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北海道地域商業の活性化に関する条例の点検について

平成 2 9 年 ８月４日
経済部地域経済局中小企業課

１ 条例の点検の基本的な考え方
「北海道地域商業の活性化に関する条例」（平成24年３月30日条例第12号）では、「この
条例の施行の日から起算して５年を経過するごとに、社会経済情勢の変化等を勘案し、こ
の条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの」
と規定（附則第６項）しており、本年度がその実施年度となっている。
このため、「条例の見直しに係る基本方針について（平成20年７月１日総務部長決定）※」

に基づき、必要性や効果、適法性などの視点に沿って、本条例の点検を行う。

※基本方針
条例の施行状況等を勘案の上、条例の適時性が確保されるよう、「必要性」、「効果」、「基本

方針との適合性」、「適法性」、「規定の適正化」の視点を基本として、点検・見直しを行う。

２ 条例の概要
（１）権利義務：道民（事業者）に義務を課す条例

￮ 特定小売事業施設※
￮の新設の届出 特定小売事業施設新設届出の変更の届出

￮ ￮ ￮出店計画説明会の開催 工事着手の制限 地域貢献活動計画の提出
￮ ￮地域貢献計画説明会の開催 地域貢献活動計画の変更の届出
￮ ￮地域貢献活動実施状況の報告 特定小売事業施設撤退報告書の提出
￮ 罰則

※特定小売事業施設
店舗面積が6,000㎡超の小売事業施設をいう（条例第２条、規則第３条）

（２）政 策：道民生活に関わる政策に関する条例
￮ 地域商業の活性化に関し、基本理念を定め、道及び事業者等の責務、道民の役割
を明確化

￮ 道の施策の基本となる事項及び特定小売事業に係る手続等必要な事項を定め、施
策を推進

￮ 道民生活の持続的安定並びに地域経済及び地域社会の活性化を図る

３ 条例制定時（平成24年）における状況

社背 ￮ 景気の低迷や人口の減少傾向、少子高齢化の進行に伴う事業所数や販売額の
会景 減少、中心市街地の商業機能の低下等による空洞化
的等

￮ 高齢化の進行や消費者の購買意識の変化

￮ 地域商業は、地域経済及び地域におけるまちづくりの中核として、また、道
民の暮らしと消費生活を支える基盤であるとともに、地域コミュニティの場
として、地域活動の重要な役割を担っている。

条
￮ 地域商業を取り巻く環境の厳しさ、新たに対応すべき課題を踏まえ、状況の

例
変化に対応しうる地域商業としての変革が求められており、地域の実態に応

制
じた取組を強化し、地域商業の活性化を促していくことが必要。

定 ￮ 安定した道民の消費生活並びに活力ある地域経済及び地域社会を次代に引き
の 継いでいくため、地域商業の活性化に関する施策を総合的に推進し、地域商
必 業がこれまで担ってきた役割の維持強化を図ることが必要。
要
性

￮ このため条例の形式で規範を設けることとし、次の事項を規定。
・地域商業の活性化に関する基本理念
・道、事業者、小売事業施設設置者及び商工関係団体の責務と道民の役割
・道の施策の基本となる事項
・特定小売事業施設に関する手続

条目
￮ 地域商業、地域経済の活性化

例指
￮ 道民生活の安定

のす
￮ 地域コミュニティの活性化姿

資料１
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４ 条例に基づく手続関係の実施状況 ・・・ 別紙１
(H29.７月末現在）

内 容 等 実施状況等

特定小売事業施設新設の届出（第18条） １６施設

特定小売事業施設変更の届出等（第19条） ・届出事項の変更届 ３施設
・新設の中止の届出 －

出店計画説明会の開催（第20条） １６施設

新設等の届出に係る市町村の長の意見等（第21条） ３施設

新設等の届出に係る知事の意見等（第22条） －

勧告及び公表（第23条） －

地域貢献活動計画の提出（第25条） ２３２施設
(撤退３、廃止２含む)

