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大型店の進出と流通・商業の変貌
一一北海道の実態を事例に一一

杉本修
（札幌学院大学）

はじめに

札幌圏を中心に記録的な大雪となった今年の

冬，閉じられたシャッターの前に雪がうずたか

く積もった廃業商店は，いま存亡の瀬戸際に立

たされた地域の商店街の未来を暗示するかのよ

うである。フェアプレイとは，力に大きな差が

あるものを何らのハンディなしに戦わせること

ではないと思う。 しかしながら， 「日本では，

流通規制緩和 ・撤廃論があたかも万能薬のごと

く誇大宣伝されているが，頭を冷やして諸外国

のすぐれた経験を謙虚に学ぶ姿勢と努力が求め

られる」I）という正論を受け入れる耳を持つ人

はあまりにも少ないように思われる。

北海道でも90年代に入ってから，ナショナル

チェーンの大型店の進出が著しく， 70年代の第

1次大型店進出ブームを上回る勢いを見せてい

る。それはもはや傍若無人としか形容のしよう

のないものである。昨年の夏，地元紙2）が夕刊

一面トップで報じた「小樽築港駅周辺再開発」

の商業施設計固などは，その典型であろう。詳

細は後の節で述べるが，延べ面積61万m＇の建物

（群）を作り，大手スーパーニチイの「ビブ

レ」と「サティ」を核店舗とする小売店舗12万

m＇の他，ホテル，飲食店，映画館，スポーツ施

設，屋内遊園地，さらに戸数7百程度の集合住

宅を持つというものである。小樽市小売業の全

売場面積が16万m＇弱であることを考えるならば，

これは「大型店進出」などという次元の問題な

どではなく，まさに大手スーパーによる「地域

乗っ取り」である。

最近の地元紙には，大手スーパーの新しい北

海道戦略が次々と報じられているが，共通して

見られるのは，店舗の拠点配置から面戦略への

転換である。すなわち，札幌市を中心とする拠

点諸都市への店舗の配置をさらに密にし，市場

を面として確保し，北海道市場において一定の

シェアを獲得しようとするものである。これに

対して，留萌市では地元商店街が協同で核店舗

を形成しようというような動きが始まっている。

しかし「小樽築港駅周辺再開発」のように，地

元自治体（小樽市役所）が積極的に計画を推進

しようとしている例もある。江別市大麻地区で

はJR北海道と大手スーパーダイエーの合弁企

業が，地元の反対にもかかわらず大型店を出店

しようとしている。大店法が実質的には全くの

骨抜きになった間隙をついて，大手スーパーの

出店競争が再燃しようとしている。しかし問題

は大手スーパーの進出だけではない。本外｜資本

の電器，紳士服，靴などの大型専門店の進出も

また，地元中小小売店の大きな脅威となってい

る。たとえば札幌市て、怯札幌駅隣接地にヨドパ

シカメラ札幌店， T・ ZON E札幌店が相次い

で開店し，「札幌ノマソコン戦争」と呼ばれる現

象が起きている。『日本経済新聞』の北海道版

では次のような例が報じられている九「現在

人気の高いメーカー希望小売価格69万円のノー

ト型ノマソコンは， ヨドパシカメラ新宿店での販

売価格43万 8千円に対して札幌店では39万 8千

円で売っている」。これに対してヨドパシカメ

ラ札幌店の店長は「原価割れの商品もあるが，

うちは本支店全体で利益が出ればいいという考
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え。価格競争にはまだまだ応じる」という。こ

