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１－１ 豊⽥市商業活性化プランの概要 
 

①豊⽥市商業活性化プラン（2021〜2024）の概要 
豊⽥市商業活性化プラン（2021〜2024）は、「豊⽥市商業振興条例」に基づき、「商業の振興及び雇

⽤の確保を図り、もって市⺠⽣活の向上及び本市経済の発展並びに健全なまちづくりの推進に資する
こと」を⽬的として策定するものです。また、本市が取り組むこれからのまちづくりの⽅向性を明らか
にする「第８次豊⽥市総合計画（平成 29 年３⽉策定）」の分野別実践計画をより具体化した短期実践
計画とも⾔えるものです。地域経済団体や商業事業者、⾏政が連携して商業活性化に取り組むととも
に、市⺠とともに商業を盛り上げていくため、平成30年3⽉に策定した豊⽥市商業活性化プラン（2018
〜2020）の計画期間満了に伴い新たに策定します。 

なお、中⼼市街地については、「中⼼市街地活性化基本計画」における商業活性化に関する事業を推
進していきます。 

 
第３期中⼼市街地活性化基本計画における商業活性化に関する事業 

・ まちなか案内事業 
・ エリアマネジメント推進組織（（⼀社）TCCM）によるまちづくり及びプロモーション事業 
・ 豊⽥おいでんまつり事業 
・ 中⼼市街地イルミネーション事業 
・ 商店街にぎわい創出⽀援事業 
・ 空き店舗等活⽤事業 
・ まちなかにぎわい・回遊性向上事業 
・ 商業・サービス機能誘致奨励事業 
・ まちなかコミュニティ施設連携事業 
・ 公共空間等整備事業 
・ まちなかエリア新規創業相談・⽀援事業 
・ 中⼼市街地テナントミックス整備事業 
・ 公共的空間活⽤等研究事業 

出典︓第３期中⼼市街地活性化基本計画 

 

②計画期間 
本プランは４年間の計画であり、2021 年から 2024 年までを計画期間とします。 

 

③計画対象となる産業 
本プランの対象となる業種は、⼩売業や飲⾷店、サービス業などの第三次産業が該当します。 
具体的には、⽇本標準産業分類における「Ｆ 電気・ガス・熱供給・⽔道業」から「R サービス業（他

に分類されないもの）」とし、公務は含みません。 
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④プランの背景 
本市では、商業の活性化により市⺠の消費ニーズに応え、魅⼒あるまちづくりを推進することを⽬指

し、平成 17 年度に「豊⽥市がんばる商店街応援プラン」を策定し、そのプランに基づき「豊⽥市商業
振興条例」を制定しました。その後、数次にわたり商店街の振興、商業活性化に向けた計画の策定を経
て、「暮らし楽しむまちづくりに向け、魅⼒にあふれたまちを次世代に引き継ぐ商業の活性化」を⽬標
とする「豊⽥市商業活性化プラン（2018〜2020）」を平成 30 年 3 ⽉に策定しました。 

「豊⽥市商業活性化プラン（2018〜2020）」の計画期間中において、それまで緩やかな拡⼤傾向に
あった国内景気は令和元年 10 ⽉の消費税引き上げにより⼤きく落ち込み、新型コロナウイルスの拡⼤
によって更に下落しています。コロナ禍において、飲⾷店をはじめとする対⾯型のサービスやインバウ
ンドをターゲットとしたビジネスなどは⾮常に⼤きな痛⼿を受け、新型コロナウイルスの収束の⾒通
しが⽴たない中で回復の⽷⼝を⾒いだしにくい状況にあります。また、地⽅百貨店の撤退が相次ぐ⼀⽅
で、インターネット販売や「コト消費」と⾔われる市場が成⻑するなど、⼈々の消費⾏動は新しい局⾯
を迎えています。⼀⽅、こうした消費⾏動の変化に伴い全国的な衰退傾向が指摘されて久しい商店街に
は、地域コミュニティにおいてふれあいや交流の担い⼿となる、あるいは市⺠の安全・安⼼を⽀える公
共的な役割も求められています。更に、労働においても、多様な⼈々が労働に参加するとともに、ワー
クライフバランスに対する意識が⾼まる中で、あらゆる職場において多様な働き⽅が認められる社会
形成が求められています。このように様々な場⾯において商業を取り巻く環境は⼤きく変化している
ため、産業としての活性化はもちろん、商業に期待される多⾯的な役割を果たしていけるような戦略の
策定が期待されています。 

本市に⽬を転じると、⻄三河地域は⾃動⾞を中⼼とした強いものづくり産業が経済をけん引してい
るため、雇⽤が安定しており、当⾯の定住⼈⼝も維持できる⾒通しにあります。こうした国内でも数少
ない恵まれた環境にあることを踏まえ、本プランにおいて、⻄三河地域の拠点的な都市のひとつとして
魅⼒的な商業地域の形成を⽬指すことで、地域住⺠の暮らしを魅⼒的でより豊かなものにしていくこ
とが望まれます。 
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１－２ 豊⽥市商業活性化プラン（2018〜2020）の成果 
 

ここでは豊⽥市商業活性化プラン（2018〜2020）の概要と進捗状況について整理します。 
 

①豊⽥市商業活性化プラン（2018〜2020）の⽬的 
プランは、平成 29 年に施⾏された「WE LOVE とよた条例」を踏まえるとともに、ラグビーワール

ドカップ 2019™及び東京オリンピック・パラリンピック 2020 の開催を⾒据えて、「暮らし楽しむま
ちづくりに向け、魅⼒にあふれたまちを次世代に引き継ぐ商業の活性化」を⽬的として設定していま
す。 

 

②主な⽅針 
商業者に対するアンケートやヒアリング、住⺠ニーズ調査、将来の商業環境の⾒通しなどから⾒えて

くる商業活性化に向けた課題を解消するため、以下の２つの⽅針を掲げています。 
〇豊かで快適な暮らし、安⼼な⽣活を⽀える商業機能の維持・充実 
〇個店、商店街等の魅⼒向上、機能強化の促進 

 

③重点取組及び進捗状況と評価 
主な⽅針に⽰した「商業機能の維持・充実」と「個店、商店街の魅⼒向上」には、担い⼿となる⼈材

の育成と新たな創業が不可⽋であり、⼈材育成⽀援と創業⽀援を重点取組として位置づけるとともに、
「⼈材育成事業への参加者数」と「創業⽀援に関する相談件数」を成果指標として設定しています。 

⼈材育成⽀援では、累計４団体が⼈材育成事業を実施し、経営⼒の向上や情報発信など商店街をはじ
めとした個店の魅⼒アップにつながる研修会の実施を⽀援しました。また、商店街の担い⼿が⾃ら商店
街の⽬指す将来像を定め、それに向かうための基本⽬標を掲げた３〜４か年の事業計画を盛り込んだ
「商店街等活性化計画」の策定⽀援や計画事業の実⾏を伴⾛⽀援しました。 

創業⽀援では、平成 27 年 5 ⽉に策定した「豊⽥市創業⽀援等事業計画」に基づき、市や商⼯会議
所、⾦融機関による連携体制を強化し、創業希望者に対してワンストップ窓⼝相談、起業に向けた創業
塾の実施、資⾦調達⽀援、各種補助事業の紹介などの⽀援をしてきました。 

それらにより、成果指標の達成状況については、既に 2019 年度実績（２か年度累計）において、⼈
材育成⽀援と創業⽀援のいずれも⽬標を⼤幅に超えており、商業振興委員会（令和２年 6 ⽉ 19 ⽇開
催）に報告をしたところです。しかし、後の説明にあるように「豊⽥市商業活性化プラン（2018〜2020）」
の計画期間中における課題は解消したものではなく、課題への対応が引き続き求められるとともに、個
店の活性化の積み重ねが商店街をはじめ本市商業の魅⼒向上にとって重要との認識が⾼まっています。
そこで、「豊⽥市商業活性化プラン（2018〜2020）」の⽬的である「暮らし楽しむまちづくりに向け、
魅⼒にあふれたまちを次世代に引き継ぐ商業の活性化」を今後も継承するとともに、地域経済団体等か
らも要望のある「個店⽀援の充実」と新型コロナウイルスの影響などの新たな課題を考慮し、新規事業
の創設と事業の拡充を検討していきます。 
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重点取組及び成果指標と進捗状況 

重点取組 内容 成果指標 ⽬標（累計） 実績（累計） 

⼈材育成
⽀援 

次代の商業、商店街を担う⼈材
育成を図るため、意識改⾰やマ
ネジメント⼒向上への⽀援を
⾏う 

⼈材育成事業へ
の参加者数 

75 ⼈ 
（2018〜2020） 

214 ⼈ 
（2018〜2019） 

創業⽀援 

創業を⽬指す⼈（創業間もない
⼈）に対して、必要な知識の習
得はじめ各種⽀援を実施し、起
業・創業をサポートする 

創業⽀援に関す
る相談件数 

300 件 
（2018〜2020） 

453 件 
（2018〜2019） 
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１－３ 豊⽥市の概要 
 

①⼈⼝ 
2015 年国勢調査における本市の⼈⼝は 42.3 万⼈であり、愛知県⻄三河地域の拠点的な都市の１つ

です。 
本市商業の市場規模に影響を与える⼈⼝は、平成に⼊ってから順調に増加してきましたが、2010 年

頃から伸びが鈍化し、2030 年の 43.0 万⼈をピークに減少に転じる⾒通しです。ただし、国内⼈⼝が
減少に転じた年が 2009 年であったことと⽐較すると、本市の⼈⼝動態は 20 年以上も遅れており、当
⾯は安定した推移が期待できます。 

⼀⽅、地区別の推移をみると、⼩原、⾜助、旭、稲武では平成に⼊って以降、減少を続けています。
また、松平や下⼭も⼈⼝減少に転じており、地区によって傾向が⼤きく異なっています。 

 
⼈⼝及び将来⼈⼝（推計値） 

 
出典︓第 8 次豊⽥市総合計画 

地区別⼈⼝の推移 

  
出典︓総務省「国勢調査」 
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②年齢階級別⼈⼝ 
本市の⼈⼝に占める 65 歳以上の⾼齢者の割合は 22.4％であり、5 ⼈のうち 1 ⼈が⾼齢者となって

います。これを地区別にみると、平成に⼊ってから⼈⼝減少を続けている⼩原、⾜助、旭、稲武の 4 地
区では 38%から 47％と⾼く、深刻な⾼齢化を迎えています。 

 
年齢 3 区分による⼈⼝構成⽐（平成 30 年） 

 
出典︓豊⽥市統計書 

 

③昼夜間⼈⼝⽐ 
平成 27 年における本市の昼夜間⼈⼝⽐は 110.5 となります。昼夜間⼈⼝⽐が 100 を超えていると

いうのは、本市に通勤・通学する⼈が、市外に通勤・通学する⼈を上回っていることとなります。平成
7 年以降、昼夜間⼈⼝は徐々に⾼まっており、本市は通勤・通学先としての拠点性が⾼いと⾔えます。 

 
昼夜間⼈⼝⽐（平成 27 年） 

 
出典︓総務省「国勢調査」 
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④産業構造 
産業⼤分類別による産業構造をみると、事業所数では、卸売業,⼩売業が 22.2%で最も多く、次いで

宿泊業,飲⾷サービス業が 14.9%、製造業が 11.2%となります。また、従業者数では、製造業が 43.9%
と突出して多く、卸売業,⼩売業の 11.9%、宿泊業,飲⾷サービス業の 7.4%と続きます。 

このことから、卸売業,⼩売業や宿泊業,飲⾷サービス業をはじめとする第 3 次産業は⼩規模な事業所
が多く、⼀⽅で製造業は⼤規模な事業所の多いことが推察されます。 

 
産業⼤分類別による事業所数（平成 26 年） 

 
出典︓経済産業省「経済センサス-基礎調査」 

 
産業⼤分類別による従業者数（平成 26 年） 

 
出典︓経済産業省「経済センサス-基礎調査」 
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⑤市内総⽣産 
本市における産業別市内総⽣産をみると、製造業が 75.9%で市内総⽣産の 3/4 以上を占めていま

す。⾃動⾞をはじめとする世界有数のものづくり産業の集積地であり、市内経済を⼒強くけん引してい
る状況がうかがえます。 

卸売・⼩売業は 3.6%であり、不動産業に次いで 3 番⽬に多い産業となっています。 
 

産業別市内総⽣産（平成 27 年） 

 
出典︓愛知県統計課 

 

