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◆滋賀県商業の推移（飲食店を除く）（図４－１－１）

　平成26年７月１日現在で実施された「経済センサス－基礎調査」および「商業統
計調査」の両調査結果から本県の商業の概要をみると以下のようになる。

第４章　滋賀県の商業
１．概要

　　商店数　　　　　　 13,669店（前回比 1.1％増加）
　　従業者数　　　　　107,649人（　〃 　 2.4％増加）
　　年間販売額 　　2兆3,339億円（　〃 　 7.8％増加）
　商業統計は昭和27年から始まり、商店数は37年と43年に微減しただけで、一貫し
て増え続けてきたが、昭和60年に商店数がマイナス4.2％と初めて大幅に減少した。
その後、商店数は、小幅の増減に留まっていたが、平成11年の調査を最後に減少が
続いており、平成14年の調査ではマイナス8.0％、平成19年調査でマイナス8.5％と大
幅に減少していたが、平成26年調査においては1.1％増加した。
　従業者数は、商店数の減少にも関わらず増加傾向にあったものが、平成14年の調
査で初めて減少に転じ、以降の調査でも減少が続いていたが、平成24年に2.0％の増
加に転じ、平成26年調査においては2.4％増加した。
　年間販売額は、平成14年の調査でマイナス13.5％と大幅に減少し、平成16年調
査、平成19年調査では微減、平成24年にマイナス14.0％と大幅に減少したが、平成
26年調査においては7.8％増加した。　　　
　なお、商業統計調査の平成24年の数値は「平成24年経済センサス－活動調査」の
数値である。平成24年以降の調査は、平成19年までの調査とは一部調査手法が異な
るため、単純に増減の比較はできない。　　　　　　　　　　　（図４－１－１）
 
注　図４－１－５および（４）の数値は、集計に含まれない事業所があるため、図
　　４－１－１の平成26年の数値とは合致しない。

（1）商店数・従業者数・年間販売額の推移 

資料：経済産業省｢平成26年商業統計調査｣
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　商業が本県産業に占める割合は、商店数（事業所数）で34.0％、従業者数26.4％、県
内総生産（飲食店を除く）が7.3％となっている。                     　　　　　　　
　卸売業と小売業の業種別でみると、商店数および従業者数で、小売業の割合が高
く、年間販売額でも小売業の割合が卸売業を上回っている。なお、本県の卸売・小売
業の商店数、従業者数、年間販売額を全国と比較すると、小売業の割合が高く、卸売
業の占める割合が低いものとなっている。　　　　　　　　　 （図４－１－２,３,４）

◆商業が県内事業所に占める割合（図４－１－２）

資料：総務省「平成26年経済センサス-基礎調査」

（2）本県産業に占める割合
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◆商業が県内総生産に占める割合（図４－１－４）

◆商業が県内従業者に占める割合（図４－１－３）

資料：総務省「平成26年経済センサス-基礎調査」

資料：県統計課「滋賀県民経済計算年報｣
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　商店数、従業員数、年間販売額の地域別構成比をみると、湖南地域（大津市を含
む）に全商店の39.5％、従業員の45.9％、年間販売額の54.0％が集中している。
　湖南地域では、平成24年の調査と比べて、商店数の構成比が0.2％増加したが、従業
者数、年間販売額の構成比はそれぞれ0.1％、0.2％減少した。
　１商店当たりの販売額では、湖南地域とその他の地域との間には依然として相当の
格差がみられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （図４－１－５）

◆地域別商店数・従業者数、年間販売額（平成26年）（図４－１－５）

資料：経済産業省「平成26年商業統計調査」

（3）地域別動向

　規模別にみると、平成26年現在、本県の卸売・小売業（飲食業を除く）を営む中小
企業（ここでは卸売業については従業者数99人以下､小売業については同49人以下の
もの）は商店数9,936店で卸・小売業全体の中で98.2％を占め、年間販売額について
も、平成19年の商業統計調査では、2兆1408億円で、卸売・小売業全体の85.1％と高い
割合を占めており、地域経済や雇用安定に大きな役割を果たしている。
　また、経営組織別では、個人商店が4,158店で全体の41.1％、法人商店が5,960店で、
58.9％となり、法人商店が過半数を占めている。平成19年調査までは、個人商店が過
半数を占めていたが、平成24年調査で、初めて、法人商店数が個人商店数を超えた。