地域貢献計画説明会の開催（第27条） １６施設

地域貢献活動計画に係る市町村の長の意見等 ４施設
（第28条）

地域貢献活動計画に係る知事の意見等（第29条） －

地域貢献活動計画の変更の届出（第30条） ７３施設

地域貢献活動実施状況の報告（第32条） ２１７施設

特定小売事業施設撤退報告書の提出（第34条） ３施設

罰則（第38条） －

５ 条例に基づく施策の実施状況 ・・・ 別紙２

内 容 等 実施状況等（主なもの）

取組指針の策定（第9条） 「北海道地域商業活性化方策」を策定（H24.8.31公表）

地域貢献活動指針の策定
「北海道地域貢献活動指針」を策定（H24.8.31公表）（第10条）

￮市町村に対する支援 地域商業活性化総合対策事業
（第11条） ・地域連携活性化モデル事業（H24～H26）

地域関係者の取組の促進 ・連携力向上サポート事業（H26～H28）
（第12条）

￮調査研究の推進（第13条） 地域連携型ビジネスモデル創出事業（H24）
￮ 商店街担い手人材育成支援モデル事業（H26）
￮情報の提供 （第14条） 地域小売業雇用拡大・人材育成モデル普及促進事業

（H26）
￮推進体制の整備（第16条） ふるさと商店街元気再生支援事業（H27）
￮ 空き店舗を活用したコミュニティビジネス創出加速事

財政上の措置 （第17条） 業（H28～H29）

￮ 地域商業活性化に関する取組事例集（H26.3）
￮ 北海道内での買い物弱者対策及び流通対策の取組事例

優良事例の公表等（第15条） 集（H27.3）
￮ 商店街空き店舗等活用事例集（H28.3）
￮ 北海道地域貢献活動事例集（H29.3）
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６ 点検 ・・・ 別紙３

見直しの視点 考 え 方

（条例の適時性）
￮ 条例制定時に課題としていた「事業所数や販売額の減少」、「中心市
街地の空洞化」などについては、更なる人口減少や少子高齢化の進
展により、現在も課題となっている。

￮ 地域商業は、地域の経済及びまちづくりの中核として、また、道民
の暮らしと消費活動を支える基盤であるとともに、地域コミュニテ
ィの場としての重要な役割を担っており、課題への対応を促し、そ

必 要 性 の活性化を図ることが必要。

（条例による対応の必要性）
￮ 地域商業の活性化は、地域における事業者、小売事業施設設置者、
商工関係団体及び道民の創意や主体性が発揮され、地域の実態に応
じた取組により推進されなければならないため、関係者が共通の目
的や理念の下、それぞれの責務や役割を理解して取り組むことがで
きるよう、引き続き、条例の形式で規範を設ける必要がある。

（道が対応する必要性）
￮ 地域商業を活性化させるためには、各市町村や事業者、商工関係団
体に加え、国、道民との緊密な連携の下で、総合的な施策を推進す
るとともに、取組を全道に波及させる必要がある。

（新設届出による効果）
￮ 特定小売事業施設を新設する者からの新設の届出や出店計画説明会
の開催により、立地市町村等に対して出店情報を事前に周知すると
ともに、中心市街地の活性化等の見地から意見を述べる機会を設け
ることで、地域の活性化及びまちづくりに関する計画との整合性の
確保が図られている。
なお、新設等の不届や虚偽の届出は見られなかった。

（地域貢献活動計画の提出による効果）
￮ 特定小売事業施設から届出のあった地域貢献活動計画の通知と地域
貢献計画説明会の開催により、立地市町村等に対しては計画を事前
に周知するとともに、中心市街地の活性化等の見地から意見を述べ

条例の効果 る機会を設けることで、地域の実態に応じた計画の策定を促すとと
もに、報告のあった活動の実施状況を公表し、周知を図ることによ
り、地域貢献活動の拡大を誘導した。

（施策による効果）
￮ 地域における急速な人口減少や少子高齢化の進展により、地域商業
を取り巻く環境は非常に厳しい状況にあるが、道はもとより、国や
市町村の施策を活用しながら、地域商業の縮小を止めるよう、商店
街等において、条例に基づき策定した地域商業活性化方策の商業活
性化の展開方策に則したさまざまな取組が進められている。

（優良事例の公表による効果）
￮ 事例集の発行などを通じて地域商業の活性化に関する優れた取組を
周知することにより、他の地域での商業活性化の取組の拡がりを誘
導している。

￮ 本条例の内容は、「北海道総合計画」の政策体系「中小・小規模企
道の基本方針 業の振興や地域商業の活力再生－住民の暮らしを支える地域商業の
との適合性 活性化」に適合しており、条例に基づき策定した「北海道地域商業

活性化方策」は、道の特定分野別計画に位置づけられている。

￮ 関連法（都市計画法、大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法、
適法性及び 独占禁止法）に抵触する内容はなく、また、経年に伴う不適切な表
規定の適正化 現や規定の運用にあたり疑義が生じなかったことから、改正を要す