れはまさしく規制緩和の大合日目が何をもたらす

のかを示す典型的な例であろう 。

「すでに地方都市の一部は解体しかかってお

り， 『街』の名に値しない無秩序・無性格な群落

に堕しつつある」4）という状況は，北海道も例

外ではない。本稿では，まず最初に北海道小売

商業の特殊性を概観し（第 1節），近年に至る

「大型店進出」の状況を整理し（第 2節），さ

らに自治体主導型の特異な「大型店進出」の例

である「小樽築港駅周辺再開発」計画を検討す

る（第 3節）こととする。

北海道小売商業の特殊性

90年国勢調査に よれば，北海道の212市町村

のなかで， 1985年（昭和60）からの 5年間で人

口の増加した市町村は23市町村にすぎない。さ

らにその人口増加数のほとんどが札l院市と，そ

の周辺の市町村によって占められている。北海

道は全国面積の22%を占めるが，人口シェアは

5%に満たず（4.6%），さらに人口の 3害I］が札

幌市に集中している。札幌市以外の主要都市は

旭川市（道北：人口35万 9千人），函館市（道

南 30万 7千人）' i;/11路市（道東 20万6千人），

帯広市（道東： 16万7千人）などであり，それ

らが地域の中心都市となっている。主要幹線道

路は札幌市を基点に放射線状に地域中心都市に

伸びている。 札幌市からの距離は，最も近い旭

川市で・134km，函館市268km，帯広市262km,

釧路市379kmである。きわめて大雑把ないい

方をするならば，北海道は，札幌市を中心に小

樽市から苫小牧市を含む道央固，旭川市を中心

とする道北圏，画館市を中心とする道南圏，帯

広市 ・i;/11路市を中心とする道東圏，さらに北見

市を中心とするオホーツク圏，という県レベル

の広さを持つ地域の集合体である。道央圏を除

〈他の圏は，いずれも広大な農山漁村地域の中

に中心都市があるという構造を持っている。こ

うした地理的な構造の下で，各地域中心都市は

それぞれかなり独立性の高い小売商圏を形成し

てきたへそこではいくつかの地方百貨店を核

店舗とした専門商店街が当該都市のみならず周

辺町村からの顧客を吸引し，圏の中心商店街を

形成していた。

北海道は500万人規模の人口を持つとはいえ，

それは実質的には独立性の高いいくつかの圏の

集合体に過ぎず，札幌市以外の大都市を持たな

いのであるから，そこに大規模小売商業資本が

自生する可能性はほとんどなかった。例えば，

『日経流通新聞』の「1974年度臼本の小売業二

百社調査」にランクされている道内企業は次の

7社に過ぎない。32位 ．丸井今井（地場最大手

百貨店：店舗は札幌，旭川，画館，小樽，室闘

の 5店）' 61位：市民生協（札幌市を中心に41

店舗）' 93位：金市館（衣料スーパー，14店舗），

107位．五番館 （地方百貨店，現在は西武北海

道，札幌市に 1店）' 163位 棒二森屋（地方百

貨店，函館市に 1店）' 173位：丸三鶴屋（地方

百貨店，釧路市に l店）' 189位王子サービス

（王子製紙系列スーパー，苫小牧市を中心に12

店）。

20年後の「94年度日本の小売業調査（500

社）」を見ると，この 71':土のうち， 200位までに

ランクされているのは， 40位：コープさっぽろ

（市民生協が改称， 115店）， 60位：丸井今井，

153位 ．ラルズ（金市館が地元食品スーパーと

合併）の3社に過ぎない。五番館は西武に吸収

され，西武北海道となり，西武旭川店，西武函

館店を加えて160位である。棒二森屋は経営不

振の後ダイエーと提携（実質的には傘下企業）

したが， 500位にもランクされていない。丸三

鶴屋，王子サービスも500位以下に転落した。

このように地元に有力な小売企業が少ない状

況は，北海道小売業の経営組織別経営効率を全

国と対比した表 1からも読み取ることができる。

小売商業の基幹を占める小売商業資本を表わす

「会社」において，全国水準を上回るのは一店

当り従業者数のみである。経営規模を示す一店

当り年問販売額， 「生産性」を示す従業者一人

当り年問販売額はいずれも全国に対して著しい
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表 l：小売業の経営組織別経営効率（1970年）

一店当 り従業者数 一店当 り年問販売傾 従業者一人当り年間版売額
全国 北海道道／全国 全 国 北海道道／全国 全国 北海道道／全国

5十 3.35 4.41 131.78 14.80 21. 30 143.90 4.42 4.83 109.20 

法 人 8.82 9.19 104.29 60.63 60.11 99.14 6.88 6.54 95.06 

~ キ土 9.01 9.33 103. 54 61. 65 57.94 93.98 6.84 6.21 90.77 
生活協同組合 6.24 8.74 139.95 45.07 69.94 155.19 7.22 8.00 110.89 