（4）規模別動向 



９６

◆卸売業の商店数・従業者数・年間販売額の推移(図４－２－１)

資料：経済産業省｢平成26年商業統計調査｣

　平成26年商業統計によれば、前回調査に比べて、商店数、従業者数、年間販売額
いずれも増加している。
　商店数は前回調査と比較すると90店（3.3％）増加し、2,831店となった。従業者数は
前回調査と比較すると1,125人（5.7％）増加し、21,011人となった。年間販売額は前回
調査と比較すると1,105億円（11.6％）増加し、1兆665億円となっている。　　　　

　なお、商業統計調査の平成24年の数値は「平成24年経済センサス－活動調査報
告」の数値である。平成24年以降の調査は、平成19年までの調査とは一部手法が異
なるため、単純に増減の比較はできない。　　　　　　　　　　 （図４－２－１ ）

注　⑵および⑶の各表における平成26年商業統計の数値は、集計に含まれていない
　　事業所があるため、それぞれの合計数と⑴の数値とは合致しない。

（1）商店数・従業者数・年間販売額の推移
２．卸売業
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　商店数を産業小分類別にみると、建築材料卸売業が252店で全体の12.8％を占め最も
多い。次いで、農畜産物・水産物卸売業203店（構成比10.3％）、食料・飲料卸売業198
店（同10.1％）、他に分類されない卸売業196店（同10.0％）、産業機械器具卸売業190店
（同9.7％）となっている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図４－２－２）

◆卸売業の産業分類別商店数（図４－２－２）

資料： 経済産業省「平成26年商業統計調査」

（2）産業分類別割合
　　①商店数
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◆卸売業の産業分類別従業者数（図４－２－３）

資料：経済産業省「平成26年商業統計調査」

　従業者数を産業小分類別にみると、農畜産物・水産物卸売業が1,939人（構成比
12.7％）で最も多く、次いで、建築材料卸売業1,720人（同11.3％）、食料・飲料卸売業
1,545人（同10.1％）、自動車卸売業1,435人（同9.4％）、他に分類されない卸売業1,413人
（同9.3％）となっている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （図４－２－３）

②従業者数
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　年間販売額を産業小分類別にみると、農畜産物・水産物卸売業が1,499億円（構成比
14.1％）で最も多い。次いで、電気機械器具卸売業が1,439億円（同13.5％）、医薬品・化
粧品等卸売業が1,326億円（同12.4%）となっている。　　　　　　　　（図４－２－４）

◆卸売業の産業分類別年間販売額（図４－２－４）

資料： 経済産業省「平成26年商業統計調査」

　　③年間販売額
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◆従業員規模別商店数（図４－２－５）

◆１商店あたりの従業者数
（図４－２－６）

◆1商店あたりの年間販売額
（図４－２－７）

◆従業者1人あたりの年間販売額
（図４－２－８）

資料：経済産業省「平成26年商業統計調査」

資料：経済産業省「平成26年商業統計調査」

　従業員規模別商店数をみると、従業員２人以下の事業所が、27.5％（542店）と最も
多く、全体的にみると９人以下の商店が、全体の78.6％（1,547店）を占める。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図４－２－５）

（3）規模別商店数

　本県の卸売業の販売効率を全国平均と比較すると、１商店あたりの従業者数は7.7
人（全国平均は10.5人）で全国平均を下回っており、１商店あたりの年間販売額542百
万円（全国平均は1,352百万円）、従業者１人あたりの年間販売額70百万円（全国平均
は129百万円）は全国平均の半分前後の水準となっている。 　（図４－２－６,７,８）