⑥⼟地利⽤の基本的な考え⽅ 
本市の都市計画に関する基本的な⽅針を定めた都市計画マスタープラン（平成 30 年３⽉策定）では、

多様なライフスタイルに合わせた暮らしの実現に向けて「多核ネットワーク型都市構造」の確⽴を⽬指
し、「⼟地利⽤構想」を掲げています。 

⼟地利⽤構想においては、市⺠⽣活の質的向上と市内外からの利⽤を⾒込んだ広域的な商業・業務機
能をはじめとした多様な機能の複合化・⾼度化を図り、⾼密度でにぎわいのある商業・業務地の形成を
推進する「商業・業務地区」と、地域における⽣活利便性が⾼く、魅⼒ある商業地の形成を推進する「⼀
般商業地区」を定めています。また、都⼼・産業技術核や地域商業地区等の⽅針を定め、それぞれの⽅
針に応じた⺠間事業者による商業施設の⽴地誘導を促しています。 
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⼟地利⽤構想図 

 
出典︓豊⽥市都市計画マスタープラン 
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第２章 豊⽥市商業の現状 

 
 
 
 
 
 
 
 

第２章 
豊⽥市商業の現状 
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２－１ 統計データによる豊⽥市の商業・購買⾏動の現状 
 

⼩売吸引⼒【対応すべき課題「現在の商業・サービス業の課題」の①へ】 
◆買い物の２割が市外に流出し、拡⼤傾向が進む 

本市の⼩売業における⼩売吸引⼒指数（＊）は、2016 年時点で 0.798 となっています。⼩売吸引
⼒指数とは、市⺠の市内における消費購買および他の市町村からの購買・集客⼒を⽰すものです。本
市の値は１を下回っていることから、市⺠の消費購買の約２割が市外へ流出していることになりま
す。 

 
＊本市の⼩売吸引⼒指数の算出⽅法 

本市の⼩売吸引⼒指数は、以下の計算によって算出されます。１を上回れば市外からの購買が
流⼊、下回れば市外への購買が流出していることになります。 

 

本市の⼩売吸引⼒指数= 
本市の⼈⼝あたり⼩売業年間商品販売額 

愛知県の⼈⼝あたり⼩売業年間商品販売額
 

 
この値は、近隣の岡崎市や豊橋市と⽐較しても低く、年々低下傾向にあります。岡崎市も低下して

いますが、その傾向は緩やかであるため、両市の差は拡⼤している状況にあります。また、労働の拠
点性を表す昼夜間⼈⼝⽐が 1.10（平成 27 年国勢調査）であることを考えると、商業の拠点性は低い
と⾔えます。 

 
県内中枢都市の⼩売吸引⼒指数の推移 

 
出典︓商業統計及び経済センサス、住⺠基本台帳をもとに算出 
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◆⼈⼝あたり⼤型店売場⾯積は周辺都市の中で最も⼩さい。出店数が少ないことが影響 
⼤型⼩売店舗は、市内に 41 店⽴地しています。これを⼈⼝１⼈あたりの売場⾯積でみると、0.57 

㎡/⼈で周辺都市の中で最も⼩さくなります。このことが顧客吸引⼒の低い要因の⼀つとなったと考え
られますが、⼩規模な店舗にとっては地道な経営を進めやすい状況にあったとみることもできます。 

 
⼤規模⼩売店舗の都市⽐較（店舗数および⼈⼝⼀⼈あたりの売場⾯積） 

 
出典︓2020 全国⼤型⼩売店総覧 
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⼥性の労働⼒【対応すべき課題「現在の商業・サービス業の課題」の④へ】 
◆全国、愛知県に⽐べて 20 代後半から 30 代の⼥性の労働⼒率が低く、潜在的な労働⼒が多い 

わが国の労働市場において、⽣産性を⾼める労働の潜在的な担い⼿としての⼥性活躍が期待されて
おり、働き⽅改⾰など労働環境整備が進められています。 

本市の⼥性の年齢別労働⼒率をみると、全国および愛知県と⽐較して、20 代後半から 30 代までの
労働⼒率の⾕が深くなっています。また、20 代後半から 50 代まで労働⼒率は、90%を超えている
男性と⽐較して⼤きく下回っており、⼥性に潜在的な労働⼒が多い状況がうかがえます。 

 
⼥性の年齢別労働⼒率 

 
出典︓国勢調査（2015 年） 
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◆全国、愛知県、県内他都市より完全失業率は低く、就労希望が少ない 
本市の⼥性、⾼齢者、外国⼈の完全失業率をみると、いずれも全国、愛知県、県内他都市よりも低

い傾向にあり、本市は就業希望者に対して就業先が多い環境であると⾔えます。⼥性は、労働⼒率が
低いものの、失業率は⾼くないため、そもそも求職者が少ないことがうかがえます。 

⼀⽅、外国⼈の完全失業率は 4.46％で、⼥性および⾼齢者よりも⾼い割合となっています。もと
もと本市は、ものづくり産業などで⽇系ブラジル⼈をはじめとして多くの外国⼈を雇⽤してきた経緯
があり、就労を求めに来た外国⼈が集まりやすい都市であると⾔えます。わが国では、少⼦⾼齢化に
伴う労働⼒不⾜を解消するために、外国⼈労働者の受⼊れ数が年々増加しているとともに、受⼊れの
ための法整備を進めており、今後、さらなる外国⼈の活⽤を効果的に進めることが求められていま
す。 

 
完全失業率の都市⽐較（2015 年） 

 
（注）国勢調査に掲載された完全失業者数をもとに算出 
出典︓国勢調査（平成 27 年） 
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圏域の⾼齢化率【対応すべき課題「現在の商業・サービス業の課題」の⑤へ】 
◆中⼭間部をはじめ⾼齢化が進⾏、古い住宅団地でも同様な傾向にあり買い物難⺠の増加が懸念

される 
本市の⾼齢者⼈⼝は急速に増加しており、2015 年には 87,315 ⼈と総⼈⼝の 20.7％に達していま

す。また、75 歳以上になると 35,304 ⼈で総⼈⼝の 8.4％となります。 
⾼齢化率（平成 28 年 10 ⽉時点）を⽇常⽣活圏域別でみると、中⼭間部にある「⾜助・旭・稲

武」は４割超と⾮常に⾼く、2 割前後であるその他の圏域と⽐較しても突出して⾼くなっています。 
⾼齢化の進⾏により、⾃家⽤⾞などで⾃由に買い物できない市⺠が増加していることが予想されま

す。「⾜助・旭・稲武」では、そうした市⺠が多くいることが懸念されますが、本市では⼈⼝増加に
伴い⾯的に整備を進めてきた住宅団地も多く、局所的に⾼齢化が進んでいる地区も予想されることか
ら、買い物しやすい環境づくりに注意を払っていく必要があります。 

 
⾼齢者⼈⼝の推移 

 
出典︓国勢調査 

圏域別の⾼齢化率 

 
出典︓平成 29 年版豊⽥市統計書（2017 年） 
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家計所得【対応すべき課題「現在の商業・サービス業の課題」の②へ】 
◆周辺都市に⽐べて⾼く、潜在的な購買⼒は⾼い 

⼈⼝⼀⼈当たりの家計所得は、豊橋市や岡崎市と⽐較して⾼く、瀬⼾市や刈⾕市などの周辺都市と
⽐較しても⾼くなっています。本市では、⼤企業に勤務する⾼所得者が多いと⾔われていることを反
映したデータであると考えられ、潜在的な購買⼒が⼤きいと考えられます。 

 
家計所得の都市⽐較 

 
出典︓2016 年度あいちの市町村所得（2016 年） 
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新規創業【対応すべき課題「現在の商業・サービス業の課題」の③へ】 
◆開業率は全国や愛知県を下回る 

本市の事業所の全業種における開業率は、2016 年から 2019 年で 4.4％となっており、全国
（6.7％）や愛知県（6.3％）の数値を下回っています。 

また、業種別の 2014 年から 2016 年の開業率について、卸売業,⼩売業は 4.5％、宿泊業、飲⾷サ
ービス業は 5.2%となっており、全業種の 4.0％を上回る開業率となっています。しかし、2012 年
から 2014 年での 5.2％、6.7%と⽐較すると減少しており、新規創業の機運の⾼まりはみられてい
ないのが現状です。 

 
事業所の開業率・廃業率の状況（上︓都市別、下︓業種別） 

 開業率 廃業率 
2012⇒2014 年 2014⇒2016 年 2016⇒2019 年 2012⇒2014 年 2014⇒2016 年 2016⇒2019 年 

豊⽥市 5.1% 4.0% 4.4% 5.1% 6.3% 3.4% 
名古屋市 7.4% 5.5% 8.3% 7.2% 8.3% 5.1% 
豊橋市 4.4% 4.2% 4.3% 5.3% 6.2% 4.0% 
岡崎市 5.2% 4.7% 5.1% 5.7% 7.1% 3.8% 
愛知県 6.0% 4.9% 6.3% 6.2% 7.3% 4.1% 
全国 6.0% 5.0% 6.7% 6.1% 7.5% 3.9% 
東京特別区部 8.1% 6.3% 13.1% 7.6% 10.0% 5.4% 
横浜市 7.5% 5.9% 9.2% 7.0% 8.8% 4.1% 
⼤阪市 7.1% 5.6% 11.6% 7.7% 9.5% 6.2% 
神⼾市 7.9% 5.9% 7.1% 7.3% 9.2% 4.9% 
福岡市 9.3% 7.3% 10.2% 7.5% 9.5% 5.4% 
浜松市 6.3% 4.8% 5.6% 6.2% 7.3% 3.5% 

 
 開業率 廃業率 

2012⇒2014 年 2014⇒2016 年 2012⇒2014 年 2014⇒2016 年 
全産業(S 公務を除く) 5.1% 4.0% 5.1% 6.3% 
農林漁業 6.1% 2.9% 3.0% 4.3% 
鉱業，採⽯業，砂利採取業 - - 7.1% 8.3% 
建設業 3.2% 3.4% 4.8% 4.9% 
製造業 2.6% 2.2% 3.4% 5.0% 
電気・ガス・熱供給・⽔道業 - - - 8.3% 
情報通信業 8.7% 4.9% 5.4% 5.8% 
運輸業，郵便業 6.7% 4.6% 6.7% 5.2% 
卸売業，⼩売業 5.2% 4.5% 6.0% 7.1% 
⾦融業，保険業 4.3% 4.2% 3.7% 6.0% 
不動産業，物品賃貸業 3.1% 1.8% 3.7% 5.1% 
学術研究，専⾨・技術サービス業 6.3% 4.0% 5.0% 5.0% 
宿泊業，飲⾷サービス業 6.7% 5.2% 6.9% 9.2% 
⽣活関連サービス業，娯楽業 5.1% 4.0% 4.4% 5.7% 
教育，学習⽀援業 5.4% 5.8% 5.5% 6.4% 
医療，福祉 8.9% 6.7% 4.3% 5.8% 
複合サービス事業 0.0% - 1.1% 1.1% 
サービス業(他に分類されないもの) 5.5% 3.0% 4.4% 5.7% 

出典︓経済センサス活動調査 
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２－２ 豊⽥市の商業・購買⾏動を取り巻く外部環境の変化 
 

BtoC-EC の市場規模及び EC 化率【対応すべき課題「現在の商業・サービス業の課題」の⑤へ】 
◆電⼦商取引市場は急速に拡⼤ 

ネットショッピングをはじめとする国内の消費者向け電⼦商取引（BtoC-EC）市場規模は右肩上がり
に増加しています。物販系分野の商品販売に占める EC 化率は 6.76％と⼤きな割合を占めている訳で
はありませんが、ここ 10 年間で 2.4 倍に成⻑しています。 

⼀⽅で、実店舗の利⽤離れも進んでいます。直近 3 年間の実店舗の利⽤頻度について、「⾮常に減っ
た」と「少し減った」を合わせた割合は、書店やアパレル専⾨店、百貨店では 3 割前後であり、利⽤者
離れが顕著となっています。業界全体の不振もあるものの、実店舗を利⽤しなくても購⼊できるように
なったことが⼀因と考えられます。 
 

BtoC-EC の市場規模および物販系 EC 化率の経年推移 

 
EC 化率（％）＝EC（電⼦商取引）の取引総額／全商取引総額×100 
出典︓経済産業省「電⼦商取引に関する市場調査（2020 年）」 

実店舗の利⽤頻度の変化（直近 3 年間） 

 
出典︓（株）いつも．「“リアル買い物離れ”アンケート調査」2020 年 3 ⽉ 
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◆⽂具、書籍、家電の EC 化率は⾒逃せない状況 
物販系の EC 化率を分野別にみると、「事務⽤品・⽂房具」や「書籍、映像・⾳楽ソフト」、「⽣活家