る事項はない。

￮ 条例の見直しの視点に沿って点検を行った結果、現行条例の目的や
点検の結果 基本理念、各規定は概ね妥当であり、本条例を現行どおり維持する

ことが適当である。



　１ 特定小売事業施設に関する手続

条例に基づく手続関係の実施状況
  　特定小売事業施設を新設する者からの新設等の届出、地域貢献活動計画等の届出、出店計
　画説明会の開催等の手続を規定。

(1) 新設の届出に関する流れ

(2) 地域貢献活動計画に関する流れ

別紙１
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※参考（特定小売事業施設の届出及び地域貢献活動の状況）
　平成24年10月の条例施行から、これまでに特定小売事業施設の新設の届出は16件あり、条例
施行前に設置されている既存の施設を含めると、条例の対象となる特定小売事業施設数は227施
設となっている。

空知 石狩 後志 胆振 日高 渡島 上川 留萌 宗谷 オホーツク 十勝 釧路 根室 計

既設 6 98 4 14 2 16 28 1 2 11 14 12 3 211

新設 2 4 1 4 0 1 3 0 0 0 1 0 0 16

計 8 102 5 18 2 17 31 1 2 11 15 12 3 227
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◯商店街担い手人材育成支援モデル（雇用交付金）

条例に基づく施策の実施状況

計

48,000

21,210

15,705

◯地域小売業雇用拡大・人材育成モデル普及促進事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（雇用交付金）

35,241

年度 予算額(千円)事　　業　　名

◯地域商業活性化総合対策事業費

◯商業振興対策費（商店街振興対策費補助金）

◯地域連携型ビジネスモデル創出事業（雇用交付金）

29

◯商業振興対策費（商店街振興対策費補助金） 20,702

◯空き店舗を活用したコミュニティビジネス創出加速事業
4,443

（地方創生推進交付金）

29,163

28

◯地域商業活性化総合対策事業費

（地方創生推進交付金）
7,506

84,915

24

25

◯地域商業活性化総合対策事業費 41,284

◯商業振興対策費（商店街振興対策費補助金） 20,882

◯地域ふれあいプレミアム付き商品券発行促進事業 1,604,122

計 62,166

26

◯地域商業活性化総合対策事業費 9,826

◯商業振興対策費（商店街振興対策費補助金） 20,702

計 81,405

15,636

27

◯地域商業活性化総合対策事業費 3,896

◯商業振興対策費（商店街振興対策費補助金） 20,702

◯ふるさと商店街元気再生支援事業 4,565

計

3,103

◯商業振興対策費（商店街振興対策費補助金） 20,702

◯空き店舗を活用したコミュニティビジネス創出加速事業

計 31,311

◯地域ふれあいプレミアム付き商品券追加発行促進事業 1,076,255

計 2,680,377

計 25,145

合　　　計 314,105

＜参考＞ 平成27年度（地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金
　　　　 （地域消費喚起・生活支援型）

27

１ 北海道地域商業の活性化に関する条例に基づく予算の状況(H24～H29)

別紙２
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(1)地域商業活性化総合対策事業による支援実績

　＜地域連携活性化モデル事業＞（H24～H26）

＜連携力向上サポート事業＞（H26～H28）
  地域商業の課題を解決するための人材の発掘・育成や実施体制の構築、国の支援制度の活
用に向けた活性化計画の策定の取組などに対して支援（市町村間接補助）