（4）販売効率
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　小売業を平成26年商業統計調査でみると、従業者数、売場面積、商店数および年
間販売額いずれも増加した。
　前回調査の平成24年と比較すると、商店数は59店（0.5％）増加し、10,838店となっ
た。従業者数は1,355人（0.9％）増加し、86,638人となった。年間販売額は、583億4千
万円（4.8％）増加し、１兆2,673億円となっている。また売場面積は、57,014㎡（3.3％）
増加し、1,807,537㎡となった。    
　なお、商業統計調査の平成24年の数値は「平成24年経済センサス－活動調査」の
数値である。平成24年以降の調査は、平成19年までの調査とは一部手法が異なるた
め、単純に増減の比較はできない。　　　　　　　　　　 　 　（図４－３－１ ）

注　⑵から⑷の各表における平成26年商業統計の数値は、集計に含まれない事業所があるた
　　め、それぞれの合計数と⑴の数値とは合致しない。

◆小売業の商店数・従業者数・年間販売額・売場面積の推移（図４－３－１）

資料：経済産業省｢平成26年商業統計調査｣

（1）商店数・従業者数・年間販売額・売場面積の推移
３．小売業



１０２

◆小売業の産業分類別商店数（図４－３－２）

◆小売業の産業分類別従業者数（図４－３－３）

資料：経済産業省｢平成26年商業統計調査｣

資料：経済産業省｢平成26年商業統計調査｣

（2）産業分類別割合
　　①商店数

　商店数を産業中分類別にみると、その他の小売業が3,038店（構成比37.0％）で最も
多く、次いで飲食料品小売業が2,267店（同27.6％）、機械器具小売業1,363店（同
16.6％）、織物・衣服・身の回り品小売業1,133店（同13.8％）、無店舗小売業301店（同
3.7％）、各種商品小売業48店（同0.6％）の順となっている。　　　　（図４－３－２）

　　②従業者数
　従業者数を産業中分類別にみると、飲食料品小売業が25,433人で最も多く（構成比
37.4%）、次いで、その他の小売業20,879人（同30.7%）、機械器具小売業8,686人（同
12.8%）、各種商品小売業5,715人（同8.4%）、織物・衣服・身の回り品小売業5,509人
（同8.1%）、無店舗小売業1,811人（同2.7%）の順となっている。　　 （図４－３－３）
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　年間販売額を産業中分類別にみると、その他の小売業が4,094億円（構成比32.3%）で
最も多く、次いで飲食料品小売業が3,363億円（同26.5%）、機械器具小売業2,635億円
（同20.8%）、各種商品小売業1,306億円（同10.3%）、織物・衣服・身の回り品小売業762
億円（同6.0%）、無店舗小売業513億円（同4.0%）となっている。　 　　（図４－３－４）

◆小売業の産業分類別年間販売額（図４－３－４)

◆小売業の産業分類別売場面積（図４－３－５）

資料：経済産業省｢平成26年商業統計調査｣

資料：経済産業省｢平成26年商業統計調査｣

　　③年間販売額

　売場面積を産業中分類別にみると、その他の小売業が610,989㎡（構成比33.8%）で最
も多く、次いで、飲食料品小売業514,255㎡（同28.5%）、各種商品小売業286,582㎡（同
15.9%）、織物・衣服・身の回り品小売業209,891㎡（同11.6%）、機械器具小売業185,820
㎡（同10.3%）となっている。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図４－３－５）

　　④売場面積
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◆小売業の産業分類別構成比（平成26年）（図４－３－６）

◆従業員規模別商店数（図４－３－７）

  資料： 経済産業省｢平成26年商業統計調査｣

 資料：経済産業省「平成26年商業統計調査」

　産業中分類別の構成比をみると、商店数、年間販売額および売場面積で、その他
の小売業が最も多く、従業者数では飲食料品小売業が最も多い。 （図４－３－６）

（3）小売業の産業分類別構成比

　従業員規模別商店数をみると、従業員２人以下の事業所が、40.1％（3268店）と最
も多く、全体的にみると９人以下の商店が、全体の79.9％（6509店）を占める。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （図４－３－７）