電、AV 機器、PC・周辺機器等」が上位 3 分野となり、いずれも 3 割を超えています。また、「⽣活雑
貨、家具、インテリア」も 2 割を超えています。インターネットやスマートフォンが普及していく中
で、ネットショッピングなどで購⼊しやすい商品が選択されていることが⽰されています。 

また、電⼦商取引は、旅⾏や飲⾷、理美容などの予約・申込サービス、オンラインゲームや有料動画
配信などのデジタル配信においても市場を拡⼤しています。こうした新しいビジネスが既存のサービ
スや販売に影響を与えるとともに、ネットを通じた予約・申込などへの対応が、既存店舗においても顧
客囲い込みや新規顧客の獲得の⼿段として不可⽋な取組となっています。 

更に、モノを保有しなくても利⽤できればよいと考える消費者が増えつつあり、サブスクリプション
（定額制）やシェアリングエコノミーと⾔われる新しいビジネスも⽀持を集めています。 

 
物販系分野の BtoC-EC 市場規模（2019 年） 

 

サービス系分野およびデジタル系分野の BtoC-EC 市場規模（2019 年） 

 
EC 化率（％）＝EC（電⼦商取引）の取引総額／全商取引総額×100 
出典︓経済産業省「電⼦商取引に関する市場調査（2020 年）」 
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ビジネススタイルの変化【対応すべき課題「現在の商業・サービス業の課題」の②へ】 
◆体験型（コトづくり）ビジネス需要の増⼤ 

ものの豊かさから⼼の豊かさが重視されるようになったバブル景気以降、中⼼市街地や観光地の活
性化に向けて「コト消費」と⾔われる概念が注⽬を集めています。コト消費とは、製品の購⼊やサービ
スの享受といった単⼀の活動ではなく、カフェや雑貨店、映画館などを楽しむ「まちあるき」や温泉街
で外湯と⼀緒におみやげ購⼊や⾷べ歩きを楽しむ「外湯巡り」など、⼀連の体験を対象とした消費活動
のことを指します。また、リゾートホテルやスポーツ体験などのアクティビティ、参加・観覧するイベ
ント、併設されたカフェで滞在時間を楽しめる書店、ライフスタイル提案型の雑貨店など、モノ消費と
のつながりの深いコト消費も増えています。 

更には、ハロウィンの仮装やクラウドファンディングのように限定された期間に、その時しか体験で
きない盛り上がりを楽しむ「トキ消費」、フェアトレード商品の購⼊のように商品・サービスの選択を
通じて社会に貢献しようとする「イミ消費」など、新しい消費活動も顕在化してきています。 

これらに共通して⾔えるのは、消費者は単なる所有にとどまらず、⼼を動かされることや達成感に満
たされることを重視していることです。そのため、事業者においては、事業活動を通じて顧客に何を提
供できるのかが強く問われていると⾔えます。 

 
◆異分野融合による取組の増加 

製造業や農業などが、消費者向け販売に本格的に参⼊する取組が⼀般的になってきています。ネット
ショッピングの普及に伴い消費者向け販売が容易になるとともに、マルシェやクラウドファンディン
グなど、無店舗による販売機会が多様化していることで参⼊障壁を下げています。異業種による参⼊
は、マーケット情報を直接収集できるとともに、商品を活⽤したライフスタイル提案など商品の価値を
ストレートに発信できるなどのメリットが⼤きく影響しています。 

異業種連携による新たなビジネスも誕⽣しています。例えば、飲⾷店が物流事業者であるウーバーイ
ーツと連携したことで⼩売業へと展開を遂げています。また、地⽅創⽣により地域の資源を付加価値と
して販売する地域商社の活性化について国が強く推進しているように、様々な事業者が連携した地域
発の新たな販売事業が拡⼤していくことが期待されます。 
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近隣市町の⼤型店の動向【対応すべき課題「現在の商業・サービス業の課題」の①へ】 
◆地⽅百貨店が撤退する⼀⽅で、周辺市町で⼤規模ショッピングセンターの出店が継続 

百貨店業界全般の売上低迷により地⽅部における店舗の撤退が進んでいます。三河地域においても、
2020 年から 2021 年にかけて全ての店舗が閉店することとなりました。本市では、2001 年に旧豊⽥
そごう跡地に開店した松坂屋豊⽥店が 2021 年 9 ⽉に営業終了するため、周辺店舗における売上減少
や商業地としての拠点性低下など本市商業に与える悪影響が危惧されます。 

⼀⽅、⻄三河地域では⼈⼝が増加傾向にあることを背景に、本市の近隣市町において新たな⼤規模商
業施設の開業や計画が進んでいます。こうした施設の主な利⽤者である若者やファミリー層を中⼼に、
消費購買の市外流出が懸念されることから、本市商業の魅⼒を更に⾼めていく取組が必要となります。 

 
三河地域の⼤規模商業施設の開店・閉店状況 

年 ⽉ 店舗名 所在地 状況 
2020 年 3 ⽉ ほの国百貨店 豊橋市 営業終了 
 8 ⽉ ⻄武岡崎店 岡崎市 営業終了 
 9 ⽉ ららぽーと愛知東郷 東郷町 開店 
2021 年 9 ⽉ 松坂屋豊⽥店 豊⽥市 営業終了 
－  アウトレットモール 岡崎市 進出計画 
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２－３ 事業者アンケート調査 
 

令和元年 8 ⽉に市内に本社・本店機能を有する商業・サービス関連事業者 1,000 者を対象として業況
および雇⽤の現状・課題、将来の経営意向等について把握するアンケート調査を実施しました。 
 

経営状況【対応すべき課題「現在の商業・サービス業の課題」の⑤へ】 
◆経営者の 6 割以上が 60 歳以上 

経営者の年齢について、60 歳以上が全体の 60%を超えており、70 歳以上も 30%を超えています。
⾼齢化が⾮常に進んでおり、事業承継や新たな事業展開など、転換期を迎えている事業所が多いと予想
されます。 

 
問 経営者（店主）の年齢 

 
(n=375) 

 
◆売上⾼及び売上単価が減少、経費及び⼈件費が増加、経営環境は厳しい 

直近３か年において、売上⾼と売上単価は減少し、経費と⼈件費が増加する傾向にあり、経営を取り
巻く環境は厳しくなっていることがうかがえます。 

 
問 直近３か年の売上⾼、売上単価、経費、⼈件費 

 
(n=375) 
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◆多くの事業者は顧客を市内在住者かつ⾼齢者に依存 
顧客に占める市内在住者の割合について、具体的な回答のあった事業者の 3/4 あまりが 80%以上と

しており、市内在住者に強く依存した経営を⾏っています。また、主な顧客の年齢層については、60
代をはじめとした年配層に集中しています。 

 
問 顧客総数に対する豊⽥市内の顧客の割合 

 
(n=238) 

問 顧客の主な年齢層（3 つまで選択） 

 
(n=238) 
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◆事業者の半数以上はほぼ固定客のみで経営しているものの減少傾向にある 
顧客に占める固定客の割合について、具体的な回答のあった事業者の半数以上が 80%を超えるとし

ており、固定客に経営を⽀えられていることがうかがえます。⼀⽅、直近３か年において固定客は減少
傾向にあります。 

固定客を確保している店舗は経営者の加齢とともに顧客の年齢層が⾼くなる傾向がありますが、主
要顧客が 60 代に⼊ると、所得の減少や消費意欲の低下に伴い来店機会が少なくなり、売上も減少して
いくという仮説が整理できます。そのため、今後、新たな顧客開拓ができない限り、売上の回復は容易
でないとみることができます。 

 
問 顧客総数に対する固定客の割合 

 
 (n=238) 

問 直近３か年の固定客の傾向 

 
(n=238) 
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顧客サービス【対応すべき課題「現在の商業・サービス業の課題」の⑥へ】 
◆宅配サービスやネット販売の実施率は低く、キャッシュレス決済導⼊も消極的 

顧客サービスについて、宅配サービスを提供している事業者は約 20%であり、ネット販売を実施し
ている事業者は 5%未満にとどまります。新型コロナウイルスの感染拡⼤以前の調査であり、その割合
は増加している可能性がありますが、こうしたサービスに消極的な事業者の多いことがうかがえます。 

また、キャッシュレス決済⼿段について、対応している事業者が最も多いものは、銀⾏・郵便振込み
やクレジットカードですが、いずれも 20%台にとどまっています。更に、対応予定を合わせた割合は
クレジットカードでさえ約30%しかなく、キャッシュレス決済に対する消極的な姿勢がうかがえます。 

 
問 宅配サービスの提供 

 
(n=238) 

問 ネット販売の実施 

 
(n=238) 

問 キャッシュレス決済の対応状況 

 
（注）デビットカード︓クレジットカードとは異なり、⼝座から即時引き落としされるカード 

(n=238) 



 

27 

◆半数近くがホームページを開設しているものの、それ以外の IT 対応を実施する事業者は少ない 
IT ツール・サービスの利活⽤について、40%以上がホームページを開設しています。⼀⽅、この他

に実施しているものは、「インターネットバンキングの利⽤」や「インターネット上での仕⼊・物品購
⼊等の発注」、「ＳＮＳの利⽤」が多くなっていますが、いずれも 20%前後にとどまっており、ホーム
ページ以外の対応はそれほど進められていない状況にあります。 

 
問 IT ツール・サービスの利活⽤（複数選択） 

 
(n=300) 
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雇⽤・労働【対応すべき課題「現在の商業・サービス業の課題」の④へ】 
◆物販、宿泊・飲⾷を中⼼に⼈材不⾜ 

⼈員の過不⾜感について、「物販関係」と「宿泊・飲⾷関係」で不⾜傾向の割合が⾼く、その割合は
40％前後となっています。⼀⽅、「サービス・娯楽関係」の不⾜傾向の割合は 10％強にとどまってお
り、⼈員の過不⾜感は業種により異なる傾向がうかがえます。 

 
問 ⼈員の過不⾜感 
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◆新卒採⽤に苦戦し、中途採⽤に軸⾜ 
最近３年間の採⽤について、新卒採⽤を約 2/3 の事業者が募集しておらず、募集しても採⽤できて

いない事業者が多くなっています。回答者の多くは中⼩・⼩規模事業者で知名度が低く、商業・サービ
ス業という業種では休⽇の勤務も多いことから若者に敬遠される傾向にあり、新卒採⽤に苦戦してい
る現状がうかがえます。 

⼀⽅、中途採⽤については、募集していない事業者が約半数を占めていますが、新卒採⽤よりも募集
している割合が⾼く、どちらかと⾔えば中途採⽤を重視していることが読み取れます。また、中途採⽤
の⽅が募集をかけて採⽤に⾄った事業者の⽅が多くなっており、中途採⽤が⼈材不⾜解消の⼿段とし
て成果を得やすい状況にあることがうかがえます。 

 

問 最近３年間の新卒採⽤ 

 
(n=375) 

問 最近３年間の中途採⽤ 

 
(n=375) 
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◆経営の⾒通しから採⽤に踏み切れない事業者も 
採⽤における問題について、「経営の⾒通しから採⽤に踏み切れない」が約 30%となっており、⼈員

不⾜にあるものの採⽤活動に⾄ることができていない事業者の多いことがうかがえます。また、「採⽤
活動に費⽤をかけられない」や「募集条件を満たす⼈材の応募がない」も 20%を超えており、採⽤に
予算をかけられないために⼈材が集まらないという悪循環を招いていることも推察されます。 

 
問 採⽤における問題（複数選択） 

 
(n=255) 

 
◆勤務時間の柔軟化による対応が中⼼、副業・兼業の承認も⼀部の事業者で⾏われている 

働き⽅改⾰への対応状況について、対⾯が求められる業種であることから在宅勤務・テレワークなど
の対応は難しく、交代勤務シフトの柔軟な対応など、「勤務時間の柔軟化」による対応が中⼼となって
います。また、副業・兼業の承認も 20%を超える事業者で⾏われています。 

 
問 働き⽅改⾰への対応状況 

 
(n=375) 
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将来に対する意向・期待【対応すべき課題「現在の商業・サービス業の課題」の①②へ】 
◆拡⼤意向を持つ事業者は 1 割、事業規模の維持と廃業を志向する事業者が増加 

今後の事業⽅針について、「当⾯、今のまま営業を継続する」と「⾃分の代でお店を閉める」がそれ
ぞれ 1/3 程度である⼀⽅、「営業規模を拡⼤する」意向を持つ事業者は 10％あまりにとどまっていま
す。 