補助事業者 テーマ

新十津川町商工会（新十津川町） マルチギャラリーを活用したにぎわいの創出（Ｈ２４～Ｈ２５）

美唄市商店街連絡協議会（美唄市）
無料買い物送迎バスの拡大運行による商店街利用促進
（Ｈ２４～Ｈ２５）

    商工団体、道民、事業者その他団体などの関係者が一体となって地域の実態に応じた取組
  を誘導していくためのモデル事業に対して支援

和寒町商工会（和寒町）
軽トラ市・ご用聞き隊実施による新たな需要の創出
（Ｈ２４～Ｈ２５）

山部まちおこしネットワーク（富良野市）
廃業したドライブイン（活動拠点）を活用した地域の活性化
（Ｈ２４～Ｈ２５）

留萌市商店街振興組合連合会（留萌市） 空き店舗等を活用した新たな交流拠点の検討（Ｈ２４）

大麻銀座商店街振興組合（江別市） 大学生の若い力と地域の連携による集客力・販売力の向上（Ｈ２４）

中央町商店街やさしさ事業コンソーシアム コミュニティサロンを活用した買い物弱者にさせない商店街づくり

（室蘭市） （Ｈ２４～Ｈ２５）

くしろ北大通ﾃﾝﾄ市実行委員会（釧路市） くしろ北大通テント市の継続実施に向けた取組の拡充（Ｈ２４）

別海町内飲食業の業態維持に寄与する加工及び
流通計画策定事業コンソーシアム（別海町）

地場産食材を活用した商品開発や流通計画策定事業など（Ｈ２５）

積丹町商工会 地場特産品や商店街情報の発信のためのアンテナショップの展開

北見市商店街振興組合連合会（北見市）
「まちんなか市民ギャラリー」による地域コミュニティ機能強化
（Ｈ２４）

地域商業活性化事業総合対策事業 地元食材を活用した新商品開発による商店街のにぎわいづくり
（Ｈ２４）コンソーシアム（帯広市）

大樹町商工会（大樹町） 高齢化社会に向けた買い物支援事業の検討（Ｈ２４）

浦河町中心市街地活性化協議会 コミュニティ機能強化による商店街の再生を目的とした、魅力的な商店
づくりのため中心市街地活性化計画を策定（Ｈ２６）（浦河町）

まちなかランチ会、 ワンコインランチ事業の実証実験の実施や滝川市の外客誘致に向けた
「職人マップ」の作成（Ｈ２６）たきかわ職人支援研究会（滝川市）

（積丹町） （Ｈ２５～Ｈ２６）

芽室町商工会（芽室町）
にぎわい創出に向けた空き店舗活用事業の検討（Ｈ２５）

補助事業者 事業概要

留萌市商店街振興組合連合会 大学との連携による、地域商店街の現状分析、課題把握・課題解決、将
来像構築に向けたワークショップの実施（Ｈ２７）（留萌市）

恵み野商店会 商店街活性化計画に基づき花壇整備を行い、相乗効果の高いイベント等
を実施するため、連携体制の再構築を図る（Ｈ２８）（恵庭市）

新冠町商工会
空き店舗を活用し、賑わいを創出している先進地調査や勉強会を開催
し、関係者との連携促進や問題意識の共有を図る
（Ｈ２８）

（新冠町）

食にこだわったまちづくり市民推進会議
（美唄市）

商店街を含めた複数の事業者が連携して開発するパッケージ商品につい
て、市場ニーズや採算性を検証（Ｈ２７）

上富良野町商工会 消費動向ニーズ調査、商業者意向調査、先進事例調査を実施し、商業活
性化に向けた方向性を検討（Ｈ２７）（上富良野町）

恵み野商店会 花壇整備による商店街活性化計画を策定し、新たな地域コミュニティの
場の創出による地域の賑わいを創出（Ｈ２７）（恵庭市）

２ 各予算事業の内容（商店街組織強化のための指導事業である商業振興対策事業を除く）
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(2)地域連携型ビジネスモデル創出による支援実績（Ｈ24）

(3)商店街担い手人材育成支援モデル事業による支援実績（Ｈ26）

(4)地域小売業雇用拡大・人材育成モデル普及促進事業による支援実績（Ｈ26）

①　若者、女性、高齢者等といった多様な人材の育成（Off-JT、OJT）

②　正職員転用促進に向けた研修実施

③　女性登用推進に向けた研修実施

(5)ふるさと商店街元気再生支援事業に基づく支援実績（Ｈ27）

※事業実施市町村　　①　芦別市　　②　白老町　　③　池田町

   地域商店街の課題を把握・分析し、市町村のまちづくり計画や地方版総合戦略とも整合性
 を図りながら、実効性のある地域商業活性化に向けた、商店街の元気再生に取り組む意欲的
 な市町村等の取組方策の策定を支援

   小売業における若者、女性、高齢者等の雇用拡大や非正規職員の正社員化、女性職員の管
 理職登用へ向けた知識・スキルアップを図る取組をモデル的に実施することにより、小売業
 における人材の育成や成果を広く普及啓発し、民間における自主的な取組を促進

   地域の商店街の大きな課題になっている商店街活動を担う人材不足対策として、若者や女
 性、高齢者などに対して、実地訓練や座学研修などを実施することで、商店街活性化の取組
 を専門的に担い、牽引役となる人材を育成し、商店街活性化の取組を促進

   地域が抱える様々な課題の解決に向けた産業テーマを見出しこれを事業化（地域密着型産
 業）に結びつけるための新たなビジネスモデルを可能にする連携事業体制づくりのモデルを
 形成し、そのモデルを普及することにより地域経済の活性化を促進

