推測することができる。実際

に、二年連続で柏商業祭に出店していた事業者の業種ごとの比較

を行ったところ、食料品販売店は初年度に出店した12店舗のう

ちの8店舗と67%が翌年も出店を行っており、飲食店の26％や

その他の物販店の 38％という値より非常に大きい値となってお

り、この仮説を裏付ける一つの要素として考えることができる。 

大型店と積極的に共存したいとする姿勢に関しても、売出し当

日の売り上げやその後の変化に対する満足度が高かったとして

も共存したいとする状態に至るとは限らず、また「共同売り出し

を機に大型店の地域に対する姿勢を強く認識した」と答えた事業

者も、必ずしもその状態に至ってはいなかった。地域小型店の店

主ごとによる極めて主観的な項目であるためこれは妥当とも言

える結果である。 

D. 売り出し以外のイベントを共同で企画 

 イベント実施に伴う、大型店の地域小型店に対する意思表示や

企画調整のための交流頻度増加により、関係性の向上に一定の影

響は見られたものの、「これを機に大型店と積極的に共存したい

と思うようになった」という回答は得られなかった。また、イベ

ントへの参加者は一定数いるものの、それが地域小型店の売り上
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げや客数の向上には結びついていないということであった。 

E. 協賛・協力 

 茂原を除く全ての地域では、協賛及び協力のる大型店とそれ以

外では印象の差を感じるとは答えたものの、それによって「積極

的に共存したい」という姿勢を示すものではなかった。茂原の場

合は地域小型店に対する姿勢の差は強くは感じないとしている

が、これは、「地域テナントが入居している大型店が交際費のよ

うな感覚で協賛金等を出してくれている」(茂原市商店会連合会

によるヒアリングから抜粋)状態に起因するものであると考えら

れる。地域小型店にかかる人的・金銭的負荷を軽減するもので地

域小型店にとって有効な手法であることは間違いないが、商店会

への加入や協同取組の実施と比べると評価は低いようであった。 

G. 地域貢献担当窓口の設置 

 ヒアリングを行った中で(株)イトーヨーカドーが出店してい

る地域のうち、イトーヨーカドーによる地域貢献担当窓口の設置

を認識している地域はなく、設置をしたことで地域小型店にとっ

て接触しやすくなったことは事実であるものの、認知度の低さか

ら実質稼働していなという点が明らかになった。 

H. 地域電子マネーサービスの導入について 

 銚子市における本サービスの実施は、地域加盟店舗の売り上げ

の向上に直接的に寄与しているとは言えない現状であった。運営

主体である BeCOM によれば、目標とする月額利用金額に対し

て、現在の利用金額は大きく達しておらず、銚子市における商標

活動の活性化がもたらされているとは考えにくいとのことであ

った。また、出費としても、加盟の際には、設置費及び売り上げ

手数料の二種の経費が必要となるため、金銭的な余裕を加盟地域

小型店に与えるシステムには至っていないようである。 

 また、地域小型店の大型店に対する印象についても、上記のよ

うに現状では地域小型店の売上向上に資する手法ではないこと

から、地域小型店が大型店との共存の意思を強めるものではない

としていた。現在の加盟店の主な設置理由は、利用者に対して還

元されるポイントが地域事業に対する寄付としても利用できる

ことから、それによる地域貢献の推進を目的とするものである。 

 

5おわりに 

 本研究ではまず、地域貢献計画届出制度の運用実態は実施主体

からその内容まで地域ごとに様々であり、24 とおよそ半数の都

道府県で実施されていることを確認した。また特に千葉県におい

ては、大型店から提出された地域貢献計画書 210 件に記入され

ている取り組みのうち、地域小型店との共存・連携促進につなが

りうると考えられる取り組みは8種類に分類された。 

 続いて、分類したそれぞれの取り組みについて、地域小型店側

による評価をまとめた。結果、地域小型店が一定程度メリットを

感じているもの、変化を感じないもの、現時点では負担の増加に

つながっているものなどが混在しており、さらには「商工会への

加入」「商工会での協議会参加」「商店会への加入」のように、地

域貢献計画書内では同一項目内に並列に記載されているものの

中でも、地域小型店に与える影響は大きな差があることが分かっ

た。また、共同売り出しについては、日常的に買う必要のある食

料品を扱う店舗に対して売上及び客数増といった特に良い影響

を与えている傾向が見られ、またこれを含めた調査対象の半数の

店舗で、売り出し後に来客数が増加したとの声が確認された。こ

のように取り組み内容によってその影響の内容や大きさは様々

である一方で、現在届け出が行われている計画書は一見してそれ

が分からない形となっている。計画書の公表と同時に、取り組み

ごとの影響の事後調査を行いその評価も合せて公開することや、

影響の種類や大きさに応じて現在の地域貢献計画書における取

組のカテゴリーを編成し直すことで、より大型店の姿勢が鮮明に

見て取れる地域貢献計画書となると考えられ、また、それによっ

て地域貢献計画届出制度自体も浸透していく可能性がある。 

 また本研究ではヒアリングの対象を、主に複数の地域の商店会

連合会としているが、地域内でも地域小型店の立地や業種によっ

て受ける影響は異なるものと考えられ、店舗ごとに対する精度の

高い調査も重要であると考えられる。 
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脚注 

(1) 本研究でいう「大型店」とは、小売業（飲食店業を除くものとし、物

品加工修理業を含む。以下同じ）を行うための店舗の用に供される床面積

(これを店舗面積という)が1000㎡を超える店舗と定義し、「地域小型店」

については、上記の大型店の定義及び、「11店舗以上を展開もしくは年商

10 億円を超える小売業法人による実店舗」のいずれにも当てはまらない

店舗のことを指す。また、地域小型店を営む事業者を指して地域商業者と

している。 

(2) 2016年1月25日の時点で集計を行った。 

(3) 平成 19 年度商業統計調査のデータに基づき筆者が作成した。地域貢

献計画書の提出率は、分子を各地域の届出を行った店舗数とし、分母は各

地域内の大規模小売店舗数として計算を行った。 

(4) 割合については、千葉県庁HP「地域貢献計画書・取組実績報告書の提

出状況」より筆者が集計して算出。 
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