平成 28 年度に実施した調査結果と⽐較すると、「当⾯、今のまま営業を継続する」が⼤きく減少し、
「⾃分の代でお店を閉める」が増加しています。このことから、事業を継続する意欲が低下しているこ
とがうかがえ、経営者の⾼齢化や売上低下などが影響しているものと考えられます。 

 
問 今後の事業⽅針 

 
（H28︓n=327、H31/R1︓n=375） 

 

  



 

32 

◆企業連携について⼀定のニーズあり 
異業種との連携や展開について、割合は低いものの、「他の 3 次産業（サービス業）とのかかわりを

強めたビジネス」をはじめとして⼀部の事業者に関⼼があることが⽰されています。 
 

問 異業種との連携や展開（複数選択） 

 
(n=375) 

 
◆拡⼤意向の事業者は地域の魅⼒向上に期待 

豊⽥市の商業活性化に必要なことについて、事業規模の拡⼤意向を持つ事業者では、「魅⼒ある商業
地の創出」が突出して⾼くなっています。安定的な業績を得るには地域全体の商業活性化を期待してい
ることがうかがえます。 

また、「地域への密着」や「個店のレベルアップ」も⾼くなっており、地域や他の店舗と連携して商
業を盛り上げたい意向や事業者⾃⾝の努⼒も必要と考えていることが読み取れます。 

 
問 豊⽥市の商業活性化に必要なこと（複数選択） 
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２－４ 商業者ヒアリング調査 
 

令和元年 11 ⽉から令和 2 年 2 ⽉に市内に事業所や店舗を有するベンチャー企業や⽀援機関等を対象
として、業況および雇⽤の現状・課題、将来の経営意向等について把握するために、ヒアリング調査を実
施しました。 
 

豊⽥市の商業特性【対応すべき課題「現在の商業・サービス業の課題」の⑤へ】 
◆買い物不便地域では、移動販売の需要があり好調 

市内には、近場で⾷料品等を購⼊することができる店舗に乏しい地域がいくつかあります。主に古い
住宅団地のある地区などでは、⾷品スーパーが移動販売を実施しており、⾼齢者を中⼼とした利⽤が多
く事業採算性を確保できています。ある程度の⼈⼝密度の⾼い地域であれば、⺠間主導による移動販売
が拡⼤していく可能性があります。 

 

新規ビジネス【対応すべき課題「現在の商業・サービス業の課題」の②へ】 
◆地元企業とのコラボレーションの意向 

市内のベンチャー企業では、売上の拡⼤や新規顧客の獲得が課題となっています。そうした中で、⾃
らのアイデアをもとに、市内の企業と連携した新商品の開発や新規サービスの提供を希望する事業者
もあり、⽀援機関や⾏政による仲介が期待されています。 

 
◆市が所有するオープンデータの活⽤意向 

市内のベンチャー企業は、オープンデータをマーケティングや新規ビジネスに活⽤したいという意
向があり、地⽅創⽣における仕事づくりを推進するため、国や地⽅⾃治体が保有するオープンデータの
整備と公開が期待されています。 

 

新規創業【対応すべき課題「現在の商業・サービス業の課題」の③へ】 
◆レンタルオフィス、出店可能な⼟地、中⼼市街地で従業員向け⽉極駐⾞場が不⾜気味 

市内には⾮製造業向けのインキュベーション施設やスタートアップ⽀援施設が少なく、起業する際
に活⽤できる拠点を望む声があります。また、ものづくり企業の⽴地需要が⼤きい⼟地柄、商業・サー
ビス業の⽤地が不⾜気味かつ⾼価であるとともに、中⼼市街地では従業員向け⽉極駐⾞場の確保も厳
しいため、出店が進まない要因となっています。 

 
◆起業志望者や新規創業者の交流機会に期待 

本市では経営の安定している⼤企業に就労する⼈が多く、起業マインドが醸成されにくいとされて
います。起業マインドの醸成や事業を成功に導くには、起業した⼈や企業を志す⼈が交流し、切磋琢磨
することが重要で、そうした場や機会の提供が期待されています。 
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◆助成⾦・補助⾦の情報が認知されていないなど情報提供⾯に課題 
創業段階では資⾦あるいは知⾒での⽀援ニーズは⾼いものの、⽀援メニューに関する情報を持って

いない経営者が多く、様々な不安や課題を抱えていることからも、伴⾛⽀援や相談所機能に対する期待
の声があります。 

 

地域の集客⼒【対応すべき課題「現在の商業・サービス業の課題」の①へ】 
◆事業者単独のイベントに限界、市や他の事業者との連携を期待 

集客のきっかけとしてイベントや催事に取り組んでいるものの、事業者による単独のイベントでは
企画⼒が弱くインパクトのある活動にも限界がある、市の商業を盛り上げたい等、同じ考え⽅を持った
事業者が連携できるような仕掛けが期待されています。 

 
◆クリエイティブ思考を持つ経営者（同志）の増加に期待 

まちに回遊性をもたらすには、⼩売店や飲⾷店などが集積して⽴地することが求められます。新しい
感覚を持ち経営意欲の⾼い経営者による新規出店が切望されており、⽴地誘導を促すような⽀援が期
待されています。 

 

⼈材確保【対応すべき課題「現在の商業・サービス業の課題」の④へ】 
◆結婚・出産後の⼥性の就労意欲は低い 

本市では配偶者の収⼊が多いため、結婚や出産等をきっかけに専業主婦となった⼥性の再就職ニー
ズが低いとされています。また、ものづくり企業が多く、主婦が再就職したいと思える仕事が少ないた
め、⼥性の就業率が⾼まらない状況にあります。 

 
◆就労や退職に⼟⽇休業の有無が影響する 

商業・サービス業は多くのアルバイトやパートスタッフに⽀えられていますが、⼟⽇出勤となると友
⼈や家族と過ごせないため、若い年代や専業主婦から避けられています。店舗の労働⼒不⾜を解消でき
ないだけでなく、⼟⽇のスタッフが確保できないため新規出店できない事態も⽣じています。 

 

⽀援体制・⽅法【対応すべき課題「現在の商業・サービス業の課題」の③⑥へ】 
◆継続的な⽀援を⾏う仕組み・体制がない 

特に新規創業者への⽀援体制については、経営計画を作る段階から寄り添い、⾃⽴するまで伴⾛⽀援
をすることが理想と考えられています。しかし、現状は補助⾦など個別の⽀援メニューに対する情報提
供にとどまっており、望ましい⽀援のあり⽅について検討が求められています。 
 
◆他市の⽀援機関に相談する事業者も⾒られる 

近年、近隣都市に設置された⽀援機関は、事業者が抱える様々な課題に対する相談機能を持ってお
り、本市で満たされない課題解決を求めて本市の事業者も利⽤している状況が⽣じています。 
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２－５ 住⺠アンケート調査 
 

令和元年９⽉に市内に在住する 20 歳以上の住⺠ 3,000 ⼈を対象として買い物の状況や意向、希望す
る働き⽅等について把握するアンケート調査を実施しました。 
 

買い物⾏動【対応すべき課題「現在の商業・サービス業の課題」の③⑥へ】 
◆50 代より若い年代でネットショッピングが定着 

「ファッション・⾐料・雑貨」、「旅⾏（宿泊予約、運賃、ツアー代等）、イベントチケット」、「娯楽
品（書籍、⾳楽、映像、ゲーム等）」、「家電・家具・インテリア」は、4 ⼈のうち１⼈以上が、インタ
ーネットを通じて購⼊・消費・⽀払いをしています。また、インターネットを通じて買い物しない⼈は
約 3 割にとどまり、7 割が利⽤していることになります。 

年齢階級別にみても、50 代の約半数は「ファッション・⾐料・雑貨」をネットで購⼊しています。
ネットショッピングについては、品⽬によって年代による利⽤の違いはあるものの、50 代よりも若い
年代では、買い物の主要な⼿段として定着していることがうかがえます。 

 
問 ネットを通じて購⼊・消費・⽀払いするもの（複数選択） 

 
（年齢別の傾向） 

 
(n=1,381) 
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◆宅配サービスのニーズは 4 割 
地元商店・スーパーマーケットにおける宅配サービスを利⽤している⼈は 15%あまりにとどまりま

すが、「利⽤したいが、実施したことがない」⼈を合わせると 40%近くになります。近年、⼤⼿スーパ
ーやコンビニが宅配事業を拡⼤する傾向にありますが、本市においても宅配サービスに⼀定のニーズ
があるとみることができます。 

 
問 地元商店・スーパーマーケットにおける宅配サービスの利⽤ 

 
(n=1,381) 

 
◆クレジットカードに加え他のキャッシュレス決済が利⽤できる購買環境を期待 

キャッシュレス決済について、約 70%の⼈がクレジットカードを利⽤しており、既に市⺠に広く定
着しています。また、交通系電⼦マネーや商業系電⼦マネーの利⽤は 30%前後ですが、今後利⽤した
い⼈を合わせると 40%を超えることとなり、キャッシュレス決済について複数⼿段の利⽤に対してニ
ーズのあることがうかがえます。事業者アンケートでは、キャッシュレス決済に対して事業者が消極的
な姿勢であったことから、消費者ニーズと⼤きな乖離があることが明らかになりました。 

 
問 キャッシュレス決済利⽤状況 

 
 (n=1,381) 
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就労意向【対応すべき課題「現在の商業・サービス業の課題」の④へ】 
◆60 代の半数近くが 65 歳を超えて働く意向 

20 代、30 代、40 代の 40〜50%が 60 歳までに就労を終えるイメージを持っていますが、60 代で
は 50％近くが 65 歳を超えて働く意向を有しており、⾼い就労意欲がうかがえます。企業に対して 65
歳までの継続雇⽤が求められていますが、こうした就労ニーズに対応し、働き続けられる就労の場づく
りが求められていると⾔えます。 

 
問 今後、働き続けたい年齢 

 
(n=1,381) 

 
◆20 代・30 代の 4 割が起業に関⼼ 

若い年代ほど起業に関⼼をもつ割合が⾼くなる傾向にあります。特に 20 代、30 代では、「現在準備
をしている」「とても関⼼があるが、今はするつもりはない」「少し関⼼がある」の３つを合わせると
40%前後となります。本市の開業率は全国や愛知県と⽐較して低い状況にありますが、若い⼈を中⼼
に起業に対して⾼い関⼼が⽰されています。 

 
問 起業に対する意向 

 
(n=1,381) 
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◆4 ⼈に 1 ⼈が転職に関⼼ 
転職経験のある⼈は約 40%になります。また、「現在、準備をしている」「とても関⼼があるが、

今はするつもりはない」「少し関⼼がある」を合わせると 25%を超えており、4 ⼈のうち１⼈が転職
に対して何らかの関⼼を持っています。 

 
問 転職に対する意向 

 
(n=733) 

 
◆在宅勤務、短時間勤務、時差出勤、副業・兼業等、多様な働き⽅ができる環境を希望 

多様な働き⽅について、「時差出勤・フレックスタイム」や「短時間勤務」は既に 20%を超える⼈が
実施していますが、「副業・兼業」や「在宅勤務」は 5%前後にとどまっています。 

⼀⽅で、勤務先で承認されているかを問わず関⼼の⾼いものは「副業・兼業」であり、約 30%が関
⼼を⽰しています。 

実施と関⼼を合わせた割合でみると、「時差出勤・フレックスタイム」で約 50%、「短時間勤務」や
「副業・兼業」は 40%前後、最も割合の低い「在宅勤務」でも 20%を超えています。本調査が新型コ
ロナウイルスの拡⼤前に実施したことを踏まえると、実際にはもっと⾼い割合になっていることが考
えられ、多様な働き⽅に対するニーズの⾼さがうかがえます。 

 
問 多様な働き⽅に対する意向 

 
(n=733) 
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第３章 対応すべき課題 

 
 
 
 
 
 
 
 

第３章 
対応すべき課題 
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３－１ 現在の商業・サービス業の課題 
 

本市の商業・サービス業の現在の課題は以下のように整理できます。 
 

①消費者購買の市外流出の抑制 
本市の消費購買の約 2 割が市外に流出していますが、今後、広域商圏を有する⼤型店が近隣市町で

開業するとともに、インターネット販売が拡⼤することが⾒通されるため、こうした流れを⽌めること
が必要です。 

 

