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松戸市の小売業における現況と動向について、商業統計調査及びアンケート調査

の結果を基に分析してきた結果を要約します。 

 

１．調査結果の要約 

（１）松戸市における商業（卸売・小売業） 

①卸売業 

【全体像】 

・ 平成 19年における松戸市卸売業の事業所数は608事業所、従業者数は5,851人、

年間販売額は 3,826 億円となっています。平成 16 年と比較すると、事業所数・

従業者数・年間販売額の全ての指標で、減少がみられます。 

②小売業 

【全体像】 

・ 平成 19 年における松戸市小売業の事業所数は 2,584 事業所、従業者数は 22,521

人、売場面積は 356,432 ㎡、年間販売額は 3,841 億円となっています。平成 16

年と比較すると、事業所数・従業者数・売場面積・年間販売額の全ての指標で、

減少がみられます。（図 1-15） 

・ 一方、1 事業所あたりの年間販売額、従業者 1 人あたりの年間販売額は、いずれ

も平成 16 年から平成 19 年にかけて増加しており、販売効率は高くなっています

が、売場面積 1㎡あたりの年間販売額は若干減少しています。（図 1-20、図 1-21、

図 1-22） 

【業種別構造】 

・ 小売業の総事業所数は減少しており、業種別にみても産業小分類の全28分類中、

「その他の織物・衣類・身の回り品」、「農耕用品」を除く 26 分類で事業所数が

減少しています。特に、「酒」「鮮魚」「米穀類」といった飲食料品の減少率が大

きく、「酒」「米穀類」は従業者数・売場面積・年間販売額の全てで大きく減少し

ています。また、「野菜・果実」の従業者数・年間販売額も大きく減少していま

す。一方、「その他の各種商品」は、従業者数・売場面積・年間販売額が大きく

伸びており、「医薬品・化粧品」や「写真機・写真材料」も年間販売額の伸びが

大きくなっています。（表 1-4,表 1-5,表 1-6,表 1-7） 
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【大規模店舗、コンビニエンス・ストア】 

・ 大規模店の事業所数が小売業の全事業所に占める割合は 1.7％ですが、従業者数

は 22.2％、売場面積は 46.2％、年間販売額は 30.5％を占めています。（表 1-9） 

・ コンビニエンス・ストアは平成 16 年に比べて 2 事業所増加して 162 事業所とな

っており、このうちの約 8割にあたる 128 事業所が終日営業店（24 時間営業店）

です。終日営業店は事業所数・従業者数・売場面積・年間販売額の全ての項目が

増加しており、非終日営業店は事業所数・売場面積は減っているものの、従業者

数・年間販売額は増加しています。（表 1-12、表 1-13） 

  