農業協同組合 5.84 8.13 139.32 63. 73 118. 37 185.73 10.92 14.55 133.31 

その他の法人 5.14 5.77 112. 33 29.13 23.70 81.34 5.67 4.10 72.41 

イ固 人 計 2.30 2.68 116. 89 5.98 7目 27 121.54 2.60 2. 71 103.98 

定震あ り 5.21 5.35 102.60 17.47 15.92 91.10 3.35 2.98 88.79 

定履なし 1. 90 1. 97 103. 63 4.40 4.93 112. 02 2.32 2.51 108.09 

資料 『昭手口45年商業統計表』（通産省）。

注 その他の組合は秘匿数字があるため生活協同組合に合算した。
：金額は100万円。

格差を示している。さらに北海道小売商業の年 もに，全国的には1960年代以降本格化したスー

問販売額には，積雪寒冷地のための諸商品（例

えは＼燃料， 防寒衣料， l暖房器具など）のH反売

額，さらに 「農耕用品」のような特殊な商品の

販売額が加算されているために，正確な全国比

較のためには，これらの商品については全国平

均（＝消費者一人当り購入額）を上回る部分を

控除する必要がある 6）。そ うするならば，表 1

の北海道の「会社」の「生産性」の実質的な全

国格差は10%ではなく， 10数%に拡大すること

になる。その意味では北海道の小売商業資本は，

総体としては非常に脆弱な体質を持っていたと

いえる（これは今日においても基本的には改善

されていない）。

これに対して，北海道の生活協同組合，農業

協同組合は表 1のいずれの項目においても全国

水準を大きく上回っている。これは北海道の生

協，就中コープさっぽろが60年代に積極的な

中 ・大型店舗の展開を行ったこ と，広大な農山

村地域において農協の経営するスーパー 「農協

ス トア」が「組勘」（農協における組合員の生

産物販売，生産資材・消費物資購買のための口

座）を利用して農民の消費購買力を吸収したた

めである。生協と農協のJI反売額の合計が小売業

版売額に占める割合は， 1970年には全国1.8%

に対して，北海道は8.2%であ り， 94年には全

国4.1%，北海道10.0%である。だがそれとと

パーの展開に積極的に対応するものが， 北海道

の小売商業資本の中から数多くは生まれなかっ

た，ということが北海道の生協・農協の「健闘」

の大きな要因であるように思える。

さらに表 1では北海道の個人商店，特に常時

雇用従業者を持たない個人商店の水準の高きが

目に付〈 。だがこれは，結論を先に言えは．，絶

対的な競争相手の少なさに起因する見かけの水

準の高さに過ぎない。 北海道では，明治以降の

短い期間で小売商業構造が形成されたために，

零細小売商業が，封建社会以来の伝統を引き継

ぐ都府県の小売商業ほどの規模では形成されな

かった九 1970年代中期 （1976年）における商

店密度（人口千人当り小売商店数）は， 全国が

14.4店であるのに対して，北海道は11.8店であ

る。この北海道の商店密度の低さは， 小売商業

が都府県小売商業のような高度に細分化された

業種構造を持たないために，絶対的な零細小売

商店数が少ないことの反映である。北海道に於

いては， 多種類の商品を取り扱う万屋のような

商店が小売商業の原形であった。 開拓移民の流

入による人口の増加に伴って，万屋も業種分化

を遂けていくが，それは極めて不十分なもので

あった。 日本小売商業において膨大な数の零細

小売商業が存在し得てきたのは，それらが単品

小売を基本とした高度に細分化された業種構造
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を持っていたからである。零細小売商業内部に

おける激烈な競争の中から中小小売商業が生ま

れ，さらにその相互の競争の中から大規模小売

商業が生まれ，小売商業における階層構造が形

成される。しかし北海道に於いては，階層構造

の底辺を占める零細小売商業が十分には形成き

れなかったため，そこにおける競争の水準は決

して高いものではなかった。必然的に中小小売

商業も，零細小売商業の競争における相対的な

勝者にすぎず，その体質は極めて脆弱なもので

あったし，いくつかの地方百貨店を中心とする

大規模小売商業も全国的な水準に比して，！！危弱

な体質しか持ち得なかった。

つまり，表 lに見られる北海道小売商業の特

質は，零細小売商業の不十分な形成に起因する

商店密度の低さ，つまり絶対的な競争水準の低

きを示している。 1960年代末までの北海道にお

ける道外資本の大規模小売商業は， 1932年（昭

和 7)開店の三越札幌店のみであった。それ故

に， 1950年代末から60年代にかけてのスーパー

のチェーン展開，スーパーと百貨店の競合，大

型店問題の発生 ・激化などという全国的な小売

商業構造の変化も，北海道小売商業にとっては

対岸の火事に等しいものであった。しかし70年

代に入ってからは，ナショナルチェーンのスー

パー ・都市百貨店が本格的に北海道進出を開始

し，北海道小売商業は， 全国的な小売競争の渦

中に投げ込まれることとなった。当時の北海道

の小売業者の多くはそれを， 「黒船来る」とい

う次元で捉えていたように思われる。つまり，

全く有効な対応策をとることが出来ない，とい

うことであった。結局のところ，北海道におい

て「大型店問題」とは，ナショナルチェーンの

大規模スーパーの進出問題に他ならない。

2 北海道における大型店進出の軌跡

北海道において，道外資本の大型店の進出が

本格化したのは， 1970年代のことであった。 70

年代末（1978年）に北海道商店街振興組合連合

会が主催した大型店出店反対集会の決議には，

「狂気じみた道外大型店等の拡大政策」， 「こ

れら大型店の魔手」といった言葉が並んでいる。

70年代は全国的にも，地域の中小小売業者を中

心とした大型店出店反対運動が大規模な広がり

をみせた。各種商業団体，商工会議所，地方議

会では相次いで大型店出店凍結決議を行い，地

方自治体による大型店出店調整のための条例が

作られた。そうした全国的な大型店出店反対運

動の激化により， 1974年に施行された大店法は，

78年に改正されざるを得なかった。さらに1982

年からは，行政指導による「超法規的」な大型

店出店規制を行わざるを得なかった。さらに84

年には82年措置を延長させた。こうした措置に

より， 80年代前半には大型店問題は一時沈甫バじ

した。しかし80年代後半のいわゆる「前川レポ

ート」に始まる規制緩和の潮流の開始に伴い，

87年には大店審会長談話により，事前説明の適

正化，調整期聞の短縮という大店法の最初の規

制緩和が行われた。 89年に出された『90年代流

通ビジョン』は， 80年代中期に顕在化した「商

店減」を是認し，大型商業施設を手放しに礼賛

し，大店法の一層の規制緩和を主張した。その

後90年5月の規制緩和（調整期間の短縮，出店

抑制地域の廃止）' 92年 1月からの改正大店法

及び輸入品専門売場特例法の施行， 94年5月の

改正大店法の規制緩和（千m＇未満の原則自由化，

閉店時刻，休業日規制の大幅緩和），というよ

うに大店法の骨抜きが急速に進展した。

大店法に対する一番大きな批判は，出店調整

が大店法に明文の規定のない商調協（商業活動

調整協議会）を舞台にして行われ，その調整の

過程が不透明である，ということであった。そ

うした批判を受けて，出店調整機関となった大

店審（大規模小売店舗審議会）の総会，審議会，

審査会については，委員氏名の公開，調整審議

に関わる情報の公聞が定められた。さらに特性

が類似した市町村との比較で調整を進める，と

いう審査要領も定められた。しかし大店法改正

以降の実際の審査結果を見る限りにおいて，審

査というよりは，出店申請の無条件承認としか
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思えない事例が多発している。地域の商業者の