②付加価値の⾼い新たなビジネスの創出 
本市には⾼所得世帯が多く⾼付加価値商品の⽀持層が存在する⼀⽅、出店⽤地の不⾜と⾼い地価に

より新たな市場を創出するビジネスが⽣まれにくい状況があります。これを打破し、消費意欲の⾼い消
費者が市内で買い物を楽しめる機会を創出していくことが必要です。 

 

③新規創業に対する機運の醸成 
若い世代は新規創業や副業・兼業への関⼼が⾼いものの、市内での新規創業は活性化していないた

め、起業を促す施設や施策の拡充が必要です。また、起業に必要な地域や新規創業の成功モデルを認知
させることで、新規創業に対する機運を醸成していくことも必要です。 

 

④労働⼒不⾜の解消 
⼈材不⾜は深刻な状況にあり、⼩規模事業者の多い商業・サービス業は、新卒者だけでなく中途採⽤

を含めて様々な⼈材を採⽤していくことが必要です。また、商業・サービス業の就労希望者は多くない
ため、事業者は多様な働き⽅への対応にやや消極的な姿勢を⾒直し、働きやすい環境を作っていくこと
が必要です。 

 

⑤⼤量閉店・廃業による購買環境悪化の回避 
経営者・店主の⾼齢化とともに、顧客の固定化・⾼齢化により経営悪化が進み、廃業意向の事業者が

増加しており、将来、店舗が⼤量閉店することが懸念されます。今後、⾼齢化が進む中で、地域で暮ら
しながら買い物できる環境を維持していくことが必要です。 

 

⑥消費者ニーズや社会の変化に応じた経営・サービスの改善 
IT 化やキャッシュレス対応等、顧客サービスへの対応に消極的な事業者が多い⼀⽅、サービス改善

に向けて市外の⽀援機関に相談に⾏く事業者も少なくありません。消費者のニーズの変化に対応し、質
の⾼い経営・サービスに取り組む事業者を市内で育成していくことが必要です。 
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３－２ 新型コロナウイルスの感染拡⼤の影響 
 

令和２年に感染拡⼤した新型コロナウイルスは、世界レベルの景気後退と⽇本⼈の働き⽅の⼤きな転
換を招きました。そのため、先に⽰した課題はそれ以前の情報をもとに作成したものであるため、ここで
は感染拡⼤が与えた影響について整理します。 
 

①既存店舗の経営環境の悪化と消費意欲の低下 
内閣府が発表した令和２年 4〜6 ⽉期の国内総⽣産（GDP）は年率換算でマイナス 28.1%となりま

した。リーマンショック後の四半期 GDP の落ち込みはマイナス 17.8%であり、今回はそれを⼤幅に
上回ります。 

また、新型コロナウイルスの感染拡⼤により政府が発出した緊急事態宣⾔の影響で市⺠の消費意欲
は⼤きく低下し、個⼈消費はマイナス 29.4％と⼤きく低下しました。⼀⽅で、巣ごもり消費と⾔われ
る新たな需要やネットショッピング、商品購⼊型のクラウドファンディングなど、⼀部で市場が活性化
したものもあります。 

 

②雇⽤機会の喪失と所得の減少 
愛知労働局が発表した令和２年 7 ⽉の有効求⼈倍率（季節調整値）は 1.07 倍となり、平成 31 年 4

⽉の 1.99 倍の半減近くまで低下しました。製造業の影響が強く表れており、雇⽤機会が⼤きく喪失し
ています。また、厚⽣労働省が発表した新型コロナウイルスに関連する解雇や雇い⽌めは、 2020 年
9 ⽉までに 52,508 ⼈となりました。企業の経営環境が⼤きく悪化しており、今後、家計所得の⼤幅な
減少が懸念されます。 

 

③新しい⽣活様式の定着と買い物⾏動の変化 
三密回避やオンライン活⽤を前提とした新しい⽣活様式が提唱され、暮らしや働き⽅が⼤きく変化

しています。特に、三密回避が難しいとされる飲⾷店は来店客数が⼤幅に減少し、テイクアウトやデリ
バリーなどへの対応が求められています。また、現⾦授受を伴わないオンライン決済やインターネット
販売が⼤幅に増加しています。職場では在宅勤務・テレワークや時差出勤・フレックスタイムへの対応
に迫られたことで、多様な働き⽅が急速に進められています。 
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第４章 これからの商業振興策について 

 
 
 
 
 
 
 
 

第４章 
これからの商業振興策について 
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４－１ 将来像 
 
将来像 

暮らし楽しむまちづくりに向け、 

魅⼒にあふれたまちを次世代に引き継ぐ商業の活性化 

 
 

豊⽥市商業活性化プラン（2018〜2020）の⽬的を本プランでも継承します。 
 

本市では、平成 29 年 4 ⽉に「ＷＥ ＬＯＶＥ とよた条例 」を制定し、魅⼒にあふれたまちを次世代
に引き継ぐとともに、多様な楽しみを尊重し分かち合いながら「わくわくする世界⼀楽しいふるさと」の
実現を⽬指しています。 

豊⽥市商業活性化プラン（2018〜2020）では、「豊かで快適な暮らし、安⼼な⽣活を⽀える商業機能
の維持・充実」と「個店、商店街等の魅⼒向上、機能強化の促進」を主な⽅針に掲げ、商業振興施策を展
開してきました。 

この間、平成 29 年 11 ⽉には、豊⽥市駅前に商業娯楽機能や住居機能などを備えた複合施設「KiTARA」
が完成し、市の新しい魅⼒を発信しています。また、令和元年 9 ⽉にはラグビーワールドカップ 2019™
が開幕、豊⽥スタジアムでは 3 試合を開催し、世界から多くのファンを集めて⼤きな盛り上がりを⾒せ
ました。 

⼀⽅、平成 24 年からはじまった戦後最⼤級といわれた景気の拡⼤局⾯が平成 30 年 10 ⽉をピークに
後退に転じました。また、令和 2 年には新型コロナウイルスが世界規模で拡⼤し、令和 2 年 4〜6 ⽉期
の国内総⽣産（GDP）2 次速報値は年率換算でマイナス 28.1％と戦後最⼤の落ち込みとなりました。 

リーマンショックと同様に景気回復には数年を要すると考えられますが、商業は安定的な雇⽤を創出
するとともに、暮らしに楽しさを与えるうえで重要な役割を担っています。これまでの本市商業の魅⼒と
活⼒を維持できるように、商業の担い⼿と市⺠が⼀体となって盛り上げていきます。 
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将来像実現に向けた⽬標・指標 
本プランでは、豊⽥市商業活性化プラン（2018〜2020）の⽬的を将来像として継承するとともに、

落ち込んだ景気の回復を促すため、これまで取り組んできた商業の魅⼒向上や活性化を更に推進して
いくこととなります。 

それには、現在の商業の担い⼿が⾼い意欲と希望をもって事業活動に取り組むとともに、新しい担い
⼿が輩出され、お互いがともに刺激し合い、より質の⾼い商品・サービスの提供、店づくり・商業地づ
くりを進めていくことが望まれます。本市商業の魅⼒向上や活性化に向けて最も⼤切なのは担い⼿で
あり、以下の２つを⽬標達成指標（KGI︓Key Goal Indicator）として掲げ、その達成を⽬指していき
ます。 

 
将来像実現に向けた⽬標・指標 

⽬標 ⽬標達成指標（KGI） ⽬標値（累計） 

より質の⾼い商品・サー
ビスの提供、店づくり・
商業地づくりの推進 

⾼い意欲と希望をもっ
て事業活動に取り組む
⼈材の育成 

⼈材育成事業への 
参加者数 

360 ⼈ 
（2021〜2024） 

新たな担い⼿の創出 創業者数 
968 ⼈ 

（2021〜2024） 
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４－２ 政策の⽅針 
 

（１）対応すべきこと 
第３章で整理した商業・サービス業の課題に新型コロナウイルスの感染拡⼤の影響を加味することで、

今後、本市では以下の対応が必要になります。 

・ 付加価値の⾼い商業・商品の創出 

・ 新たな担い⼿⼈材の育成・定着 

・ 買い物環境の維持・向上 
 
 

 

  

①消費者購買の市外流出の抑制

• 豊⽥市の消費の約２割が市
外に流出し、拡⼤傾向

• 広域商圏を有する⼤型店や
インターネット販売に流出

• 周辺地域の⼤型店の進出に
より今後も流出拡⼤が懸念

②付加価値の⾼い新たなビジネ
スの創出
• ⾼所得世帯が多く、⾼付加

価値商品の⽀持層が存在
• 出店⽤地の不⾜と⾼い地価

により新たな市場を創出す
るビジネスが⽣まれにくい

• 市内で買い物を楽しめる場
が必要

③新規創業に対する機運の醸成

• 若い世代の新規創業や副
業・兼業への関⼼の⾼まり

• 市内での新規創業は活性化
していない

• 公的な⽀援情報や新規創業
の成功モデルの周知が必要

④労働⼒不⾜の解消

• ⼈材不⾜は深刻な状況
• ⼩規模事業者が新卒者を募

集しても応募が少ないため、
中途採⽤への期待が⼤きい

• 就労希望の市⺠は限定的
• 多様な働き⽅への対応に消

極的

⑤⼤量閉店・廃業による購買環
境悪化の回避
• 経営者・店主の⾼齢化
• 顧客の固定化・⾼齢化によ

る経営悪化
• 廃業意向の事業者の増加
• ⾼齢化に伴う地域の購買環

境の維持が必要

⑥消費者ニーズや社会の変化に
応じた経営・サービスの改善
• IT化やキャッシュレス対応

等、顧客サービスへの対応
に消極的

• 他市の⽀援機関に相談に⾏
く事業者も少なくない

現プランの⽅針
個店、商店街等の魅⼒向上、機能強化の促進

豊かで快適な暮らし、安⼼な⽣活を⽀える商業機能の維持・充実

付加価値の⾼い
商業・商品の創出 新たな担い⼿⼈材の育成・定着 買い物環境の維持・向上

対応すべきこと（政策の⽅針）

【コロナの影響１】
既存店舗の経営環境の悪化と

消費意欲の低下

【コロナの影響２】
雇⽤機会の喪失と所得の減少

【コロナの影響３】
新しい⽣活様式の定着と

買い物⾏動の変化
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（２）政策の⽅針 
⽅針１ 付加価値の⾼い商業・商品の創出 

現在、消費の約２割が市外に流出していますが、松坂屋豊⽥店の営業終了や近隣市町での⼤型店出店
により更なる流出が危惧されます。このような兆候に加え、新型コロナウイルスの影響により、既存店
の経営悪化が懸念されます。 

⼈⼝約 42 万⼈を抱え家計所得の⾼い世帯が多く居住する本市では、⾼級品や専⾨的な商品に対する
⼀定規模のマーケットは存在するとされています。こうした消費者を取り込むうえで、訴求⼒のある
様々な業種の店舗が集積していることは重要な条件であり、⼤型商業施設等のストックを有効活⽤す
るうえでも、商業拠点性を維持向上していくことが重要です。そのため、豊⽥市内で魅⼒的な商品やサ
ービス、店舗に出合える商業地づくりやブランド形成を進めていきます。 

また、コロナ禍において来店による購買⾏動が急速に縮⼩するとともに、事業者の経営存続に対する
意欲の低下も懸念されており、市⺠が市内の⼩売店や飲⾷店を積極的に利⽤し、応援するムーブメント
を醸成することで商業を盛り上げていく必要があります。 

 
 

⽅針２ 新たな担い⼿⼈材の育成・定着 
⾃動⾞をはじめとする世界有数のものづくり産業の集積地域の中⼼である本市では、商業をはじめ

として他の産業が育ちにくい傾向があります。本市が持続的な発展を続けるうえで、ものづくり産業に
過度に依存した現状からバランスの取れた産業構造に移⾏していくことが必要です。そのため、まちの
魅⼒を⾼め、にぎわいをもたらす商業・サービス業に携わる⼈材を増やしていくことは⾮常に重要とな
ります。 

コロナ禍に伴う経営の悪化により⼀部の業種で採⽤意欲の低下が⾒込まれるものの、⾷料品や⽇⽤
品を扱う⼩売店では担い⼿不⾜の状況が続いています。今後、「新たな⽇常」の定着により、デジタル
化など新しいサービスに対応できる⼈材がこれまで以上に求められるものと予想されており、こうし
た⼈材を中⼼に不⾜する⼈材の確保・定着を進めていきます。 