（２）小地域別における松戸市内の小売業 

①地区※別 

【全体像】 

・ 市内 7地区中最も人口が多い地区は常盤平地区であり、以下、小金地区、明地区

と続いています。大規模店を含む小売業全体をみると、事業所数・従業者数・売

場面積とも最も多いのが常盤平地区であり、事業所数では明地区が、従業者数で

は小金地区が、売場面積では本庁地区がこれに続いています。反対に、集積が最

も少ないのは矢切地区となっています。（表 2-1、表 2-4） 

・ 年間販売額についても、最も高いのは常盤平地区であり、これに小金地区、本庁

地区、明地区と続いています。 

・ 1 事業所あたりの年間販売額、従業者 1 人あたりの年間販売額、人口 1 万人あた

りの年間販売額はいずれも本庁地区が最も高く、売場面積 1㎡あたりの年間販売

額は東部地区が高くなっています。（図 2-4、図 2-5、図 2-6、図 2-7、） 

【大規模店舗、コンビニエンス・ストア】 

・ 売場面積 1,000 ㎡以上の大規模店が最も多く立地しているのは明地区、常盤平地

区の各 14 事業所であり、本庁地区では 5 事業所となっています。小売業全体に

対する割合をみると、本庁地区は事業所数の割合と比べて従業者数・売場面積・

年間販売額の割合が大きく、1事業所あたりの規模が大きいものと推測されます。

反対に、明地区では、大規模店の規模が小さいことがうかがえます。（表 2-8、表

2-9） 

・ 大規模店内小売事業所については、本庁地区で 79 事業所と松戸市全体の約 40％

を占めていますが、これは松戸駅周辺に寄合型大規模店（複数の専門店が寄り合

って形成された大規模店）があるためと考えられます。（表 2-10） 

・ コンビニエンス・ストアが最も多く立地しているのは常盤平地区の38事業所で、

最も少ない矢切地区は 4事業所となっています。（表 2-11） 

※地区：本庁地区、矢切地区、明地区、東部地区、馬橋地区、常盤平地区、小金地

区の 7地区。 
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②町丁字※別 

・ 町丁字別の人口が最も多いのは上本郷で、松戸、松戸新田、高塚新田を含めた 4

町丁字で 10,000 人以上となっています。小売業の事業所数・従業者数・売場面

積・年間販売額が最も高いのはいずれも松戸であり、他の町丁字と比較して特に

大きくなっています。また、新松戸 3丁目は、事業所数・従業者数・売場面積で

2位、年間販売額でも 3位となっています。（表 2-14、表 2-18、表 2-19、表 2-20、

表 2-21） 

※町丁字： 233 町丁字 

 

③商店街※別 

・ 市内 93 商店街の事業所数は 1,157 事業所と、松戸市全体の 44.8％を占めていま

すが、従業者数、売場面積では 30％を切っており、年間販売額では松戸市全体の

18.9％となっています。平成 16 年から平成 19 年にかけて、事業所数・従業者数・

売場面積・年間販売額のいずれも、年平均で 10％近い減少傾向にあります。（表

2-30） 

・ 市内 93 商店街の小売事業所の集積した各指標をみると、事業所数が 10 以下とい

う比較的小規模な商店街が過半を占めています。反対に、事業所数が 30 を超え

る商店街も 6商店街みられ、これらの商店街では買回り品を取り扱う事業所が多

いという特徴がみられます。（図 2-23） 

※93 商店街 

 

（３）周辺都市※との比較による松戸市小売業 

・ 松戸市は周辺都市と比較すると、人口は足立区、船橋市に次ぐ規模ですが、小売

業の事業所数・従業者数・売場面積・年間販売額はいずれも圏域 4位となってい

ます。（表 3-1,表 3-2, 表 3-3, 表 3-4, 表 3-5） 

・ 周辺都市の 1事業所あたりの年間販売額は白井市、柏市が大きく、従業者 1人あ

たりの年間販売額は柏市、船橋市、足立区、売場面積 1㎡あたりの年間販売額は

足立区、船橋市、葛飾区、人口 1万人あたりの年間販売額は柏市、船橋市、足立

区が大きくなっています。松戸市は、これらの全ての項目で、ほぼ圏域の中位に

位置しています。（表 3-6, 表 3-7, 表 3-8, 表 3-9） 

・ 小売吸引力を示す小売中心地性をみると、松戸市は平成 16 年時点に比べて顧客

流出の傾向が強くなっています。また、圏域内でみると、圏域内 10 市区のうち

松戸市など 7市区が顧客流出型となっており、柏市、船橋市、足立区、白井市の

4市は顧客流入型となっています。（表 3-14） 

※周辺都市：柏市、白井市、鎌ヶ谷市、流山市、市川市、船橋市、三郷市、足立区、

葛飾区の 2区 7市 
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（４）中心市街地※における小売業 

【全体像】 

・ 平成 19 年における中心市街地の事業所数は 398 事業所、従業者数は 3,763 人、

売場面積は 82,455 ㎡、年間販売額 744 億 4,132 万円となっています。平成 14 年

と比較すると、市内における中心市街地の割合に大きな変化はみられないものの、

事業所数・従業者数・売場面積・年間販売額の全ての指標で減少がみられ、年間

販売額の減少が大きくなっています。（表 4-2） 

・ 産業中分類別にみると、「その他の小売事業所」「飲食料品」「織物・衣服・身の

回り品」などの事業所数が多くなっています。中心市街地の割合をみると、「織

物・衣服・身の回り品」「各種商品」が高くなっています。（表 4-3） 

※中心市街地：商業地域を含む松戸、本町、根本、小根本の４町丁字のエリア 

【周辺都市との比較】 

・ 松戸市と周辺都市の中心市街地の割合を比較すると、松戸市と事業所数がほぼ同

じである柏市は全ての項目で高くなっており、事業所数が若干少ない船橋市との

比較では、事業所数と従業者数で松戸市が上回るものの、売場面積と年間販売額

では船橋市が高くなっています。（表 4-13） 

・ 単位あたりの年間販売額をみると、松戸市は全ての指標において、柏市、船橋市、

足立区に次ぐ 4番目となっており、また、平成 14 年と比較して減少しています。

事業所規模を平成 14 年と比較してみると、ほとんどの都市で増加していること

がわかります。 
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（５）アンケートからみた松戸市の小売業 