意見が審査に反映されることは少なし実質的

に地域商業者を除外した審査のあり方（委員選

出方法の「不透明’性」）には不満が出てきてい

る。さらに大型店の面積シェアがいくつかの都

府県で5割を超え，さらに全国平均でも 5割に

迫りつつあるという状況の中で，大型店シェア

について何らの絶対的基準を持たずに類似都市

比較のみで審査を行うならば，大型店の無制限

の出店を容認することになる。また，大店法の

「面積主義」には大きな問題がある。そこでは，

ダイエーのような巨大資本の大型店も，地域商

業者による寄り合い百貨店も，同列の規制の対

象となる。だが規制すべきは面積が基準を超え

る大型店舗一般ではなく，単独で大規模な店舗

を全国に展開し得るだけの巨大な資本カを持つ

大規模小売資本による正常な競争秩序の破壊で

ある。

北海道商工労働観光部の94年度の調査（道内

llO商店街）では， 1商店街当りの空き店舗は

平均3.4店（空き店舗率7.2%）であり，空き店

舗率が5%以上の商店街が60%ある。さらに北

海道商工労働観光部の91年「商店街実態調査」

によれば， 「繁栄 している」商店街はわずか

7.0%に過ぎず， 「停滞または衰・退している」

が65.7%であり， 「変わらない」が27.3%であ

る。こうした地域商店街の衰退の原因のすべて

が大型店の出店にあるわけではない。しかしな

がら，地域にとっては，大型店，中心商店街，

近隣商店街がバランスを持って存在することが，

最も望ましい。 96年 3月17日の 『日本経済新

聞』（社会面）に， 「大型チェー ン店進出に

NO！」，「米の小都市 『らしさ』守りたい」，

「地域の景観画一化を懸念・市民が商店と連携」

という見出しをつけた次のような記事がある。

「米国で大型小売店の建設．をめぐり，地方の小

都市が揺れている。大型店との競争に地元の商

店が敗れ，転廃業に追い込まれる結果，小都市

がそれぞれに持っていた独特の景観や雰囲気が

失われ，全国チェーン店ばかりが目に付〈似た

ような街になってしまう。ささやかな独自性を

守りたい市民と中小小売業者が手を組んで大型

店の進出を阻止する動きも出始めた」。さらに

記事はニューヨーク州レイクブラシッド市議会

がDS最大手ウォルマートの出店申請を却下し

た例等を具体的に上げ，アメリカにおける大型

店反対運動の進展を報じている。日米構造協議

におけるアメリカの外圧を主たる口実に大店法

の規制緩和をなし崩し的に進めてきた人達は，

苦々しい思いでこの記事を読んだと思うが，日

本の消費者はこうした運動に学ぶ必要がある。

地域の商店街を構成する小規模・ 零細小売商業

は，それが家業として営まれることによって，

経営の存続を図ってきた。大型店の無秩序な出

店を容認し，地域の商店街を破壊した後に，新

たに商店街を復活させることは不可能で、ある。

北海道では，ニチイが小樽市に敷地面積18万

m＇の大規模商業施設を建設しようとしているし ，

ジャスコも97年度末をめどに札幌市郊外（ある

いは旭川市，銀｜｜路市などの中核都市郊外）に敷

地面積15～ 20万m＇の大規模ショッピ ングセンタ

ーを建設する構想、を発表している。いま北海道

は大手スーパー主導の巨大ショッピングセンタ

ーの時代を迎えようとしている。そこで，北海

道における大型店の展開を年代別に概観する。

資料としては， 『週刊東洋経済』臨時増刊「全

国大型小売店総覧‘94」を使う 8）。表 2に札幌市

第1種大型店の状況を示した。 1969年以前に於

いては，中央区にのみ大型店（ 1種）が存在し，

その内訳は道外資本：三越，長崎屋，地場資

本：地元百貨店 3店である。札幌市の人口は

1960年（昭和35）には52万人であったが，65年

（昭和40）には79万人となり， 70年（昭和45)