また、⾃ら起業して事業を⾏う⼈材を創出していくことも重要です。消費者の嗜好が多様化するとと
もに、流⾏が⽬まぐるしく変化しており、起業・創業にチャレンジする⼈材による事業者の新陳代謝が
期待されます。本市では起業や副業・兼業に対する関⼼が⼀定数ある⼀⽅で、新規創業は多くはないこ
とから、こうした機運を⾏動に変えていく必要があります。 
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⽅針３ 買い物環境の維持・向上 
今後、市内⼈⼝の減少が進んでいく中で、とりわけ⾼齢化が進んでいる地区では、消費購買⾏動の縮

⼩が⾒込まれます。同時に経営者の⾼齢化も進んでいることから、今後、廃業による市内店舗数の減少
が懸念されます。また、新型コロナウイルスの影響により外出機会が減少しており、こうした状況が⻑
期化すれば、経営の悪化を加速化させることも危惧されます。そのため、既存店の存続や新たな事業参
⼊、配達サービスや移動販売などの販売形態の多様化を促すことにより、⾼齢者をはじめとして⾝近な
地域で安⼼して買い物ができるように努めていく必要があります。 

また、従来から拡⼤傾向にあったインターネット販売市場は、コロナ禍で更に成⻑することが⾒込ま
れるため、店舗に出向く機会は縮⼩する傾向にあります。既存店では、新しい⽣活様式に対応した店舗
づくりや新たな需要に対応した事業転換を円滑に進めるとともに、来店による利⽤価値を⾒出してい
く必要性に迫られています。 

そのため、事業者に対して情報やアイデア、ノウハウ等を提供し、事業者による新たなビジネスの挑
戦を促すことにより、市⺠が質の⾼いサービスを受けられる買い物環境を形成していきます。 
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４－３ 施策と主な取組 
 

豊⽥市商業活性化プランの将来像及び⽬標を実現するため、3 つの基本⽅針に対応して具体的な取組
を整理します。また、本市は 2018 年 3 ⽉に「SDGs 未来都市」に選定されていることを受け、SDGs の
17 の⽬標のうち、各取組を推進することにより解決を図っていく⽬標を⽰します。 
 

⽅針１ 付加価値の⾼い商業・商品の創出 
施策① 市内での消費購買を増やすとともに、商業拠点性を向上する 

コロナ禍で落ち込んだ⼈の流れを呼び戻し、松坂屋豊⽥店の営業終了後も中⼼市街地が魅⼒
的な商業地としてにぎわうように、テナントミックスの推進により市内で不⾜する業種・機能
の集積を図ることで、多様な専⾨店の集積を促すとともに、市内で買い物をするために訪れる
仕掛けをつくります。 

 

《取組》市⺠が市内事業者で購買する機会を提供する   

新型コロナウイルスの影響で⼤きく落ちこんだ市内の⼩売店や飲⾷店等の売上を回復するため、市
⺠が市内で購買する機会を創出するとともに、市内の事業者を応援する機運を醸成します。 

コロナ禍においては、商店街等が主催する販促イベントやマルシェ等の開催を⽀援します。また、新
型コロナウイルスの収束後は、集客イベントの開催やプロモーションにより商業拠点への誘導を推進
します。 

＜関連事業＞ 
事業名 内容 ⽀援団体等 

商店街等事業機

会拡⼤事業 

新規顧客獲得につながるイベント等の開催⽀援や⼤学等との新し

い取組（情報提供、イベント開催、商店街マネジメント、調査・計

画策定等）に対して⽀援する。 

商店街、地域経

済団体等 
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《取組》中⼼市街地に誘客するきっかけとなるにぎわい空間を創出する   

新型コロナウイルスの影響により、今後、空き店舗が急速に増加するとともに、来街者の減少が危惧
される中で、まちがにぎわう雰囲気を醸し出すため、都市利便増進協定に基づいた道路空間の活⽤のほ
か、各部局が連携して道路空間や空き地、空き店舗を活⽤し、にぎわい空間を創出します。 

交流スペースの創出、郊外に店舗を構える事業者の商品展⽰スペースの構築等、まちなかでにぎわい
を感じる空間形成を⽀援します。また、中⼼市街地への滞留を促す、快適な憩い空間の整備を⽀援しま
す。 

＜関連事業＞ 
事業名 内容 ⽀援団体等 

中⼼市街地商店

街等店舗等整備

事業 

⺠間投資を先導する不⾜業種の誘致、チャレンジショップ等の整

備（空き店舗等の遊休資産活⽤を含む）の⽀援やコミュニティ施設

等の整備に対して⽀援する。 

指定法⼈ 

中⼼市街地テナ

ントミックス整

備事業 

⺠間事業者による「中⼼市街地テナントミックスビジョン再構築

プロジェクト会議」の調査事業に基づいた施設整備を⽀援する。 

－ 

公共空間等整備

事業 

集客核における公共空間等の施設（広場、トイレ、休憩スペース等）

の整備等を⽀援する。 

再開発施設管理

運営法⼈、再開

発施設管理組合 

 

《取組》訪れたくなる魅⼒的な店舗集積を図る     

42 万⼈都市にふさわしい魅⼒的な商業集積を図るため、中⼼市街地におけるテナントリーシングを
⽀援します。 

名鉄豊⽥市駅や愛環新豊⽥駅の乗降客の取り込みや買い物⽬的による来街者数の増加を図るため、
既存⼤規模複合商業施設の魅⼒向上、まちなかに不⾜している業種や時間消費型商業施設等の⽴地を
誘導します。 

＜関連事業＞ 
事業名 内容 ⽀援団体等 

商業・サービス

機能誘致奨励事

業 

商業・サービス機能の拠点となる施設を誘致するため、条例等で定

められた奨励事業者を⽀援する。 

指定事業者 
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《取組》地域や商店街を盛り上げるために⾏動する団体を育成する    

⾃⾝の店舗の魅⼒向上にとどまらず、周辺店舗との連携やイベント開催等を通じてまちを盛り上げ
ようと活動する団体の主体的な取組を⽀援します。 

商店街の担い⼿はもちろん、既存の団体の枠組みにとらわれることなく、複数の事業者による連携し
た活動を⽀援します。また、セミナー参加やアドバイザー派遣など、知⾒・ノウハウの向上に資する活
動に対して⽀援します。 

＜関連事業＞ 
事業名 内容 ⽀援団体等 

商店街等事業機

会拡⼤事業（商

店街リーダー育

成関係） 

次代の商業、商店街を担う⼈材育成を図るため、セミナーへの参加

促進及びアドバイザー派遣などの⽀援により、商店街の若⼿・後継

者等を、商店街の次世代のリーダーとして発掘・育成し、商店街組

織の意識改⾰と若返りを⽬指すとともに、商店街の機能強化及び

魅⼒向上を図る。 

商店街、地域経

済団体等 
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施策② 豊⽥市商業の魅⼒と価値を⾼める 
テストマーケティングを活⽤しながら、農業や製造業など異業種との多様な連携を通じて、

豊⽥市を代表する売れる商品のブランド形成と販売促進に取り組みます。 

 

《取組》豊⽥ブランドとなる商品・事業者を創出・育成する    

豊⽥市で販売される商品や提供されるサービス等の付加価値や認知を⾼めるとともに、市⺠に親し
まれ売れる商品・サービス群を提供するため、豊⽥ものづくりブランドや豊⽥農産物ブランドと同様に
ブランド化に取り組みます。 

ブランドのテーマやコンセプト、ターゲット、認証制度、セールス・プロモーション⽅法等を検討し
てブランド商品を選定するとともに、事業者による新たな商品づくりを⽀援します。 

＜関連事業＞ 
事業名 内容 ⽀援団体等 

特産品展開事業 事業者の販路拡⼤及び豊⽥市の PR のため、事業者等が実施する豊

⽥市の特産品等の展⽰会、即売会等の実施に対して⽀援する。 

地域経済団体等 

商店街等事業機

会拡⼤事業 

顧客の獲得、販売促進等の事業機会の拡⼤を⽬的とした商品開
発などを⽀援する。 

商店街、地域経
済団体等 

 

《取組》異業種連携による新たな商品・サービスを創出する    

事業者による魅⼒的な商品・サービスを創出するための開発を⽀援します。農林⽔産物の地産地消の
拡⼤を⽬的とした商品開発や市内の流通改⾰、ものづくりや観光と商業が連携した新たな商品・サービ
ス創出など、異業種連携による商品の魅⼒化や⾼付加価値化と販路拡⼤を図ります。 

⽣産者と⼩売事業者等との商談会の開催等、事業者による直接的なマッチングはもとより、商⼯団体
や⾦融機関等による情報交換の機会を確保することで、多様な連携を促進します。。 

＜関連事業＞ 
事業名 内容 ⽀援団体等 

マッチング促進

事業 

☆拡充☆ 

事業者の販路拡⼤及び豊⽥市の PR のため、⽣産者と⼩売事業者等

との商談会の開催に加え、ホームページ等を活⽤した随時商談が

可能な仕組みづくりを進める。 

市直轄事業 
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《取組》新たなチャレンジに取り組む事業者を地域で応援する    

事業者が攻めの姿勢でコミュニティビジネスに積極的にチャレンジできるようにするための⽀援を
⾏うとともに、こうした取組を市⺠が応援する仕組みを構築します。 

新たな資⾦調達⼿段の確保やテストマーケティングを可能とするクラウドファンディング事業を推
進するとともに、市⺠等による購⼊や寄付を誘導します。また、⾒本市等の出展⽀援、商品の展⽰販売
スペースの提供、マルシェ出店⽀援等、販路拡⼤の機会を確保します。 

＜関連事業＞ 
事業名 内容 ⽀援団体等 

新ビジネスおう

えん補助⾦ 

★新規★ 

クラウドファンディングを活⽤して創業や新商品・サービスの開

発等の新しい事業を⾏うための資⾦調達を⾏うものに対して、ク

ラウドファンディング活⽤に係る経費を⽀援する。 

市内で創業する

者及び中⼩事業

者等 
中⼩企業経営⼒
⾼度化事業補助
⾦  
☆拡充☆ 

全業種の中⼩企業に対し、販路開拓、⼈材育成、事業承継・M&A、
BCP 策定、⼈材確保の５項⽬に対して⽀援する。うち、販路開拓
について、⾒本市等へ出展料や運搬費等を⽀援する。 

市内事業者等 
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⽅針２ 新たな担い⼿⼈材の育成・定着 
施策① ベンチャー・エコシステムを活性化して多様な起業を促進する 

起業に対する市⺠の関⼼を⾼めるとともに、同じ意識を持った市⺠が集まり、学び合える仕
組みを構築することで、様々なビジネスにチャレンジしていく地域⾵⼟を醸成するとともに、
新規創業の促進を図ります。 

 

《取組》起業に対する市⺠の関⼼を喚起する   

市⺠の起業に対する理解を深め、働き⽅の選択肢の⼀つとするため、若者や⼥性を中⼼とした起業教
育を推進します。 

コミュニティビジネスやフリーランス等に対する学びの機会を増やすとともに、起業に関⼼のある
⼈や応援したい⼈、新規創業した⼈等が⾃由に交流できる場（コワーキングスペース）の提供に努め、
市内での起業⾵⼟を醸成します。 

＜関連事業＞ 
事業名 内容 ⽀援団体等 
創業機運醸成事
業  
★新規★ 

若年層向けに「創業ベンチャースクール」を実施し、創業に対する
理解を深めるともに、働き⽅の選択肢としての認知を図る。 

市内の⼩学⽣ 
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《取組》関係機関連携による包括型のベンチャー⽀援体制を強化する   

市内で地域密着型の起業を促進させるため、地域経済団体や⾦融機関などの⽀援機関が連携し、起業
はもとより成⻑過程に応じた適切な⽀援を受けられる仕組みを構築します。 

豊⽥市をはじめ、市内の⽀援機関にワンストップ創業⽀援窓⼝を設置し、相談しやすい環境をつくる
とともに、創業塾の開催、専⾨家派遣や伴⾛型⽀援等、各機関がそれぞれの強みを⽣かした取組を⾏う
ことで、新規創業を包括的に⽀援します。また、開業までの準備事業段階で使⽤可能な安価なレンタル
オフィススペースや事業所の確保を⽀援します。 