【日用品の買い物】 

・ 日用品の買い物をする場所としては、「スーパー」を利用する人の割合が 78.4％

と圧倒的に多く、「小売店や専門店」は 6.6％となっています。（図 5-7） 

・ 住まいの周辺での日用品の買い物については、「満足している」が25.3％、「やや満

足している」が35.7％で、あわせて60％を超えています。また、住まい周辺のお店

の利用頻度が高いほど満足度も高くなっています。（図5-8、図5-9） 

・ 住まいの周辺のお店や商店街に対する施設・機能面での期待・要望としては、「一

ケ所ですべて日用品が揃えられるような店舗が集まった商店街」が最も多く、「安

全な歩行者空間の確保」、「駐車場や駐輪場の設置・拡充」、「街路灯や防犯カメラ

などの拡充・充実」が続いています。（図 5-14） 

・ 住まいの周辺のお店や商店街に対する商品・サービス面での期待・要望としては、

「商品の鮮度や安全の管理に配慮した商品の販売」、「野菜や果物など地元の産品

の取扱い」、「価格を安くするための努力」の 3 点が多くあげられています。（図

5-18） 

【日用品や買回り品の買い物で利用する店】 

・ 各品目※を居住地内で購入している割合をみると、松戸市では「生鮮食料品」、「加

工食料品」、「日用家庭品」で 90％を超えていますが、「家具・インテリア」では

50％を切っています。周辺都市では同様の傾向がみられますが、柏市では全ての

品目で自市での購入が 80％を超えています。（図 5-22、表 5-9） 

・ 各品目を居住地区内で購入している割合をみると、本庁地区では全ての項目で

50％を超えており、中心市街地として日用品から買回り品まで一通りを揃えられ

ることがわかります。（図 5-24、表 5-11） 

・ 松戸駅周辺の利用状況をみると、回答者の 35.7％が「ほとんどこない」としてい

るほか、「食事や買い物で」が 28.5％を占めています。年代別にみると、20 歳代

では「通勤・通学、または通院で」が最も多く、「食事や買い物で」と回答した

人の割合が他世代と比較して少なくなっています。（図 5-31、図 5-32、表 5-17） 

・ 松戸駅周辺での買い物の頻度は、「年に数回程度」とする人が 42.3％、「月に 2～

3 回程度」が 31.0％となっており、買い物の内容としては、「買回り品」をあげ

る人が58.4％を占めています。また、交通手段としては、「電車」とする人が43.6％

と最も多い一方で、「自家用車」とする人も25.6％と多くなっています。（図5-34、

図 5-37、図 5-39） 

・ 松戸駅周辺での買い物回数は、2～3年前と比較して「変わらない」とした人が最

も多かったものの、37.3％の人が「減った」としており、その理由としては、「行

きたいと思う魅力のある店や欲しい商品を売っている店がないから」「松戸駅周

辺以外の店舗を利用するようになったから」が多くあげられています。（図 5-41,

図 5-44） 

※各品目：生鮮食料品、加工食料品、日用家庭品、日用衣料品、男性洋服、婦人・

子供服、靴・かばん、家電製品、家具・インテリア、スポーツ・レジャー用品、

貴金属・時計・メガネ、贈答品の 12 品目 
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２．松戸市小売業の課題 

①市場環境の変化への対応 

平成 19 年の商業統計調査の結果によると、全国の小売業の事業所数・従業者数は

減少し、売場面積・年間販売額は増加していますが、松戸市ではこれら全ての項目

で減少しており、厳しい状況となっています。また店舗の大型化が進み、1,000 ㎡以

上の大型店の年間販売額は小売業全体の 30.5％を占めていますが、事業所数・従業

者数・売場面積・年間販売額は減少しており、厳しい競争環境にあることがうかが

えます。 

前回調査から 380 の事業所が減少しており、平成 3 年に 3,729 事業所あった小売

事業所は、平成 19 年には 2,584 事業所に減少しています。 

こうした市場環境の変化の中で、地域の小売業が持続性をもって発展していくた

めには、事業所の規模を問わず、業種業態や従来のやり方にこだわらない経営努力

が求められるようになっていると考えられます。 

 

②競争環境の変化への対応 

周辺都市の環境も大きく変化しています。松戸市は足立区、船橋市に次いで人口

が多くなっていますが、小売業の事業所数・従業者数・売場面積・年間販売額はい

ずれも４番目となっています。小売吸引力を示す小売中心地性をみると、松戸市は

平成 16 年時点に比べて顧客流出の割合が増加しています。 

これに対して周辺都市の柏市、白井市、船橋市、足立区は高い小売吸引力を示し

ており、広域から来街者が訪れる地域となっています。これらの小売吸引力の高い

都市に隣接している松戸市が地域の集客力を維持していくためには、地域独自の特

徴を生かしながら、地域の商店街などが主体となって個性的な魅力づくりを展開し

ていくことが重要であると考えられます。 
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３．松戸市の商業活性化に向けた方向性 