には100万人を超えた。こうした札幌市の人口

の増大は，北海道内の農村地域，産炭地域から

の人口の流入によるものであった。札幌市では，

1972年（昭和47）の第ll回冬期オリンピックに

むけて，各種の都市基盤の整備が急速に進んだ。

例えば， 71年には都心部に二つの地下商店街が

作られ，千歳・北広島聞の道央自動車道と札樽



122 企業環境研究年報第 1号

表 2：札幌市第 ｜種大型小売店閉店年代別店舗

面積

道 外 資本 地 場資本

開店 累計 開店 累計

69年以前 31, 716 31, 716 63,997 63,997 

70～74年 64,473 96,189 29 740 93,737 

75～79年 143,456 239,645 32,777 126,514 

80～89年 43,972 283,617 25,103 151,617 

90～95年 150,943 434,560 26,202 177,819 

資料 『週刊東洋経済』臨H寺増干lj「全国大型小売店総

覧 ‘94」大型店名簿より算出。 （単 位 凶）

自動車道が開通し， さらに市営地下鉄も開業し

た。こうした札幌市の成長に伴い， 70年代前半

には中央区で道外資本の大型店の開店が相次い

だ。73年東急百貨店，ダイエー，74年松坂屋，

などがこのH寺期開店した主要な大型店である。

そのため，70年代中期には，札幌市における道

外資本と地場資本の大型店面積はほぼ等しくな

った。70年代後半における札幌市における大型

店の出店は郊外が主たる舞台となった。ダイエ

ー，イト ーヨーカドー，ニチイなどの大手スー

ノfーが地下鉄ターミナル，郊外大規模団地周辺

などに積極的な店舗展開を行った。こうした大

型店の郊外立地により，札幌市小売商業におけ

る中央区の）［反売額の比重は， 72年56.1%,74年

55.9%, 76年51.1%, 79年46.9%と低下し，今

日（例年）に於いては35.5%に過ぎない。80年

代の札幌市に於いては，大手スーパーの店舗展

開が旭川市，函館市， ~II路市などの中核都市へ

と比重を移したために，大型店の出店は小康状

態を保った。しかし90年代に入ってからは，再

度70年代後半を上回る規模で大型店が出店を始

めた。 70年代以降の地場資本による大型店（第

1種）のすべてが寄 り合い百貨店型のものであ

ったのに対して，道外資本は都市百貨店，大手

スーパーによるものであった。そのため，今日

の札幌市における大型店（第 1種）面積は，道

外資本 7割，地場資本 3割， というように69年

以前の勢力比が逆転している。また70年代以降

の大型店出店により， 札幌市における大型店

表 3：札幌市以外の市における第｜種大型小売

店開店年代別店舗面積

道外資本 地 場 資 本

開店 累計 閉 店 累計

69年以前 3,784 3 784 177,276 177,276 

70～74年 19,395 23 179 26,491 203,768 

75～79年 148,763 171,942 51,990 255,758 

80～ 84年 75,791 305,833 74,227 329,984 

85～ 89年 48,235 354,068 22,342 352,326 

90～ 95年 68,913 422,981 74,647 426,973 

資料表2に同じ。

（第 1種・ 第2種） 面積占有率は55.5%にも達

している。現時点においても計画中の大型店が

いくつか有り ，札幌市における大型店占有率が

さらに上昇することは確実である。

札幌市以外の道内都市における大型店 （第 1

種）の状況を，札幌市と対比してみよう（表3

参照）。大型店の急激な増加が札幌市では70年

代の前半に始ま ったのに対して， 札幌市以外の

市では，その開始が少し遅れて70年代後半であ

る。しかし札幌市の80年代がほぼ小康状態であ

ったのに対して，札幌市以外の市では80年代に

もその拡大が持続している。また札幌市の大型

店（第 1種）においては道外資本が圧倒的なシ

ェアを持っているのに対して，札幌市以外の市

では道外資本と地場資本の勢力がほぼ桔抗して

いる。この最大の原因は，札幌市が政令指定都

市であるため第 l種大型店面積の下限が6千m'

であるのに対して，札幌市以外の都市では下限

が3千m＇であることによる。すなわち， 3千m'

から 6千m＇の聞の面積に於いては ，地場スーパ

ー，地場専門店が積極的な店舗展開を行ってい

るため，札幌市以外の市における大型店 （第 l

種）の道外，地場シェアが措抗しているのであ

って， 6千m＇以上に限定すれば道外資本の比重

が高い。

道外資本の大手スーパーが概ね 1万所以上の

本格的大型店を展開しているのに対して， 地場

資本，I也場専門店は，それらと直接競合しない

立地場所に，より小規模の大型店を展開してい
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る。さらに90年代の大店法の規制緩和を追い風