（4） 規模別商店数
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　本県の小売業の販売効率を全国平均と比較すると、１商店あたりの従業者数は、8.3
人（全国平均は7.5人）で全国平均をやや上回っているが、１商店あたりの年間販売額は
156百万円（全国平均は158百万円）、従業者１人あたりの年間販売額は19百万円（全国
平均は21百万円）、１㎡あたりの年間販売額は70万円（全国平均は91万円）で、いずれ
も全国平均を下回っている。　　　　　　　　　　　　　　（図４－３－８,９,10,11）

◆1商店あたりの従業者数（図４－３－８） ◆1商店あたりの年間販売額（図４－３－９）

◆１㎡あたりの年間販売額（図４－３－１１）◆従業者1人あたりの年間販売額（図４－３－１０）

資料：経済産業省｢平成26年商業統計調査｣

（5）販売効率
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◆一般飲食店の商店数・従業者数の推移（図４－４－１）

　平成26年経済センサス基礎調査では、飲食店の商店数は全体で4,874店となってお
り、そのうちバー、酒場等を除いた商店数（料亭を含む）は3,417店である。従業者数
は全体では39,166人で、バー、酒場等を除いた従業者数（料亭を含む）は31,598人とな
る。従業者数は昭和51年から平成21年まで一貫して増加していたが、平成24年調査
から減少している。
　なお、平成18年までの事業所・企業所統計調査は、バーや酒場、料亭等を除いた
いわゆる一般飲食店の数となっており、平成21年経済センサス基礎調査、平成24年
経済センサス活動調査および平成26年経済センサス基礎調査とは一部調査手法が異
なるため単純に増減の比較はできない。　　　　　　　　　 （図４－４－１,２,３）

（1）商店数・従業者数の推移 
４．飲食業

資料：昭和51年～平成4年まで　県統計課「商業統計調査」

平成8年～平成18年まで　総務省「事業所・企業統計調査報告」

平成21年　総務省・経済産業省「経済センサス－基礎調査」

平成24年　総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」

平成26年　総務省「経済センサス－基礎調査」
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　産業小分類別にみると、商店数は、専門料理店が1,587店（構成比32.6％）と最も多
く、次いで酒場、ビヤホール809店（同16.6％）、喫茶店686店（同14.1％）、バー・キャ
バレー・ナイトクラブ648店（同13.3％）の順となっている。
　前回調査と比較すると、酒場、ビヤホールで17.2％増となったのに対し、食堂・レ
ストランで12.6％減となり、商店数全体としては3.3％増加した。 （図４－４－２,４）

◆飲食店の業種別商店数の割合（図４－４－２）

◆飲食店の業種別従業者の割合（図４－４－３）

資料：総務省「平成26年経済センサス－基礎調査」

資料：総務省「平成26年経済センサス－基礎調査」

（2）業種別動向
　　①商店数

　従業者数では、専門料理店の従業者数が15,325人（構成比39.1％）で最も多く、次い
で酒場、ビヤホールの4,962人（同12.7％）の順となり、この２つで全体の約半数を占め
ている。
　前回調査と比較すると、酒場、ビヤホールで12.3％増、その他の飲食店で18.7％増
となったのに対し、 食堂・レストランで25.3％減となり、従業者数全体としては1.2％
増加した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （図４－４－３,４）

　　②従業者数
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◆飲食店の業種別増減率（平成24年～平成26年）（図４－４－４）

資料：総務省・経済産業省「平成24年経済センサス－活動調査」

　　　　総務省「平成26年経済センサス－基礎調査」
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　本調査は、県内の商店街の実態、現状および問題点・課題を把握し、今後の商店
街活性化の方向性や取組等の基礎資料とするとともに、マーケティングの観点から
も地域の顧客特性等の実態を把握し、商店街活性化の一助とすることを目的とし
て、平成26年度に実施した。なお、前回は平成21年度に実施している。