補助事業者 事業概要

中心商店街活性化検討会議　　（雄武町） 消費者・商店街・行政の協働による地域将来像の策定

３丁目広場運営研究会　　　　（清水町） 空き店舗活用型多機能施設の運営について

寿都商工会グループ　　　　　（寿都町） お買い物配達支援ネットワーク事業に関する研究

高齢者生活支援事業検討協議会（豊浦町） 高齢者生活支援に伴う事業化の検討と協議

まちづくり研究会　　　　　（幌加内町） 産業の育成及び地域活性化

※実習先商店街
　 ①　旭川市商店街振興組合連合会　　②　伊達市商店会連合会　　③　室蘭市商店街振興組合連合会
　 ④　函館都心商店街振興組合　　⑤　釧路第一商店街振興組合　　⑥　帯広市商店街振興組合連合会
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(6)空き店舗を活用したコミュニティビジネス創出加速事業による支援実績（Ｈ28）

   人口減少社会を視野に入れた地域商業の活性化に向け、コミュニティビジネス創出に向けた
 検討とともに、空き店舗を活用したコミュニティ拠点づくりの取組を支援（地方創生推進交付
 金を活用）

補助事業者 テーマ 事業概要

木古内町
木古内町観光案内所

整備事業

《コミュニティ機能強化に関する事業》

・新幹線木古内駅から道の駅への歩行者動線上にあ
る、「道南いさりび鉄道」木古内駅内に観光案内所
を開設することで、鉄道利用者の駅周辺エリアへの
回遊を促し、地域商店街の賑わいを創出する。

大町商店会
（室蘭市）

大町チャレンジショップ・
コミュニティ強化事業

《不足業種をチャレンジショップ事業で実施し、

　店舗増へ》

・地場産品を提供する一坪ショップを併設した、カ
フェ・ギャラリーを開設するとともに、隣接する空
き店舗に不足業種を中心としたチャレンジショップ
を開設することにより、地域商店街の魅力向上を図
る。

(株)will Be
（札幌市）

女性のためのレンタルサロン
ippo札幌事業

《コミュニティ機能強化に関する事業》

・女性のためのレンタルサロンを開設し、女性が集
い学べる場を提供することによって、女性の社会進
出を後押しするとともに、中心市街地の賑わいの創
出に寄与する。

新得町商工会
（新得町）

新得駅前再整備活性化
～ まちづくり推進事業

《コミュニティ機能強化に関する事業》

・駅構内に多世代の町内外者が交流・情報発信でき
る「コミュ二ティ＆アンテナショップ」を開設し、
駅前のにぎわい創出と来街者創出を図る。

フロンティア(同)
（新冠町）

新冠町コミュニティ拠点
整備事業

《コミュニティ機能強化に関する事業》

・多世代が交流するコミュニティ機能と、観光客な
ど地域外の方々に新冠の魅力を発信する機能を両立
した店舗を開設し、中心市街地での回遊性を高め、
コミュニティ機能強化とまちなかの賑わい創出を図
る。

帯広電信通り
商店街振興組合

（帯広市）

お年寄り・障がいのある方と
多様な世代との交流・協働拠点

整備事業

《多様な主体との連携に関する事業》

・コーヒーロースタリを核とした、多様な世代の交
流の場をつくり、障がい者の就労支援や若者の創業
支援を行うことにより、多様な主体同士の結びつき
の強まりによる、商店街のにぎわいを創出する。
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(1)商店街の活性化に向けて(地域商業活性化に関する取組事例集)（平成26年３月発行）
　  道の商業施策事業を活用した、各地域のモデル事例を紹介

施設・取組の名称 取組内容 実施主体

商学連携等による大麻銀座商店街活性化
事業

大学生の若い力と地域の連携による集客
力・販売力の向上

大麻銀座商店街（江別市）

買い物弱者にさせない商店街づくり計画
ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾛﾝを活用した地域に根ざしたや
さしい商店街の創造