として， 地場大手スーパーの出店意欲は極めて

旺盛で、ある。例えば地場最大手のスーパー ・ラ

ルズは， 95年 4月下旬に千歳市の隣の恵庭市に

4千7百m＇の店舗を開店するが，それは，まと

め買いをすると割安になるという新業態「ビッ

グハウス」である。道内 3位の札幌フードセン

ターも2年ぶりに新規出店をする。地方都市で

も帯広市に本社を置くスーパーの福原などは，

この数年の間，年 2～ 3店の新規開店を行って

いる。地場スーパー，専門店の主要なものを

『日経流通新聞』の「1994年度日本の小売業調

査」によってみてみると，138位：ホーマック

（ホームセンター，45店舗）' 153位 ．ラルズ

（スーパー， 40店舗），そうご電器（家電品，

184位）' 247位 北雄ラッキー （スーパー， 37

店舗）' 249位：札幌フードセンター（スーパー，

37店舗i)'324位福原（スーパー， 30店舗i)' 333 

位カウボーイ（生鮮ディスカウン ト， 13)'344 

位三島（スーパー，26店舗i)' 356位・ ニト リ

（家具， 27店舗），などがある。それぞれが特

色ある店舗経営を行っているが，その中でもカ

ウボーイが注目されている。カウボーイは1973

年に創業された若い企業であるが，近年の業績

の拡大には目を見張るものがある。売上高も92

年156億円，93年180億円，例年251億円，と急

速な拡大を示している。カウボーイは土日のみ

営業の生鮮食品主体のDSとして成長してきた

が， 日用雑貨・医薬品・玩具などの専門店との

集合体「ノマワーセンター」を積極的に展開しは

じめている。同社は， 食品 ・食肉の販売は直営

で行うが，青果 ・魚等の生鮮食品は複数のテナ

ントを導入することにより，店内の競争原理を

働かせ，市価を大幅に下回る価格での販売を行

ってきた。95年には新潟県上越市に店舗面積 3

万 7千耐の国内でも最大規模のパワーセンター

「上越ウイングマーケッ トセンター」を開店し

fこ。

このように，道外資本の大手スーパーが標準

的な総合スーパー（GMS）の拠点展開を行っ

ている中で，地場資本に よる中規模スーパー，

あるいは新業態が積極的に店舗展開をするとい

うことは，80年代までの北海道にはみられなか

った新しい動きである。 「黒船来たる」，とい

う諦めにも似た雰囲気が支配的であった70年代

とは明らかに異なる地場資本の対応である。し

かしながら，これらの地場大手スーパー，パワ

ーセンターもまた，道外大手スーパー同様に都

市郊外を主たる立地場所としているため， 地域

の商店街に与える（マイナスの）影響は，道外

資本の大手スーパーと 同じである。地場有力小

売企業の中に，積極的に地元の中小商業者との

連携を図ろうとするものが少ないことは残念な

ことである。

道外資本の大手スーパーは，近年新たな出店

傾向を見せはじめている。一つは都市隣接町村

への出店である。例年11月，銀｜｜路市の東に隣接

する釧路町に， 北海道ニチイの「釧路サティ」

が閉店した。テナン トを含めた売場面積は， 1 

万9千m＇と道東の釧路 ・帯広地区では最大の店

舗である。こうした町村部への出店は，函館市

に隣接する上磯町へのダイエーの出店（93年，

1万9千m＇）， 札幌市の東隣の広島町へのダイ

エーの新業態ハイノfーマー トの出店（93年， 1 

万 I千m＇）などがあるが，ダイエーはさらに札

幌市の北隣の石狩町で店舗面積3万川規模の大

規模ショ ッピング ・センターを計画中である。

先に述べたニチイ，ジャスコの超大規模商業施

設の計画などと共に，北海道は大手スーパー主

導のショッピング ・センター乱立H寺代を迎えよ

うとしている。それは合併・提携による新たな

業界再編成をもたらすにちがいない。最近の主

な提携 ・合併をみても，92年：ホームセンター

の石黒ホーマー（現ホーマック）とジャスコの

資本業務提携，北海道ニチイが札幌市の池場ス

ーパーホクホーを吸収合併， 青森県のホームセ

ンタ一三和堂（現サンワドー）による札幌市の

ホームセンターマツザキの買収， 93年： 札幌フ

ードセンターとジャス コとの資本業務提携， 94

年 ・画館市の地場老舗百貨店棒二森屋がダイエ
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表4：従業者数 5人未満小売商店数の推移

1982年

1～ 2人 3 -4人 計 1～ 2人

ヰじ 海 道 33,399 17,180 50,579 86.1 

市 音日 22,027 11,747 33,774 85.6 

札幌市 6,141 3,654 9,795 79.5 

旭川市 2,020 974 2,994 92.8 

函館市 2 686 1,091 3 777 84.6 

室蘭市 965 470 1,435 82.5 

苫小牧市 782 434 1,216 87.2 

帯広市 847 490 1,337 95.5 

釧路市 1, 109 696 1,805 89.5 

小樽市 1,556 686 2,242 83.2 

北見市 514 321 835 99.8 

その他市 5 407 2,931 8,338 87.8 

郡 昔日 11,372 5, 433 16,805 87.0 

資料 「商業統計調査の結果」（北海道）
注 : 82年は実数， 88・94年は82年を100.0とした指数。

一系列会社に営業権譲渡， 95年：地場スーパー

福原による「うらべ」（美幌町のスーパー）の

買収などがある。いずれにせよ道外資本の都市

百貨店，大手スーパーは70年代と同様に，自ら

の直営大型店を積極的に展開すると同時に地場

有力資本との合併 ・提携により，北海道におけ

るシェアをさらに高める戦略を取ることが予想

される。

大店法の緩和，パワーセンターの隆盛などを

みて，異業種からの参入の動きもみられる。北

海道内の印刷・製版業者など25社で組織するイ

メージ・クラフ卜事業協同組合（札幌市）は，

札幌市の西部の手稲区に敷地面積34万d，店舗

面積13万 2千m＇のパワーセンターを 97年 9月を

目処に閉店する計画を発表している。店舗名は

「ノマワーポリス手稲」で，道内から 3百店，道

外から百店のディスカウント店の入店を予定し，

年商 1千億円を予定している。イメージ ・クラ

フト事業協同組合では，パワーセンターの開業

により，商品の包装紙・チラシなどで年間50億

円の需要が見込まれるという。

こうした無秩序な大規模商業施設の設立が進

行していく一方で、，地域の零細II小売商業は廃業

に追いつめられ，商店街は空洞化していく。小

樽市が例年に実施した「経営者意識調査」によ

1988年 1994年

3～4人 計 1 -2人 3～4人 計
100.4 91. 0 76.0 90.1 80.8 

100.8 90.9 75.8 92.9 81目7

102.9 88.2 72.4 98.1 82目。

106.3 97.2 80.7 103.0 87.9 

104.2 90.3 74.8 100.5 82.2 

93.0 85.9 71.0 78.1 73.3 

94.2 89.7 74.4 90.1 80.0 

119.4 104.3 95.3 118.2 103.7 

0.3 55.1 82.5 85.9 83.8 

99.4 88.1 73.5 86.4 77.4 

98.4 99.3 85.6 78.2 82目8

118.8 98.7 74.7 83.7 77.8 

99.6 91.1 76.4 84.1 78.9 

ると，来店客数，年間売上高が減ったと回答し

た商店は，それぞれ59%, 62%に達している。

さらに「後継者について全〈心配ない」という

商店は 2割に過ぎなし「自分ができるまで続

けて廃業する」ものが4割近〈 (37%）もいる。

こうした状況は，小樽市だけのものではない。

表 4は北海道の従業者数5人未満小売商店の近

年の動向をみたものであるが，全道では 6年間

で1割というペースで従業者5人未満商店数が

減少している。札幌学院大学商学部学生241人

の調査によればベ家業を持つ学生は68人であ

り，そのうち「家業を継ぐ」が8人 (12%)'