＜関連事業＞ 
事業名 内容 ⽀援団体等 
信⽤保証料補助
制度（環創） 

市内で創業を⽬指す⼈（創業間もない⼈）に対し、必要な知識の習
得はじめ対象融資資⾦に係る信⽤保証料補助など各種⽀援を実施
し、起業・創業をサポートする。 

豊⽥市内で創業
する者及び中⼩
事業者等 

創業出店促進事
業 

中⼼市街地及び地域商店街等の活性化のため、新たに創業を⾏う
者に対して開業準備期間に係る店舗賃借料を⽀援する。 

豊⽥市内で創業
する者及び中⼩
事業者等 

ワンストップ創
業⽀援窓⼝ 
☆拡充☆ 

豊⽥市をはじめ各⽀援機関にワンストップ窓⼝を設置し、必要に
応じて関係機関や専⾨家を紹介するなど、地域資源の発掘から商
品化まで、創業の段階に応じたきめ細やかな⽀援を⾏う。 

豊⽥市内で創業
する者及び中⼩
事業者等 

創業塾 創業サポートセンターと豊⽥信⽤⾦庫が主体となり、⽇本政策⾦
融公庫、中⼩企業⽀援ナビ、中⼩企業庁ミラサポ等と相互協⼒して
創業塾を開催。創業の基礎知識から事業計画のプレゼンテーショ
ン等、開業に必要な知識や⼿法を取得する。 

豊⽥市内で創業
する者及び中⼩
事業者等 

空き店舗、空き
ビル等活⽤⽀援
事業 

中⼼市街地における空き家、空き地、空きビル等の遊休資産活⽤に
よる商業、サービス業の⽴地の促進を⽬的とした仕組みづくりを
⽀援する。 

地域経済団体 
及び指定法⼈等 
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施策② 必要な⼈材を確保しやすい事業者へと転換する 
市内事業者の認知度とイメージの向上を図るとともに、多様な働き⽅が実現可能な就労環境

をつくり、個⼈のライフスタイルに合った職場として商業への就労と定着を促進し、労働⼒不
⾜の解消を図ります。 

 

《取組》事業者による多様な⼈材の活⽤を⽀援する     

事業者が必要とする⼈材の活⽤を⽀援するとともに、未就労者のスキルアップを推進します。 
⼤⼿就職情報サイトへの掲載等を⽀援するとともに、就労希望者がネット上で必要な情報を収集で

き、働いてみたいと感じられるように事業者による魅⼒的なホームページ作成・改善を⽀援します。ま
た、オープンファクトリーや⻑期インターンシップ等、⻑期的視点から市内事業者を好意的に理解する
機会を構築するとともに、副業・兼業による採⽤も含めた多様なマッチング機会の整備と事業者の応対
に関する指導・助⾔を⾏います。更に、若い世代や⼥性、外国⼈、⾼齢者等、多様な⼈材が活躍できる
ように、学習・訓練の機会を拡充します。 

＜関連事業＞ 
事業名 内容 ⽀援団体等 
オープンファク
トリー  
★新規★ 

地元の中⾼校⽣が、働く現場やそこで働く⼈に出会い、交流するこ
とを通して、地元企業に対する認識を深める機会を提供する。 

 

副業・兼業⼈材
とのマッチング
⽀援  
★新規★ 

雇⽤によらない⼈材活⽤策として、また、外部⼈材の活⽤による経
営活性化や新事業展開の契機として、副業・兼業⼈材の導⼊を推進
できるよう、マッチング⽀援を実施する。 

 

⻑期インターン
シップ受け⼊れ
⽀援  
★新規★ 

学⽣等の受⼊による社内活性化や、新しい発想を活かした新事業
展開、⻑期的な視点での採⽤活動のツールとして、⻑期インターン
シップの導⼊を推進できるよう⽀援する。 

 

中⼩企業魅⼒発
信 

就職を考える学⽣を対象とした、先輩名鑑（パンフレット）の発⾏、
動画作成配信、出張授業、合同企業説明会などの開催を⾏う。 

 

中⼩企業経営⼒
⾼度化事業補助
⾦  
★新規★ 

全業種の中⼩企業に対し、販路開拓、⼈材育成、事業承継・M&A、
BCP 策定、⼈材確保の５項⽬に対して⽀援する。うち、⼈材確保
について、⼤⼿就職情報サイトへの掲載等を⽀援する。 

市内事業者等 
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《取組》働き⽅の多様化に対応した職場をつくる    

商業やサービス産業が若者や⼥性にとって働きたいと思える職業に転換するため、多様な働き⽅が
可能な職場をつくります。 

働き⽅の多様化に関する経営者の学習機会やアドバイザー派遣、国や県の⽀援制度に関する情報提
供、モデル的な事業者の取組紹介等を推進します。また、テレワーク等、多様な働き⽅を実現するため
の経費を助成します。 

＜関連事業＞ 
事業名 内容 ⽀援団体等 
テレワーク導⼊
⽀援補助⾦ 

新規にテレワークを導⼊するにあたり、国の助成⾦等を活⽤した
中⼩企業等に対して豊⽥市が上乗せして補助⾦を交付する。 

 

働き⽅改⾰アド
バイザー・講師
派遣 

働き⽅改⾰の包括的な取組をはじめ、⼥性活躍やワークライフバ
ランスなどに対する助⾔や情報提供、セミナー・研修会への講師派
遣を実施する。 
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⽅針３ 買い物環境の維持・向上 
施策① 安⼼して買い物できる環境を確保する 

活⽤しやすい助成メニューを⽤意するとともに、新規ビジネスの参⼊を促進することで、誰
もが必要なものを買い物できる環境を維持します。 

 

《取組》コロナ禍に対応した店舗づくり等を⽀援する    

市⺠が安⼼して買い物・飲⾷ができる店舗づくりや商店街形成を推進します。 
事業者が新型コロナウイルスへの対策を円滑に実施できるように、必要な情報提供を図るとともに、

状況に応じて⽀援制度を拡充します。また、⾼齢化や国際化に対応して誰もが買い物しやすい店舗づく
りを⽀援します。 

＜関連事業＞ 
事業名 内容 ⽀援団体等 
商店街等施設整
備事業 

商店街等の活性化を図るために設置する施設・設備整備に係る経
費を補助する。共同店舗、顧客⽤駐⾞場、アーケード、カラー舗装、
ファサード、バリアフリー対応設備、防犯設備、AED、POS シス
テム、環境リサイクル対応設備、国際化対応施設・設備、情報通信
システム等が対象となる。 

商店街、地域経
済団体等 
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《取組》⼈⼝減少地域等の⾷料品・⽇⽤品の販売網を保全する    

中⼭間地域をはじめとする⼈⼝減少地域等において、事業者の廃業・撤退による⾷料品・⽇⽤品の購
買機会の喪失を防ぎます。 

制度融資の活⽤や事業承継により既存店舗の存続を⽀援するとともに、移動販売やネット販売、配送
サービス等の買い物弱者対策に資する新たな事業の実施を⽀援します。また、ドローンによる配送サー
ビス等、課題解消が期待される事業者からの提案に対する実証事業の実施を⽀援し、新しい買い物のあ
り⽅の確⽴を図ります。 

＜関連事業＞ 
事業名 内容 ⽀援団体等 
買い物環境改善
事業 

主に⼭村地域における社会的課題である買い物不⾃由環境改善に
向けたビジネスの⽴ち上げ等（宅配及び移動販売など）に対して⽀
援する。 

市内事業者また
は市内で事業を
営もうとする者 

制度融資 ⼩規模企業等振興資⾦（振、振⼩）や豊⽥市商⼯業者事資⾦（マル
トヨ）の活⽤を推進する。 

市内事業者等 

中⼩企業経営⼒
⾼度化事業補助
⾦  
★新規★ 

全業種の中⼩企業に対し、販路開拓、⼈材育成、事業承継・M&A、
BCP 策定、⼈材確保の５項⽬に対して⽀援する。うち、事業承継・
M&A は事業承継計画作成や⾃社売却のための専⾨事業者へのマ
ッチング登録及び仲介料等、BCP 策定は事業継続計画の策定にか
かる委託料を⽀援する。 

市内事業者等 
 

創業出店促進事
業 

中⼼市街地及び地域商店街等の活性化のため、新たに創業を⾏う
者に対して開業準備期間に係る店舗賃借料を⽀援する。 

商店街活性化計
画に掲げられた
不⾜等業種を取
り扱う事業者で
あること等 
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施策② 個々の事業者の魅⼒・サービスの質を向上する 
デジタル対応をはじめとした⾼度なサービスの導⼊を⽀援し、来店して買い物したいと思え

る店舗づくりや従業員の育成を進めます。 

 

《取組》ウィズコロナ・ポストコロナを⾒据えた事業展開を⽀援する     

ＩＴを活⽤した新サービス導⼊や情報発信等の⽀援により、新しい⽣活様式に対応した店舗づくり
を推進します。 

キャッシュレス決済の導⼊、飲⾷店によるテイクアウトやデリバリーサービス等の実施に向けたシ
ステム構築、商品購⼊や利⽤予約、広告宣伝を⾏うためのホームページ作成等、事業の実施に向けた助
成を⾏うとともに、学習機会を提供します。 

＜関連事業＞ 
事業名 内容 ⽀援団体等 
魅⼒あふれる店
舗創出事業 
★新規★ 

豊⽥市商業アドバイザー派遣事業における講師のアドバイスに基
づいて実施する個店の魅⼒創出・魅⼒発信事業への⽀援を⾏う。 

豊⽥市内に店舗
⼜は事業所を有
する個⼈⼜は法
⼈ 

 

《取組》事業者の多様な⽀援ニーズに対応できる⽀援体制を強化する    

事業者からの様々な相談に対応するため、⽀援機関等によるコンサルティング⼒を強化するととも
に、幅広い分野で⽀援が⾏えるように体制を強化します。 

デジタルやデザイン、広告宣伝等の分野での⽀援を拡充するため、市内で知⾒・ノウハウを有する⼈
材の活⽤も⾒据えた官⺠連携による⽀援体制を構築します。また、⽀援窓⼝の改善や事業者向け学習講
座の充実等、事業者が相談しやすい環境をつくります。 

＜関連事業＞ 
事業名 内容 ⽀援団体等 
中⼩企業指導団
体⽀援 

経営指導員の資質向上など地域経済団体における経営指導⼒の向
上及び団体経営の組織⼒向上に対する⽀援を⾏い、地域経済団体
の機能強化、コンサルティング⼒の強化を図る。 

地域経済団体等 

商業アドバイザ
ー派遣事業 

⼈材育成を戦略的に⾏うため、商⼯会議所・商⼯会・⾦融機関が事
業者の経営指導をする中で必要と判断した課題を解決するため、
に専⾨分野のアドバイザーを派遣する。 

豊⽥市内に店舗
⼜は事業所を有
する個⼈⼜は法
⼈ 
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《取組》店舗及び商店街が提供するサービスの質を改善する    

消費者ニーズの変化に対応して、事業者等が主体的に店舗づくりやサービス改善に取り組めるよう
にするための側⾯的な⽀援を⾏います。 

経営者のマーケティング⼒を⾼めるとともに、市場変化に対応して店舗や商店街が提供するサービ
スの質の改善に取り組めるように、研修開催やアドバイザー派遣等を⽀援します。 

また、事業者のもつ専⾨知識やコーディネート⼒を発揮する機会となる「まちゼミ」の開催を推進し、
事業者の⾼いプロ意識を養うとともに、消費者からの信頼を⾼めます。加えて、接客や外国⼈対応とい
った従業員向け講習や繁盛店の情報の提供など多様な学びの機会を提供します。 

＜関連事業＞ 
事業名 内容 ⽀援団体等 
商店街等事業機
会拡⼤事業（繁
盛店経営者育成
関係） 

経営者育成のため、⾃ら商圏調査や消費者ニーズを把握し、計画的
に戦略的な販売促進ができるよう、セミナーへの参加やアドバイ
ザー派遣等により、経営のノウハウ・知識の提供など繁盛店づくり
に向けた実践的な団体の取組に対して⽀援する。 

商店街、地域経
済団体等 

中⼩企業経営⼒
⾼度化事業補助
⾦  
☆拡充☆ 

全業種の中⼩企業に対し、販路開拓、⼈材育成、事業承継・M&A、
BCP 策定、⼈材確保の５項⽬に対して⽀援する。うち、⼈材育成
について、経営⼒の強化に資する研修への参加費等を⽀援する。 

市内事業者等 
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第５章 計画の推進に向けて 

 
 
 
 
 
 
 
 

第５章 
計画の推進に向けて 
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（１）推進体制 
本プランの推進にあたっては、庁内関係部局と常に連携を図りながら各種施策に取り組んでいきま

す。また、施策の実施主体となる事業者や商店街、地域経済団体等、更には商業の利⽤者である市⺠の
それぞれが役割を担い、その実現を図っていきます。 

 