中央商店街やさしさ事業ｺﾝｿｰｼｱﾑ
（室蘭市）

新十津川町中央地域商業活性化総合対策
事業

マルチギャラリーを活用したにぎわいの
創出

新十津川町商工会

美唄市商店街活性化支援事業
無料買い物送迎バスの拡大運行による商
店街利用促進

美唄市商店街連絡協議会

商業活性化賑わい創出事業
空き店舗を活用した新たな交流拠点の検
討

留萌市商店街振興組合連合会

｢まちんなか市民ｷﾞｬﾗﾘｰ｣による地域ｺﾐｭﾆ
ﾃｨ機能強化事業

エコの取組や情報発信などｺﾐｭﾆﾃｨ施設の
機能強化の検討

北見市商店街振興組合連合会

和寒いきいきチャレンジプロジェクト
軽トラ市・ご用聞き隊実施による新たな
需要の創出

和寒町商工会

山部まちおこし事業
ドライブイン（活動拠点）を活用した地
域の活性化

NPO法人山部まちおこしネットワーク（富
良野市）

くしろ北大通テント市 テント市の継続実施に向けた取組の拡充
くしろ北大通テント市実行委員会
（釧路市）

お買い物配達支援ネットワーク事業に関
する研究

利用対象者や取扱店の拡大、支払い方法
等のサービス拡充を実現するための手法
の研究

寿都商工会グループ（寿都町）

高齢者と協働・共生する商店街づくり事
業

地元食材を活用した新商品開発による商
店街の賑わいづくり

地域商業活性化総合対策事業コンソーシ
アム（帯広市）

買い物支援調査事業
高齢化社会に向けた買い物支援事業の検
討

大樹町商工会

消費者・商店街・行政の協働による地域
将来像の策定

消費者・商店街・行政が同じ目線に立
ち、地域ビジョンを構築

中心市街地活性化検討会議（雄武町）

空き店舗活用型多機能施設の運営
実験店舗「３丁目広場」の事業を継続す
る組織の確立と自立運営の方策を見出
す。

３丁目広場運営研究会（清水町）

高齢者生活支援に伴う事業化の検討と協
議

高齢者と直接接している各団体の意見等
を聞き、保健福祉行政を踏まえた事業化
ビジョンの作成

豊浦町高齢者生活支援事業検討協議会

産業の育成及び地域活性化
幌加内町全体のブランド力を高め、活力
ある地域をつくる

幌加内町まちづくり研究会

３ 優良事例の公表（優良事例集の発行）
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(2)北海道内での買い物弱者対策及び流通対策の取組事例集（平成27年３月発行）

出前商店街
町の商店が月３回、会場に商品を持ち寄
り、対面販売を実施

標茶町商工会

「どこでもカウモン号」
中心市街地や茶志骨地区など６地区を回
る移動販売車

標津町商工会

　　道内各地の買い物弱者対策や流通対策の取組を、「移動販売、宅配、朝市、買い物代
　行、交通支援、流通対策」の分類で紹介

施設・取組の名称 取組内容 実施主体

「おまかせ便カケル」
地方を中心に食料品など生活必需品を届
ける移動スーパー

生活協同組合コープさっぽろ
（全道エリア）

買い物支援事業
サポーターが利用者宅を訪問、注文を聞
き取り、地元商店が配達

鷹栖町

「宅愛サービスふれあい便の会」
高齢者や障がい者に商品宅配サービスや
住まいのサポート等を行う

枝幸町商工会

「セブンミール」
地域における小売事業者の立場から買い
物や食生活をサポート

(株)セブン－イレブン・ジャパン

「おなじみ屋」
電話や来店により注文された商品を無料
で配達

浦河町中心市街地活性化協議会

デジタルタッチペンを活用した買い物代
行

独居高齢者や障がい者のいる世帯への買
い物支援、安否確認等

黒松内町

「まちなか元気バス」
無料シャトルバスの運行による買い物弱
者支援、客離れ防止

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰｺｱﾋﾞﾊﾞｲ

「スマッピー宅配・便利サービス」
ｽﾀｯﾌが町内商店から商品を取り寄せ、高
齢者や障がい者の自宅まで配達

合同会社びほろ宅配・便利サービスプロ
ジェクト

「いしやま朝市」
商店街振興組合中心の実行委員会がﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱや地域の協力を受け運営

いしやま朝市実行委員会

無料循環買い物バス
週に2回(平日)1日1便、中心市街地を巡
る無料循環買い物バスを運行

江差町

買い物送迎及び宅送 商店街店舗への送迎及び宅送サービス 留萌市神社下商店街振興組合

「安平町デマンドバス」
商工会が事業主体で、ハイヤー会社２社
に運行業務委託、町は車を無償貸与

安平町

買い物送迎
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱが送迎。会館で交流後、利用者
のニーズに合わせ買い物をする

