商店街ネットキャビン令和3年度12月アンケート
実施期間：
令和 3 年 12 月 10 日〜 12 月 20 日
対象者：
県内の 49 地区のモニター 69 人
総回答者数： 48 人（県内 30 地区）

～景況感について～
１．あなたの所属する商店街（もしくは、お店が立地する地域）での、最近の景況感を
教えてください。以下から、一つだけお選びください。（最近の３ヶ月間を振り返って）
◆最も多く回答があったのは「どちらともいえない」
で、45.8％だった。
◆「やや良くなった」
も多く、次点の27.1％だった。
48 件の回答
10.4%

景気は良くなった 1 （2.1%）
やや良くなった

14.6%

13 (27.1%)

どちらともいえない

45.8%

やや悪くなった
悪くなった

22 (45.8%)

5 (10.4%)

7 (14.6%)

27.1%

～コロナ禍の影響について～
２－１．あなたのお店がある商店街や地域で、新型コロナウイルス感染症の流行による
お店の閉店や廃業についてはどのような状況ですか︖ 令和3年12月現在の状況を教えて
ください。
◆最も多く回答があったのは「閉店や廃業をした店はほぼ無い」
で、50.0%だった。
◆「閉店や廃業をした店が出始めている」
もやや多く、37.5％だった。
48 件の回答
閉店や廃業をした店はほぼ無い 24 (50.0%)

37.5%
12.5%

閉店や廃業をした店が出始めている
（全体の 5％未満ぐらい）

18 (37.5%)

閉店や廃業をした店が増えている 6 (12.5%)
（全体の10％以上）
閉店や廃業をした店が非常に増えている 0 (0%)
（全体の 20％以上）

50%

２－２．同様に、コロナ禍以前の状態を100とした場合、あなたの地域の12月現在の人出
はどれぐらいに感じますか︖
◆最も多く回答があったのは「８割の人出」
で、27.1%。次点が「7割の人出」
で18.8％だった。
48 件の回答
100（コロナ禍以前と変わらず）
14.6%

5 (10.4%)

9割の人出（10％減少） 7 (14.6%)
8割の人出（20％減少） 13 (27.1%)

18.8%

7割の人出（30％減少） 9 (18.8%)
6割の人出（40％減少） 7 (14.6%)
10.4%

27.1%
14.6%

5割の人出（50％減少） 3 (6.3%)
4割の人出（60％減少） 1 (2.1%)
3割の人出（70％減少） 1 (2.1%)
2割の人出（80％減少） 2 (4.2%)
1割の人出（90％減少） 0 (0%)

２－３．同様に、あなたのお店のことについてもお訪ねします。コロナ禍以前の状態を
100とした場合、12月現在の客数はどれぐらいに感じますか︖
◆最も多く回答があったのは「８割の客数」
で、23.9%。次点が「100（コロナ前と変わらず」
で21.7％
だった。
46 件の回答
100（コロナ禍以前と変わらず）
13%

10 (21.7%)

9割の客数（10％減少） 5 (10.9%)

15.2%

8割の客数（20％減少） 11 (23.9%)
7割の客数（30％減少） 7 (15.2%)
6割の客数（40％減少） 6 (13.0%)
5割の客数（50％減少） 3 (6.5%)

23.9%
21.7%
10.9%

4割の客数（60％減少） 1 (2.2%)
3割の客数（70％減少） 1 (2.2%)
2割の客数（80％減少） 2 (4.2%)
1割の客数（90％減少） 0 (0%)

～国や県の施策知ってますか～
３．国や県では、次のように、商店街や個店を支援するための経済施策を行っています。
これらの施策の内容について、把握していますか︖ 内容をよく知っているものについて
チェックをつけてください。
42 件の回答

◆最も多く回答があったのは「商店街等プレミアム商品券補助金」
で、85.7%だった。

21 (50%)

月次支援金

30 (71.4%)

Go To Eatキャンペーン食事券
酒類販売事業者支援給付金

14 (33.3%)

中小企業等支援給付金
（酒類販売事業者等除く）

24 (57.1%)
30 (71.4%)

かながわｐａｙ

36 (85.7%)

商店街等プレミアム商品券補助金
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～プレミアム商品券等の事業について～

４．すでにプレミアム商品券が販売されているエリアの方にお訪ねします。以下のうちど
の商品券に効果を感じましたか︖ 該当するもの全てにチェックを入れてください。
（まだ販売前の商品券については評価しないでください）
33 件の回答

◆最も多く回答があったのは「自分の所属する商店街やエリアが発行した商品券」
で、54.5%だった。
自分の所属する商店街や
エリアが発行した商品券

18 (54.5%)

自分の所属する区や複数の
商店街が発行した商品券

6 (18.2%)

自分の所属する市や町が
発行した商品券

16 (48.5%)