①事業者の役割 
本プランの対象となる事業者の多くは⼩規模事業者ですが、⼩規模企業振興基本法では、経済社会情

勢の変化に即応してその事業の持続的な発展を図るため、⾃主的にその円滑かつ着実な事業の運営を
図るよう努めるとともに、相互に連携を図りながら協⼒することにより、⾃ら⼩規模企業の振興に取り
組むよう努めるものとしています。また、豊⽥市商業振興条例第 7 条では、商業者の役割として、良
質な商業及びサービスの安定した供給を⾏うとともに、⾃らの創意⼯夫による魅⼒ある商業活動の展
開に努めるものとしています。 

商業の活性化には、商業者⾃らの経営努⼒が⽋かせないものであり、また、⾃らが⾏う商業活動がそ
の地域社会に果たす役割が⼤きいことを改めて認識し、地域商業の発展のために貢献していくことが
求められています。そのため、商業を取り巻く環境の変化を認識しつつ、関連する事業を積極的かつ効
果的に活⽤していくことが期待されます。 

 

②商店街・地域経済団体等との連携 
豊⽥商⼯会議所及び市内６商⼯会、商店街、⾦融機関等は、⼀部事業の主体者であると同時に、事業

者を⽀援していく役割を担っています。そのため、これまで以上に市と緊密な連携をとりながら、各種
事業が積極的かつ効果的に活⽤されるように取り組むことが求められています。とりわけ、事業者に対
して情報提供や事業活⽤の働きかけを⾏う等の推進役、ときには様々な背景や利害関係をもつ複数の
事業者との調整役を果たしていくことが期待されます。 

 

③市⺠の理解及び協⼒ 
豊⽥市商業振興条例第 9 条では、市⺠は、基本理念に掲げる商業活動が果たす役割の重要性につい

て理解と関⼼を深め、商業者が提供する良質な商品及びサービス等を、市⺠⾃らが市内消費をすること
により、本市経済の発展と健全なまちづくりの協⼒に努めることを掲げています。また、「WE LOVE 
とよた条例」では、とよたの魅⼒を知り、これを暮らしに取り⼊れ、発信し、⾼めていくことを⾏動計
画としています。 

商業は市⺠⽣活にとって必要不可⽋なインフラであり、同時に暮らしに楽しさをもたらす重要な役
割を担っています。そのため、市⺠は消費という⼿段で応援するとともに、ときには商品・サービスの
評価者として、商業活性化を応援していくことが求められます。 
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（２）進捗管理 
①進捗評価の⽅法 

本プランでは、将来像実現に向けた⽬標・指標を設定しているため、計画期間中に⽬標達成状況を把
握し、その達成状況を踏まえつつ取り組みをコントロールしていきます。 

また、関連事業についても、活⽤状況を把握するとともに、課題を分析し、事業の実施内容や⽀援対
象、周知⽅法等の改善を適宜図っていくことで、より⾼い成果を誘導していきます。 

 

②評価体制 
本プランの実施にあたっては、実効性を確保するため、市のみならず第三者による公平・公正な評価

を⾏う必要があります。そのため、豊⽥市商業振興委員会において、施策の進捗状況について確認及び
評価を⾏い、成果の適切な評価と事業の⾒直しを⾏うことで、実効性の⾼いプランとしていきます。 
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補⾜ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
補⾜ 
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⽤語集 
 
 ⽤語 ページ 解説 
あ 
⾏ 

アドバイザー 
（adviser） 

51,57 
60,61 

企業から受けた相談に対して助⾔する⼈ 

 アパレル 19 ⾐料品。 
 新たな⽇常 47 新型コロナウイルスの感染拡⼤により社会に⼤きな変

化が起こり、変化が起こる以前とは同じ姿に戻ること
ができず、新たな常識が定着すること。 

 インバウンド 3 外国⼈が訪れる旅⾏。 
 インキュベーション施設 

（incubation office） 
33 起業家の育成や、創業初期段階の起業者の⽀援、新事業

の⽀援等を⽬的とした施設。⽀援サービスとして、オフ
ィスやコワーキングスペース等の低価格での提供や、
アドバイザー等の配置がなされる。 

 ウーバーイーツ 
（Uber Eats） 

21 アメリカの配⾞サービス「Uber（ウーバー）」を応⽤し
た料理宅配サービスの名称。宅配を⾏っていない飲⾷
店の商品も注⽂することができる。 

 オープンデータ 
（open data） 

33 社会経済全体の発展に寄与することを⽬的として、許
可されたルールの範囲内で⾃由に複製・加⼯や頒布な
どができるデータ。官⺠データ活⽤推進基本法（平成 28
年）において、国及び地⽅公共団体は取り組むことが義
務づけられた。 

 オープンファクトリー 
（open factory） 

56 ⼯場の製造過程を⼀般の⼈が⾃由に⾒学できる取組。
地域でまとまって開催したり、⼩売店のバックヤード
⾒学など幅広い業種が参加する事例もある。 

か 
⾏ 

開業率 18,37 ある特定の期間において、「（1）新規に開設された事業
所（または企業）を年平均にならした数」の「（2）期⾸
において既に存在していた事業所（または企業）」に対
する割合。 

 完全失業率 15 労働⼒⼈⼝に占める完全失業者の割合。完全失業者は、
仕事をしていない⼈のうち働く意思のない⼈を除いた
もの。 

 キャッシュレス決済 
（cashless） 

26,36 
40,60 

クレジットカードや電⼦マネー、⼝座振替等を利⽤し
て、現⾦を使わずに⽀払い・受け取りを⾏う⽅法。 
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 ⽤語 ページ 解説 
 クラウドファンディング 

（crowdfunding） 
21,41 
53 

インターネットを介して活動・夢・⽬標を発信し、その
呼びかけに賛同した⽀援者や共感者から、活動資⾦を
少額ずつ募る仕組み。⽇本では、⽀援者等が出資し、リ
ターンとしてモノやサービスを得る「購⼊型」と呼ばれ
る活動が広く普及している。 

 ⾼付加価値商品 40 デザインや機能性、希少性、信頼性などで他の商品と差
別化を図ることで、⾼い収益性を⽣み出す商品。 

 ⾼齢化率 16 総⼈⼝に占める 65 歳以上⼈⼝の割合。 
 コミュニティビジネス 

（community business） 
53,54 地域課題の解決に向けて地域資源を活⽤しながらビジ

ネス⼿法を⽤いて取り組むもの。 
 コロナ禍 3,47 

48,49 
58 

新型コロナウイルスの感染拡⼤で引き起こされるさま
ざまな災難や不幸、経済的・社会的影響。 

 コワーキングスペース 
（coworking space） 

54 業務や会議などができる空間を持つ施設で、起業家や
フリーランスなどが仕事をしたり、起業に興味のある
⼈などが⾃由に集まることで出会いや気づきが⽣じ、
新たな事業創出のきっかけとなるもの。 

 コンサルティング 
（consulting） 

60 企業の経営層に対して、経営課題を可視化し、問題解決
の助⾔をすること。 

さ 
⾏ 

在宅勤務 30,38 
41 

会社に出勤していた⼈が⾃宅で就業する働き⽅。 

 サブスクリプション（定額制） 
（subscription） 

20 商品の購⼊⾦額を⽀払うのではなく、⼀定期間の利⽤
権として料⾦を⽀払うビジネスモデル。 

 シェアリングエコノミー 
（sharing economy） 

20 インターネットを介して、モノ・バショ・サービス・ス
キルなどを、多くの⼈と共有・交換して利⽤するビジネ
スモデル。 

 時差出勤 38,41 ⼀⽇の労働時間を決め、労働者は総勤務時間を変える
ことなく、始業・終業時刻を選ぶことができる制度。通
勤時の混雑回避を⽬的に導⼊されるもの。 

 スタートアップ 
（startup） 

33 ビジネスにおける新規事業の⽴ち上げや起業を指す。
イノベーションを起して短期間のうちに圧倒的な成⻑
率で事業を展開する企業をスタートアップ企業と⾔
い、ベンチャーと使い分ける。 
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 ⽤語 ページ 解説 
た 
⾏ 

短時間勤務 38 ⼀⽇の労働時間を短縮して勤務すること。育児・介護休
業法の改正により 2009 年から各事業主に導⼊が義務
づけられた。 

 チャレンジショップ 50 新規創業や店舗所有を希望する⼈に対して中⼼市街地
の空き店舗などを貸し出し、試験的に営業しながら独
⽴開業を⽀援していく施設。 

 昼夜間⼈⼝⽐ 7,12 昼間人口を夜間人口（常住人口）で除した数値（指数）。

昼間人口は、常住人口から流出人口（通勤や通学で他の

地域へ流出している人口）を引き、流入人口（通勤や通

学で他の地域からその地域へ入ってくる人口）を加え

たもの。 
 テストマーケティング 

（test marketing） 
52,53 商品・サービスの販売・展開前に、限定した地域や流通

路において試験的な販売を⾏うこと。その結果にもと
づいて課題を把握し、商品・サービスの改善を⾏った
後、本格的な販売を⾏う。 

 テナントミックス 
（tenant mix） 

2,49 
50 

商業施設等の集客効果を最⼤化するため、テナント（業
種業態）の最適な組み合わせを⾏うこと。 

 テナントリーシング 
（tenant leasing） 

50 不動産を賃貸する商業施設にテナントを誘致するため
の営業活動。 

 テレワーク 
（telework） 

30,41 
57 

インターネットなどを活⽤して勤務場所や勤務時間に
とらわれない柔軟な働き⽅で、在宅勤務も含まれる。 

は 
⾏ 

フェアトレード商品 
（fairtrade） 

21 ⽴場の弱い開発途上国の⽣産者や労働者の⽣活改善と
⾃⽴を図るため、原料や製品を適正な価格で継続的に
購⼊することにより提供される商品。 

 副業・兼業 30,38 
40,47 
56 

⼆つ以上の仕事を掛け持つこと。厚⽣労働省では副業
と兼業について明確な違いを⽰しておらず、ひとつの
⾔葉として整理している。 

 プロモーション 
（promotion） 

2,49 
52 

商品・サービスに対する意識や関⼼を⾼め、購買を促進
するメッセージ。具体的な⼿段として、広告・販売促進
のグッズ・Web サイトの作成や、販売スタッフ等によ
るものが挙げられる。 

 フリーランス 
（freelance） 

54 会社や組織に属することなく、⾃らの技術や技能を拠
り所として個⼈で仕事を請け負う働き⽅。 

 フレックスタイム 
（flextime system） 

38,41 労働者が⽇々の始業・終業時刻、労働時間を⾃ら決める 
ことによって、⽣活と業務の調和を図りながら効率的
に働くことができる制度。 
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 ⽤語 ページ 解説 
 ベンチャー・エコシステム 

（venture ecosystem） 
54 起業⽀援者、企業、⼤学、⾦融機関、公的機関等が連携

することで次々と起業を創出し、そのことを通じて更
に優れた⼈材・技術・資⾦を呼び込み、更なる起業創出
の循環を⽣み出すこと。 

 ベンチャー企業 
（venture company） 

33 明確に定義されているものはないが、⼤企業の枠組み
では取り組みにくい独⾃の技術や新しいアイデアを実
践し、成⻑している事業者。 

ま 
⾏ 

まちゼミ 61 ⼩売店の店主や従業員が講師となり、プロならではの
専⾨的な知識や情報、コツなどを受講者に教える少⼈
数制の講座。 

 マルシェ 
（marché） 

21,49 
53 

フランス語で市場のことをいう。近年、産直品や⼿作り
雑貨などの無店舗販売事業者やキッチンカーが集ま
り、イベントとして開催されることが多い。 

 ムーブメント 
（movement） 

47 ⼤きな流れ、運動。 

ら 
⾏ 

リーマンショック 41,44 2008 年 9 ⽉に⽶国の投資銀⾏リーマン・ブラザーズの
経営破綻を契機に世界的に起こった⾦融危機。 

 労働⼒率 14,15 15 歳以上⼈⼝に占める労働⼒⼈⼝の割合。労働⼒⼈⼝
は、就業者と完全失業者を合わせたもの（求職していな
い⼈を含まない）。 

わ 
⾏ 

ワークライフバランス 
（work‒life balance） 

3,57 仕事と⽣活の調和。⽼若男⼥誰もが、仕事、家庭⽣活、
地域⽣活、個⼈の⾃⼰啓発など、さまざまな活動につい
て、⾃ら希望するバランスで実現できる状態。 

 ワンストップ窓⼝ 4,55 各種⼿続きの際の窓⼝を複数から⼀つに集約し、利⽤
者の利便性を⾼めるもの。 
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