◆小規模事業所の動向（図４－５－１）

資料：県統計課　商業統計調査結果報告書

（1） 商店街実態調査

　家計消費全体は、平成16年度をピークに17、18年度と微減したが、平成19年度
は、16年水準に戻っている｡県内購買率は、90％を超えているが、京都府や大阪府へ
の流出が微増している。
また、小規模事業所（従業者数4人以下）の事業所数、従業者数、年間商品販売額につ
いて、平成11年から19年の推移をみると、いずれも減少傾向にあり、事業所数が約
25％減、従業者数が約21％減、年間商品販売額が約29％減となっている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （図４－５－１）

（2） 調査結果の概要
　　①統計データの分析（平成19年度商業統計調査より）

　1960年代以前に結成され、概ね45年以上続いている商店街が半数超で、任意団体
が2/3近くを占める。
　また、空き店舗の割合は10.2％で、駐車場のない商店街が47.3％ある。
　来街者層と顧客層は、ともに「主婦・主夫」と「お年寄り」層が多く、商店街の顧客
に占める固定客の割合が「６割以上」である商店街が61.4％、また地元客の割合が「６
割以上」である商店街は72.0％、観光客が「２割未満」である商店街が84.7％となって
いる。
　調査時点の景況としては、「大規模なスーパーやディスカウント」や「小・中規模の
スーパー」との競合割合が高く、来街者数や顧客数が減っていると回答した商店街
は、約７割と非常に高い割合を占める。　　　　　　　　　　 （図４－５－２,３）

　　②商店街アンケート調査結果

５．商店街の動向（平成26年度滋賀県商店街実態調査結果より）
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◆中心となる顧客層（図４－５－２）

◆商店街の顧客に占める地元客の割合（図４－５－３）

資料：県中小企業支援課　平成26年度滋賀県商店街実態調査

資料：県中小企業支援課　平成26年度滋賀県商店街実態調査
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　商店街で問題となっていることをみると、「個々の店舗の後継者不足（個々の商店主
の高齢化）」を問題としてあげた商店街が最も多く、回答割合は80.7％となっている。
次いで「商店街組織の高齢化による活力低下」（69.3%）、「魅力ある店舗が少ない」
（56.1％）などの割合が高くなっている。　　　　　　　　　　　　 （図４－５－４）

　これらを商店街タイプ別に見ると、「個々の店舗の後継者不足（個々の商店主の高齢化）｣は、
近隣型（注1）が81.2％､地域型（注2）が82.4％､「商店街組織の高齢化による活力低下」は､近隣型が
69.6％､地域型が67.6％､「魅力ある店舗が少ない」は、近隣型が63.8％、地域型が47.1％となって
いる。

注１近隣型…最寄品店中心で地元主婦等が日用品などを徒歩または自転車などにより日常の買
　　　　　　物をする商店街
注２地域型…最寄品店および買回り品店が混在し、近隣型商店街よりもやや広い範囲から、徒
　　　　　　歩、自転車、バス等で来街する商店街

◆商店街の全体的な課題（複数回答）（図４－５－４）

資料：県中小企業支援課　平成26年度滋賀県商店街実態調査

（3）課題と取組 
　　①全体的な課題



１１２

◆空き店舗対策への取り組み（図４－５－５）

資料：県中小企業支援課　平成26年度滋賀県商店街実態調査

　空き店舗対策に取り組んでいる商店街が16.3％、取組を検討している商店街が
11.5％あるが、何も取組をしていない商店街が72.1％と多い。　　 （図４－５－５）

　　②空き店舗対策
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　対策の取組内容としては、「積極的な店舗誘致」の回答割合が37.9％で最も高く、次
いで「イベント会場・休憩場等の一時利用」（31.0%）、「家主に賃貸要請」、「イベント
会場・休憩場等に常設利用」、「チャレンジショップとして活用」（いずれも24.1％）な
どとなっている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （図４－５－６）