以上を踏まえ、「市全体・地区レベル」、複数の個店、商店街や大型店を含む「商

店街レベル」、「個店レベル」の３つのレベルで捉え、活性化の方策を検討します。 

（１）市全体・地区レベルでの活性化策 

①まちづくりの観点による商業環境づくり 

地域の抱える課題に対し、より快適な地域商業を形成するために、まず地域にお

ける商業の役割を明確に位置づけ、まちづくり活動と一体となって戦略的に取り組

むことが重要です。まちづくりと一体となった商業振興を検討するためには、商店

街の活性化によって街全体が潤うような方向性を明確にすることが求められます。 

 

②市全体の吸引力を高める商業集積の育成 

顧客流出が進む中で、市民の購買流出を抑制し、あるいは市外からの交流人口を

吸引するためには、街やコミュニティの「顔」として支持される商業集積づくりや、

地域資源を活用したまちづくりの活性化の取り組みが求められます。 

全国的に有名なまちづくりの事例としては、「湯布院（大分県）の地域づくり」（湯

布院映画祭の開催、牛喰い絶叫大会の開催等）、「小布施（長野県）の地域づくり」（小

布施オープンガーデンブックの作成、小布施国際音楽祭の開催等）、「長浜（滋賀県）

の地域づくり」（歴史的建造物「黒壁」を活用したガラス館などの運営、まちづくり

役場事業等）等が挙げられます。 

 

③意欲ある人材の発掘・活用 

魅力ある商業集積を創造するためには、優れた知恵や意欲的な人材などが不可欠

です。商店街を構成する一店一店の経営者のやる気が醸成されるようなインセンテ

ィブを整えていくことが求められます。また、優れた人材は、全ての地域生活者を

対象として、広く発掘していくことが重要です。 
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（２）商店街レベルでの活性化策 

①コミュニティの核としての地域商業の振興 

少子高齢化や生活意識の変化から、地域での生活にも新しいさまざまな課題が出

てきています。特に高齢化は、商店街に新たなビジネスチャンスをもたらすことに

なると考えられます。高齢社会における商店街の役割として、生活基盤、コミュニ

ケーションの中心、時間消費の場、文化活動・地域活動の核、自己表現の場等、情

報と高齢者を結び付ける役割等が期待されています。 

このように、単なるモノを売る商売から、コミュニティの核としての地位を確立

することが商店街に求められています。このコミュニティの核を基本として、商業

と地域の両方の課題に対応した取り組みを連動することにより、商業と地域の共

存・共生関係を構築することが可能となります。 

 

②地域生活者とのネットワークの形成 

商店街など商業集積地は、日々の暮らしとコミュニケーションを支える場である

ことが期待されていることから、地域商業と生活者との間に強固なネットワークを

形成し、情報交流を通じて地域生活に密着したサービスを展開することは、地域コ

ミュニティの核としての地位を確立することにもつながります。このように、地域

が必要としているサービスを充実させるためには、商店街の取り組みの企画段階か

ら地域生活者の声を聞き、その意向を取り組みに反映させることが重要となります。 

 

③組織的・広域的なネットワークの形成 

近年、商業集積は、より広い範囲や意味を示す言葉として用いられるようになり、

地域における中心的な市街地に存在する地域商業や大型店などの集まりを意味する

ことになっています。今後は、同一地域内の商店街はもちろんのこと、地域と一体

となって活性化に取り組んでいくことが求められます。 
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（３）個店レベルでの活性化策 

①事業所経営者自身の資質向上や意識改革 

個店の活性化は、マーケティング手法の導入による計画の立案から取り組み、そ

の計画を実行していくことで実現が可能になります。また、消費者ニーズや市場動

向を捉えながら、商業者間の競合に打ち勝つための創意工夫が求められます。さら

に、マーケティング手法だけに留まらず、財務や労務の管理等の経営ノウハウを積

極的に導入していく必要があります。 

しかし、これらを個店の独力で行うことは容易でないことから、市や商工会議所

で実施している中小企業経営支援のための相談窓口等、支援制度の活用、専門家の

指導などの積極的な活用を図っていくことは有効な手段の一つです。 

地域商業の活性化にはまず、個店の活性化が必要であるとの基本認識を持ち、こ

れに取り組んでいくことが求められています。 

 