効果を実感できていない

1 (3%)
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～オンライン商店街ツアーについて～
（◎商連かながわは、11/9に伊勢原駅前中央商店会、11/19には久里浜商店会にてライブ配信によるオンライン商店
街ツアーを開催しました。）

５－１．こうしたオンライン型の商店街ツアーにご興味はありますか︖
◆最も多く回答があったのは「興味はあるが、
自分の商店街（会）
では難しい」
で、52.2%だった。

46 件の回答
32.6%

24

(52.2%)

興味はあるし、自分の商店街
（会）でもやってみたいと思う

7

(15,2%)

どちらかというと興味はない。
自分の商店街（会）では別のこ
とをやりたい

15

(32.6%)

興味はあるが、自分の商店街
（会）では難しい

15.2%

52.2%

５－２．もし、あなたの商店街（会）でオンライン商店街ツアーを実施しようと計画した
場合（動画撮影は商連かながわが担当）、課題になりそうなのはどんなことですか︖
ざっくばらんに教えてください。
39 件の回答

◆最も多く回答があったのは「注文商品を商店街でまとめて配送する仕組みがない」
で、71.8%だった。

動画に出演ＯＫな役員
商店主がいない

7 (17.9%)

個店の店主が忙しく、
対応できる店が少ない

18 (46.2%)

個店それぞれが配送に
対応していない

22 (56.4%)

注文商品を商店街でまとめ
て配送する仕組みがない

28 (71.8%)

各店が離れていて、
徒歩で巡るのが時間的に難しい

7 (17.9%)
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５－３．上記について、オンライン型商店街ツアーでの販売について、ハードルになりそう
なこと、課題だと感じることなどを、自由にお書きください。
20 件の回答

◆人材や業種、
さまざまな問題点をあげていただいた。
［人材の問題や、合意形成］
・合意形成、店主年齢の高齢化
・取りまとめる人材がない。
・加盟店の協力、運営予算の確保
［開催時間、日程］
・インスタライブなどをやっている店もあるが、すべて閉店後に開催している。営業時間中は実店舗の
接客が第一なので、店を閉めて夜８時からまとめて廻る、とかなら可能だと思う
・各店の休日、営業時間がバラバラなので対応できないと思います。
［業種の問題］
・販売系のテナントが少ない。
・個店をアピールする商品、サービスが少ない
・生鮮3品の店が元気なくなってい、さらに物販店が減少してきている
・業種の問題。店舗の協力体制
・当商店街は、地域内消費型とみているので、他地域に発送できる商品から考えないといけない
［配送の仕組みの問題］
・対応する注文や配送のシステムがない。
［店舗側の意識］
・業種がバラバラなので値段設定が難しい。参加して頂いたお客様が全て商品を購入してくれる保証
が無い中、店舗側との交渉が上手にいかない。
・久里浜のように、店舗のオーナー(理事長)や商店街が企画に積極的ならばいいが、我々の商店街
では主体的に動く役員、組合員がおらず、事務局が積極的に動いてもうまくいかない。あくまでも店
舗が主体性を持ち行動することが大事である。
［決済システムへの対応］
・高齢の店主が多いのでデジタル機器に対応できない。
［その他］
・特になく色々なことにチャレンジして集客を勧めたい
・既に実施された商店会さんから反響や成果等報告を知りたいです。それを踏まえて検討したいと思
います。
・視聴者（参加者）の確保
・大手小売りの支店が多いので、各店ごとの出品は本部の了解が必要なため難しい。
・会計・商品の交換・注文に至らない。

総括
◆景況感iについては、最も多かったのは「どちらともいえない」
で、45.8％であったが、
「や
や良くなった」
も多く、次点の27.1％だった。
◆新型コロナウイルス感染症の流行によるお店の閉店や廃業については、最も多かった
のは「閉店や廃業をした店はほぼ無い」
で、50.0%だったが、
「閉店や廃業をした店が出始
めている」
も、やや多く、37.5％だった。
◆地域の12月現在の人出については、最も多かったのは「８割の人出」
で、27.1%。次点が
「7割の人出」
で18.8％だった。人出についてかなり戻ってきていることがうかがえる。
◆同じく12月現在の客数についても、最も多かったのは「８割の客数」
で、23.9%。次点が
「100（コロナ前と変わらず」
で21.7％だった。
こちらの設問をいくつか併せると、新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大が少し落ち着いて、人出・客数が戻ってきていることがうかがえ
る。
◆国や県で行う経済施策の認知度を聞いたところ、最も内容を把握されているのは「商店
街等プレミアム商品券補助金」
で、85.7%だった。
◆プレミアム商品券の中で、効果が高いと感じられているのは「自分の所属する商店街や
エリアが発行した商品券」
で、54.5%だった。
◆オンライン型の商店街ツアーについては、最も多かった回答は「興味はあるが、
自分の
商店街（会）
では難しい」
で、52.2%だった。
◆オンラインツアーの課題として、最も多かったのは「注文商品を商店街でまとめて配送
する仕組みがない」
で、71.8%だった。