◆空き店舗活用への取組状況（複数回答）（図４－５－６）

資料：県中小企業支援課　平成26年度滋賀県商店街実態調査
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◆空き店舗が生じた理由（複数回答）（図４－５－７）

資料：県中小企業支援課　平成26年度滋賀県商店街実態調査

　空き店舗が生じた理由についてみると、「後継者がいないため」の割合が最も高く
77.1％、次いで「経営不振のため」が73.3％､「店舗の老朽化のため」が26.7％などとなっ
ている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （図４－５－７）
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　商店街の66.7％が、活性化に向けた将来計画については、「今後も作成予定はない」
と回答している。その主な理由は､「活性化は個々の個店に任せている」（41.9%）､
「組合員・会員がまとまらない」（35.1%）、「リーダーがいない」（29.7%）などとなっ
ている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図４－５－８,９）

◆活性化に向けた将来計画の有無（図４－５－８）

資料：県中小企業支援課　平成26年度滋賀県商店街実態調査

　　③商店街の将来計画 
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◆商店街の将来計画がない理由（複数回答）（図４－５－９）

資料：県中小企業支援課　平成26年度滋賀県商店街実態調査
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　周辺地域と連携した活動は、「行っている」が54.1％、「行っていない」が45.9％であ
るが、連携活動分野は、「防災・防犯」（47.5％）、「文化活動」（45.8％）、「清掃」
（39.0％）の3分野の割合が高い。　　　　　　　　　　　　　　 （図４－５－10,11）

◆周辺地域と連携した活動実施の有無（図４－５－１０）

資料：県中小企業支援課　平成26年度滋賀県商店街実態調査

　　④地域と連携した活動について
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◆周辺地域と連携した活動の実施分野（複数回答）（図４－５－１１）

資料：県中小企業支援課　平成26年度滋賀県商店街実態調査
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　これまでの活性化の取組（ソフト事業）についてみると、「祭りなど地域との連携イベント」の取
組が最も多く57件、次いで「サービス券・スタンプ券」が53件、「共同売りだし、抽選会等」が48件
などとなっている。
　これら取組事業の中で、「効果があった」との割合が高いものは、「祭りなど地域との連携イベ
ント」が61.4％で最も高く、次いで「サービス券・スタンプ券」が56.6％、「共同売りだし、抽選会
等」が54.2％などと高くなっている。　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 （図４－５－12）

◆商店街活性化の取り組みについて（ソフト事業）（図４－５－１２）

資料：県中小企業支援課　平成26年度滋賀県商店街実態調査

　　⑤商店街活性化の取組について
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　昭和48年に「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律（昭和
48年法律第109号、以下『大店法』という。）」が制定されるまでは、「百貨店法（昭和
31年法律第116号）」により百貨店の営業、店舗の増設等が許可制になっていた。百
貨店法に代わって制定された大店法は、大型スーパーなど店舗面積が1,500㎡以上の
小売店を大型店と定義して、その新増設を通産大臣への届出制とした。
　昭和53年には、店舗面積500㎡以上の店舗も法の対象となり、昭和57年には、さら
に出店を抑制する措置が加えられた。
　しかし、日米構造問題協議等を通じて大店法の規制緩和が取り上げられ、我が国
の流通産業を取り巻く環境変化に対応するため規制緩和が実施されることとなり、
平成２年５月、平成４年１月、平成６年５月に改正大店法が施行され、また、平成
９年３月の改正では提出書類の簡素化が図られた。
　さらに、小売業を巡る経済的・社会的環境変化を踏まえ、従来の商業調整から、
周辺生活環境への影響緩和を通じた地域社会との融和を促進することを目的とした
大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号、以下『大店立地法』という。）が平成10
年6月に成立、平成12年６月１日から施行され、店舗面積1,000㎡を超える店舗が知
事への届出の対象となった。