地域支援グループくりの木

地域への食料品流通
遠隔地の小売店等の利便性と地域への食
料品の安定供給確保のため集配センター
を設置

帯広地方卸売市場

町内飲食店への地場食材の流通改善 地域食材の流通環境改善の取組 別海ｼﾞｬﾝﾎﾞｸﾞﾙﾒ地域活性化協議会

「あしバス」
町が主体となり、ﾜｺﾞﾝ車をﾀｸｼｰ会社に貸
与し、運行管理業務を委託

足寄町

地域での書店開設と書籍流通
市民ｸﾞﾙｰﾌﾟが関係機関と連携して書店を
誘致、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとして運営協力

（株）三省堂書店
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(3)商店街空き店舗等活用事例集（平成28年３月発行）

地域交信カフェ「Three Café」
東海大学生による「地域住民の交流」と
「地域の魅力」を発信するカフェ～

石山商店街振興組合等（札幌市南区）

皐月蔵チャミセ
いにしえ街道に地域住民の活動・交流拠
点オープン

江差歴まち商店街協同組合（江差町）

　　道内のモデル的な空き店舗・空き地の活用事例を「地域コミュニティの場づくり、
　子ども、障がい者、高齢者等との共生、住民、観光客への利便性向上」の分類で紹介

施設・取組の名称 取組内容 実施主体

「プラザ深川」
多くの深川市民に愛される地域交流施設
の運営

深川市商店街振興組合連合会（深川市）

まちなかサロン恋問
市民が自由に利用できる「憩いの場
所」、「土曜市」の開催

根室市中心市街地活性化推進協議会
（根室市）

麻生キッチンりあん
藤女子大学生等とのコラボレーションに
よる学習支援・食育活動の展開

麻生商店街振興組合等（札幌市北区）

ふれあいサロン　ほっとな～る
多世代が訪れる商店街を目指し、室蘭工
大や医師会等とのコラボレーション

中島商店会コンソーシアム（室蘭市）

まちなか縁側プロジェクト
賑わい創出に向け、空き店舗を町民に無
料開放

芽室町商店会連合会（芽室町）

小樽堺町通り観光案内所
「小樽のおもてなし」が出来るよう商店
街に観光案内所をオープン

小樽堺町通り商店街振興組合（小樽市）

「るもいプラザ」
賑わい創出を目指して複数店舗の誘致、
チャレンジショップの設置

留萌商店街振興組合連合会（留萌市）

コミュニティ施設「にこぴあ」
子どもから子育て世代、高齢者などが利
用する世代間交流施設の誕生

発寒北商店街振興組合（札幌市西区）

帯広電信通り商店街振興組合
高齢者・障がい者と協働・共生する商店
街づくり

帯広電信通り商店街振興組合（帯広市）

「ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ☆ぷらっと」
安全・安心な生活環境づくりのため、不
足業種を補完した複合施設をオープン

陸別町商工会（陸別町）

「釧路まちなかｺﾝｼｪﾙｼﾞｭくるる」
地元産品にこだわったメニューを提供す
るコミュニティカフェ

くしろ北大通商店街振興組合（釧路市）

利尻　島の駅「海藻の里・利尻」 利尻島が有している地域資源の魅力発信
ＮＰＯ法人利尻ふる里・島づくりセン
ター（利尻町）

「ぷらっと。てついち」＆「テクノアゴ
ラ」

市民参加のまちづくりを目ざし、鉄のま
ちに複合商業施設、室蘭工業大学ｻﾃﾗｲﾄ
ｷｬﾝﾊﾟｽを実現

輪西商店街振興組合等（室蘭市）
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(4)北海道地域貢献活動事例集（平成29年３月発行）