「継ぎたくない」が39人（57%），「条件次第で

継ぐ」が21人（31%）である。後継者になる理

由としては，「やりがいがある」，「自己裁量の

魅力」，「将来性がある」，「地域に密着してい

る」，「安定している」があげられている。また，

後継者になりたくない理由としては，「地味で

ダサイ」，「将来性がない」，「不安定」，「やりが

いがない」，「I也域不振」があげられている。

こういう状況の中では，市町村自治体におけ

る商業振興政策が重要な意味を持つ。先に述べ

たアメリカの例を持ち出すまでもなく，街の個

性を維持するために商店街の果たす役割は極め

て大きい。それは全国一律の施策によって達成
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されるものではなく，市町村自治体の創意あふ

れる施策がいまこそ求められている。北海道企

画振興部が95年 9月に全道212市町村を対象に

行った「商業に関するアンケート調査」10）では，

次のような結果が出ている。

「商業活動の状況」では，「あまり活発で、はな

い」市町村が60.5%，「停滞している」が27.1

%であり，「活発である」（8.1%），「かなり活

発である」（4.3%）を大きく上回って，地域の

商業がおかれた厳しい現実を反映している。し

かし人口10万人以上の都市では， 「活発であ

る」が5割を占め，「かなり活発である」も 3

割を占めている。しかし表4に明らかなように，

人口10万人以上の市においても， 零細小売商業

の減少はかつてないほどの規模で進行している。

大型店繁栄の一方で衰退する零細小売商業に目

を向けることこそが，地域住民の生活に責任を

持つ市町村自治体の役割なのではないだろうか。

次の「大型店の出店に対する考え方」も，問題

のある結果を示している。「出店を歓迎するが，

地元小売店との共存共栄が必要である」が54.3

%と過半数を占め， 「池域に密、着した商業を育

成し，個性豊かなまちをめざすために，地元小

売店の活性化を優先する」は34.3%しかなく，

「地元小売店への影響が大きいので望ましくな

い」は9.0%に過ぎない。また人口10万人以上

の市では，「出店を歓迎・・・」が8割を占めてい

る。また「今後の商業振興の考え方」では，

「商業はまちづくりにおいて重要な役割を果た

すものであり，行政はまちづくりのために積極

的に商業振興を行う必要がある」は23.7%でし

かなし 「商業がまちづくりにおいて果たす役

割は限られているが，行政としては出来る限り，

商業振興を支援していく必要がある」は19.0%,

そして「商業はまちづくりにおいて重要な役割

を果たすものであるが，商業振興を進める場合

は，あくまでも商業者の主体性が重要で、ある」

が半数（49.8%）を占める。人口10万人以上の

市では， 「・・・ ・商業者の主体性が重要 ・・」が6

割を占めている。総じていうならば，大型店の

無秩序な出店に対する危機意識は驚くほど低い

といえる。その典型的な例は，次に見る小樽市

の「小樽築港駅周辺再開発」にみられる小樽市

の立場である。

3 小樽築港駅周辺再開発の問題点、

小樽市は，明治・大正・昭和戦前期を通じて，

北海道の商業・金融機能の中心都市として栄え

てきた。市街地に建ち並ぶ当時の建物群は，今

日においても多くの観光客を引き付けている。

しかし高度成長期の北海道における札幌市への

著しい都市機能の集中は，札幌市に隣接する小

樽市の著しい衰退をもたらした。人口は1960年

（昭和35年）の198,511人をピークに減少を続

け， 95年には15万7千人となった。さらに人口

の年齢別構成では， 20歳代から30歳代が少ない

「ひょうたん型」構造を持っている。そこで，

「この地区の再開発により，建設投資による経

済効果はもちろんのこと，若年層をはじめとす

る雇用機会の拡大（就業人口約3,000人）や定

住人口の増加（約5,000人），税収の増加，新た

な事業機会の創出，購買力の市外への流出防止

と市外からの新たな購買力の流入，生活利便性

の向上などさまざまな波及効果が生まれてくる

ものと期待され，小樽経済全体の活性化，底上

げにつながる」1りというばら色の小樽築港駅周

辺地区の再開発が小樽市の事業として，市費51

億3700万円（総事業費に占める割合は42,0%),

国費59億9200万円を投じて行われようとしてい

るl九まずこの計画の概要を「小樽築港駅周辺

地区の再開発について」（1995年8月，小樽市）

によって，みてみよう。

国鉄清算事業団の所有する小樽築港駅貨物ヤ

ード約21.8haを含む，小樽築港駅周辺地区約

55haの有効利用について，小樽市は1988年以

来検討を続けてきた。 92年に学識経験者，民間

諸国体，関係省庁等からなる「小樽築港地区ま

ちづくり委員会」を設置， 91年に「小樽築港駅

周辺地区整備基本計画」を策定した。「まちづ

くり」の基本的考え方としては，（1）ウォーター
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フロントを活用 した複合型のまちづくり，（2）民