（1）大規模小売店舗立地法成立までの流れ 
６．大規模小売店舗の動向
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　大型店の郊外出店に関しては、「まちづくり三法」の見直しにより、一定の規制が
かかってきたものの、基本的には、市町のまちづくりの考え方、具体的には都市計画
に基づく土地利用計画に委ねられることから、10,000㎡を超える大型店の出店も可能
となっている。
　平成19年度に設置した「滋賀県中心市街地活性化懇話会」から出された提言の中
で、滋賀県がめざすべき中心市街地活性化の実現のための具体的な５つの取組方向の
一つとして、「大型店の適正立地と地域貢献」が掲げられており、「大型店の進出
は、自由競争の原理から経済活動を規制することはできないものの、地域社会との共
存のための一定の秩序が必要」とされた。
　このため、県では平成20年度に「滋賀県地域商業検討会」を設置し、大型店出店に
よる生活環境への影響を最小限に抑えるための「事前協議」と、地域社会との共存の
ための「地域貢献」について議論を重ね、これをガイドラインという形で示した。
　このガイドラインは、「大規模小売店舗の立地に関する事前協議の方針」と「大規
模小売店舗による地域貢献の方針」の二つの方針により構成しており、平成21年４月
１日から施行している。

　大型店の立地について、大規模小売店舗立地法に基づく届出よりも早い段階で立地
に関する情報を開示し、地域住民等からの意見を踏まえた事前に協議する仕組みであ
り、10,000㎡以上の店舗を新設するか、既存店舗を10,000㎡以上増床する小売店舗の
設置者が別紙（手続の流れ）により届出等を行う制度としている。

　地域住民の日常生活と密接に関わる事業活動を営む地域密着型産業である大型店
が、積極的な地域貢献をしやすい仕組みをつくるものであり、10,000㎡以上の店舗を
新設するか、増床等により10,000㎡以上となる既存の小売店舗の設置者が別紙（手続の
流れ）により届出等を行う制度としている。

（2）「大規模小売店舗の立地に関する事前協議および地域貢献に関す
　　　るガイドライン」の制定
　　①ガイドライン制定の趣旨
　　

　　②「大規模小売店舗の立地に関する事前協議の方針」の概要

　　③「大規模小売店舗による地域貢献の方針」の概要
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◆売場面積における大規模小売店舗の小売業全体に占める割合（商業統計＋大店立地法届出）（図４－６－１）

◆市郡別大規模小売店舗立地状況（商業統計＋大店立地法届出）（図４－６－２）

資料：県中小企業支援課

資料：県中小企業支援課

　平成29年３月末現在、店舗面積が1,000㎡を超える大規模小売店舗数（平成26年商
業統計調査＋平成26年７月～平成29年３月末の大店立地法届出に基づく差分）は249
店舗である。
  また、売場面積における大規模小売店舗の小売業全体に占める割合は66.6％（推計
値）となっている。　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 （図４－６－１,２）

（3）出店状況

注１　県統計課「平成26年商業統計調査結果　第21表　地域別・市町別統計表」に、大店立地法届出のうち、平成26年7月か

ら平成29年3月末までの間で開業、廃業および増減床した案件を加味して推計している。このため、平成26年7月から平成29

年3月末までの大規模小売店舗以外の店舗面積の増減は加味されていない。

　 ２　厳密には、「売場面積」と大規模小売店舗立地法による「店舗面積」は異なる。
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　平成28年度における大店立地法に基づく新設届出は12件であり、平成27年度と比較
すると２件増加している。
　全国においては、平成28年度は548件であり、平成27年度の571件から23件の減少と
なった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （図４－６－３）

　平成28年度の大店立地法に基づく変更届出は26件であり、平成27年度の35件から、
９件の減少となった。
　変更内容については、閉店時間の繰下げや駐車場収容台数の減少、敷地内に飲食店
を増設する届出もみられた。　　　　　　　　　　　　　　　　　 （図４－６－３）

◆◆大店立地法届出状況（図４－６－３）

資料：県中小企業支援課

（4）届出の状況
　　①新設届出

　　②変更届出
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