まちづくり会社 株式会社でんしん

市民グループと連携した地域密着型書店の取組 留萌ブックセンターby三省堂書店

食文化の発信や食育など「人」と「食」をつなぐ取組 生活協同組合コープさっぽろ

　　道内の事業者、条例に基づく特定小売事業施設設置者、商工関係団体によるモデル的な
　地域貢献活動の事例を様々な形の「連携」に着目し紹介

取組内容 実施主体

事業者

ＴＭＯまちづくり会社等による中心市街地活性化の取組 ふらのまちづくり株式会社

特定小売事業施設

旭川市との包括連携協定や交通対策関係者など行政機関
との連携

管内の特産品に着目した広域連携の誘客イベントの取組 後志管内商工会青年部連合会

空き缶回収による障がい者支援ＮＰＯ法人との連携 留萌市商店街振興組合連合会

地域の女性ユニットによる商店街の活性化に向けた取組 商店街振興組合　名よせ通り

地域コミュニティの中心になっている商店街の取組 旭川銀座商店街振興組合

地域の教育支援を盛り込んだポイントカードの取組 別海町商工業振興協同組合

商工関係団体

商店街の組合員事業者が地域の住民の困りごとを解決す
る取組

発寒北商店街振興組合

大学やＮＰＯ法人との連携による「こども食堂」などの
取組

麻生商店街振興組合

大学の「地（知）の拠点整備事業」と連携した「まちラ
ボ」の取組

稚内中央商店街振興組合

自治体との連携協定など地場産品の消費拡大に向けた連
携

イトーヨーカドー釧路店・函館店

地域の商工関係団体、農業法人、行政との食や買物弱者
など幅広い分野の連携

藤丸百貨店

環境保全の取組や就業体験など地域の学校、ＮＰＯ法人
との連携

東武サウスヒルズ

地域団体と連携した商品開発や情報発信 国稀酒造株式会社

イオンモール旭川駅前

空間づくりや多彩なイベントなど地域コミュニティとの
連携

函館蔦屋書店

高齢者や障がい者と協働・共生する地域商業活性化の取
組
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出典：商業統計（H24 経済センサス）

単位：人

単位：億円

(3)道内商店街数の推移（北海道）

単位：人

１ 商業の現状

(2)人口の推移、65歳以上の人口割合

別紙３点検

出典：国勢調査

(1)道内小売業・卸売業の事業所数、従業者数、年間商品販売額の推移

出典：商店街実態調査報告書(北海道)

※法人化された商店街のみ

(任意の商店会等は除く)
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 (1)改正法の概要
    中心市街地への来訪者や就業者、小売業の売上高を相当程度増加させるなどの効果が高
　い民間プロジェクトを経済産業大臣が認定する制度を創設し、地元の協議会や市町村が立
　地を望む大規模小売店舗については、大店立地法に基づく新設等の届け出不要とする。

 (2)条例改正の概要
　　改正法を踏まえ、条例第18条第５項（適用除外）に規定する同条第1項（新設の届出）の
　適用を除外する特定小売事業施設として、「中心市街地の活性化に関する法律第58条第１項
　に規定する認定特例大規模小売店舗」を追加。
　　併せて、改正法により変更となる条項名を改正（条例第18条第５項本文中の中心市街地活
　性化に関する法律「第36条第１項」を「第37条第１項」に、「第55条第１項」を「第65条第
　１項」に改正）。

 (3)条例施行月日
　　平成27年４月１日

※空き店舗率＝
　 空き店舗数/
　　　　　（営業店舗数＋空き店舗数）
出典：商店街実態調査報告書(北海道)

　 引用法令である「中心市街地の活性化に関する法律」の一部改正（以下「改正法」とい
 う。）に伴い、条例の関連条文を改正。

年度 H20 H22 H24 H26 H28

変わらない
＋ 増加 (%)

27.3 23.4 23.4 30.4 28.0
 出典：商店街実態調査報告書（北海道）

(4)空き店舗率（北海道）

(5)来街者数（北海道）

２ 条例の改正経緯
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 (1)市町村アンケート
　   ア　実施期間　平成29年１～２月
　　 イ　調査対象　全道179市町村
　　 ウ　調査内容　条例の評価

 (2)商工団体ヒアリング
　　 ア　実施期間　平成29年１～２月
　   イ　訪 問 先　北海道商工会議所連合会　北海道商工会連合会　

 　　 北海道中小企業団体中央会　北海道中小企業家同友会
      北海道商店街振興組合連合会

　　 ウ　調査内容　条例の評価

 (3)地域ヒアリング
　　 ア　実施期間　平成29年５～６月
　　 イ　訪  問 先　30市町村　３商工団体　７商店街等（31市町村）
　　 ウ　ヒアリング内容　条例の評価（主なもの）

　  ・地域商業の活性化のみならず、まちづくりの視点もあり評価する
　  ・事業者の責務として、地域貢献活動を規定したことについて評価する
    ・条例の必要性は認識している
    ・大型店が無（少な）いことから、条例の効果を評価できない
    ・事例がほとんど無く、具体的な効果が判断できない
    ・地域への協力、協定締結を義務化するべき
    ・制度の実効性が問題

回答
評価する

どちらともいえない

回答
評価する

どちらともいえない
評価しない
わからない

回答数 比率(%)
82 45.8

59 33.0

1 0.6

37 20.7

回答数
2

3

３ 市町村及び商工団体からの意見聴取
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