間活力の導入によるまちづくり，の 2点が上げ

られている。「複合型」も「民間活力」も典型

的なお役人の作文ではあるが，この基本的考え

方に基づいて，次の 9つのゾーンが策定された。

(1）ハーパー観光・アミューズメン トゾーン：商

業施設，飲食・アミューズメン ト・ カルチャー

施設，ホテル・アクア施設，多目的交流施設，

(2）親水アメニティゾーン 海洋性レクリエーシ

ョン地区，親水プロムナード地区，港湾旅客タ

ーミナル地区，（3）レ ジデンシャル（住居）ゾー

ン，（4）ノ＼ーパーシンボルゾーン，（5）海洋開発ゾ

ーン，（6）港湾関連流通 ・産業ゾーン，（7）エン ト

ランスゾーン，（8）交通ターミナルゾーン，（9)J 

R関連施設用地。なんとも盛り沢山な計画では

あるが，中心と なるのは，商業施設である。旧

国鉄築港貨物ヤード跡地は，都市計画法に基づ

く工業地域であり， 小樽港の臨港地区である。

そこに大規模商業施設を導入させるためには商

業地区への変更が必要である。そこで次のよう

なことが行われた。「小樽築港駅貨物ヤー ド跡

地を含む地域は，臨港地区であ り， かっ，工業

地域（容積率200%・建ぺい率60%）であること

から多くの制限があり，土地の有効利用を図る

うえで，運輸省，建設省とまちづくりに向けて

の協議が再三にわたり行われてきました。その

結果，｜臨港地区に土地区画整理事業を導入する

ことや港湾整備事業と土地区画整理事業の連携

を図りながら補助事業としてすすめること，ま

た，土地利用の規制誘導として再開発地区計画

制度を導入することなどの整理がなされまし

た」l九建設省，運輸省，小樽市の 3者の連携

の下に，港湾利用の促進を図るべき臨港地区に

大型商業施設を導入するための地ならし作業が

行われた。一方，ニチイの他に JR北海道，北

海道中央パスなどが出資した（株）小樽ベイシ

ティ開発（OBC）が資本金10億円をもって，

1991年11月に設立されていた。 OB Cは91年11

月に清算事業団用地18.3haを， l社のみが参

加した競争入札において， 53億4千万円で入手

した。自動車道路（65億 4千万円）' J R駅舎

（橋上駅化して商業施設に直結，7億1700万

円）新築， OB Cの売場に直結するフー ドっき

歩行者専用道路（15億2300万円）など，店舗以

外の集客条件整備は，すべて運輸省・建設省・

北海道・小樽市の公共事業で、行い， OB Cは店

舗にのみ1000億円の投資を行うというものであ

る。元小樽市議の大原、登志男氏は「オンブにダ

ッコ」という表現を用いているが，百年前の北

海道開拓伎でさえ，一民間企業にこれほどの便

宜供与はしなかったであろう。「ニチイは自力

で開発を行うべきで、す」という地元商業者の声

は当然のことである。

（株）小樽ベイシティ開発の「小樽築港ヤー

ド開発計画概容説明書J (95年8月）によれば，

商業施設の概要は次のようである。 (1）（株）ダツ

クシティ ：店舗名（仮称） 小樽ビブレ，店舗面

積45,OOOm•，年商予定231億円，（2）（株）北海道

ニチイ：店舗名（仮称） 小樽サティ， 45,000m',

年商210億円，（3）（株）小樽ベイシティ開発．店

舗名（仮称）オービーシー（＝センターゾーン

の専門店街）, 30, 000m＇，年商180億円。この 3

施設あわせて，店舗面積は12万m＇，予定年商は

621億円に達する。店舗面積は小樽市小売商業

の現在の面積のほぼ8割，年商は 4割に達する。

さらに閉店時刻は午後10時， 年中~！\Ii休で， 98年

9月の開店を目指すという。

こうした常軌を逸した計画に対して，地元の

商業者は早速反対の行動を取った。小樽市商店

街振興組合連合会は， 95年9月30日の 『北海道

新聞』 小樽版に「どうなる小樽の未来 ！市民の

意見を反映しない築港ヤード再開発をどうお考

えですか？」という意見広告をのせたし，小樽

市中心部の 6つの商店街振興組合と小樽商店街

連合青年部は，連名で北海道知事に事業計画反

対の意見書を提出した。さらに「市民のくらし

とまちづくりにかかわる問題を調査研究」する

ための「小樽くらしとまちづくり調査会」14）が

設立され，商店街振興組合を中心に「ニチイに

血税を使わせない会」も結成された。また，い
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くつもの創意工夫をこら したチラシが作られ，

市民にこの再開発の不当性 を訴えている。 北海

道の l地方都市で起 きているこの出来事が，広

〈全国的に検討されることを，私は望んでいる。

おわりに

小樽市の大型店 （第 1種 ・2種）売場面積シ

ェアは30.4%と，道内の主要都市の中では最も

低い。それは市内各地区に生鮮食料品を主体に

した市場があり ，それが市民生活になじんでい

るからである。 小樽駅前の三角市場をはじめと

する市場は，小樽の市民生活にとって重要な意

味を持つのみならず， 小樽を訪れる者にとって

も， 心i暖まる存在である。それぞれの街の個性

は商店街が形作 っている， といっても過言では

ないほど商店街の果たす役割は大きい。そ して

商店街を担っているのは，独立自営の小規模・

零細｜小売業者である。 小樽市で今，起きている

ようなことが全国的に展開されるならは‘， 小規

模 ・零細l小売商業が次の時代に生き残る可能性

は低い。そうさせないためにも，商業者は消費

者の意見に耳を傾け， 自己革新を遂げる必要が

ある。 市町村自 治体もまた，真の「まちづく

り」とは何か， ということについて真剣に学ぶ

必要がある。それは決して大型店に街を売 り渡

すことではないはずだ。
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