
高校生と高齢者の利用で
商店街を活性化しよう！！
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年少人口の減少

老年人口の増加

人口推移（愛媛県）

総人口の減少



出典 総務省「国勢調査」、
国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」愛媛県松山市

将来、松山の
老年人口は増え、
年少人口は減っていく

人口増減（松山市）
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減少‼

出典 松山市ホームページ（中心市街地の現状と課題）



・空き店舗の推移

７倍増‼

出典 松山市ホームページ（中心市街地の現状と課題）



商店街の歩行者通行量が、H18年からH26年で約25000人減少
それに伴い、空き店舗率も増加
売上が減ったと答えている店は45.8％とほぼ半数に達してい
る

悪循環！

人が減る

売上が下がる空き店舗が
増える



学校名 全校生徒数

松山東高校 約１０５０人

松山南高校 約１０５０人

松山工業高校 約 ９５０人

松山商業高校 約 ９５０人

聖カタリナ
学園高校

約 ９５０人

済美高校 約１８００人

松山東雲高校 約 ３００人

合計 約７０００人

銀天街

大
街
道

商店街周辺の人口状況

商店街周辺には高校が７校あり、

高校生が いる約７０００人



出典 e-Stat 地図で見る統計（jSTAT MAP）エリア分析レポート（H27国勢調査）

商店街周辺の人口状況
大街道・銀天街の境目を
中心に半径500ｍ

銀天街

大
街
道



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

愛媛県

松山市

ｴﾘｱ内

年齢別人口（総人口）
４歳以下人口

５～９歳人口

１０～１４歳人口

１５～１９歳人口

２０～２４歳人口

２５～２９歳人口

３０～３４歳人口

３５～３９歳人口

４０～４４歳人口

４５～４９歳人口

５０～５４歳人口

５５～５９歳人口

６０～６４歳人口

６５～６９歳人口

７０～７４歳人口
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商店街周辺では３０％！！

松山市内では65歳以上の高齢者は２５％ほど…

周辺の高齢者の方々にも
より多く商店街へ！！

出典 e-Stat 地図で見る統計（jSTAT MAP）エリア分析レポート（H27国勢調査）

商店街周辺の人口状況



ターゲットは

高校生

高齢者

と
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28%

57%

9%
商店街の利用頻度

毎日 週4～6回 週1～3回
それ以下 通らない

南高生の商店街(銀天街・大街道)の利用状況

南高生が商店街を
利用する頻度は

なぜ利用しないのか

週1回以下 57％
通らない 9％

出典 南高生徒１０３７人に実施した“銀天街・大街道の
利用状況“のアンケート結果

週1回以下が半数以上！！

・家と商店街との方向が逆
・部活で忙しい
・行く理由がない etc…

合計
66％
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利用目的を見ると買い物や食事、娯楽で利用する
南高生も多いが、通るだけという南高生も…

通学するだけでなく同時に商店街の
お店も活用してもらいたい！

出典 南高生徒１０３７人に実施した“銀天街・大街道の利用状況“のアンケート結果



問題解決のための施策

①空き店舗をみんなが使える
スペースに！

②施設の充実化

③銀天街・大街道の店舗マップ



43%

57%

自習室を利用したいか

賛成派半数以上！

◎ 賛成派817人の内59％が
払いたくないに回答

◎ 一日利用と夜利用を分ける
→夜利用の金額を安くすることで
学校帰りの人も立ち寄りやすく！

◎ アプリの導入
・席の空き情報
→行ってから席がないなどの
トラブル軽減

2%4%

19%

16%
59%

自習室にいくら払えるか

1000円以上 501～1000円 101～500円

その１ 空き店舗を自習室に！

出典 南高生徒１０３７人に実施した自習室についてのアンケート結果

① 空き店舗をみんなが使えるスペースに！

はい いいえ



その２空き店舗を高齢者向けのワークショップスペースに！

商店街周辺では高齢の住民が多い

高齢者向けのワークショップを開くなどして
商店街に来てもらう！
（高校生のいない平日昼間の自習室を有効活用）

例 ・絵画教室 ・生け花
・将棋、囲碁 etc…

土日には、高校生向けや、
高齢者の方と交流のできる
ワークショップの開催！

① 空き店舗をみんなが使えるスペースに！



① 空き店舗をみんなが使えるスペースに！

その３ 空き店舗を部活動生の発表の場に！

周辺には高校生が多い

商店街に部活動の発表の場を作ることによって
高校生が見に来やすくなる上に、
他校生徒との交流ができる！

シャッターアート

流行りのインスタ映え
で高校生など多くの人
に来てもらう！

各高校美術部の生徒に空き
店舗のシャッターに絵を
描いて、シャッターアート
を作ってもらう。



① 空き店舗をみんなが使えるスペースに！

その３ 空き店舗を部活動生の発表の場に！

発表会・ライブ

商店街でを吹奏楽部や軽音楽部のミニコンサート
の開催
→他校生や周辺住民の方との交流



銀天街・大街道でフォトコンテストを開催

↓
Instagram・TwitterなどのSNSに作品を投

稿
（指定のハッシュタグなどをつくる）

↓作品についた（いいね！）の数で順位をつける
↓

銀天街・大街道で使えるクーポンなどを景品
として贈呈空き店舗に作品の展示

↓
銀天街・大街道を訪れる機会が増える

① 空き店舗をみんなが使えるスペースに！

フォトコンテストの開催

その４ 空き店舗を展示スペースに！



放課後そのまま銀天街・大街道で遊んで帰りたい！

but

という南高生の
意見多数！

・コインロッカー ・化粧室
・更衣場所 ・無料駐輪場

・荷物が多い
・自転車を無料駐輪できるところが少ない
・私服で遊びたい

出典 南高生1037人の“銀天街・大街道にあってほしい施設は何か”のアンケート結果

② 施設の充実化



分かりやすい位置に
銀天街・大街道の
店舗マップがない

一目見て店舗の位置が
わかるマップを

わかりやすいところに設置

⇒高校生だけでなく
すべての年代の人々

が、
銀天街・大街道を利用
しやすくなる！

大街道ホームページより

③ 銀天街・大街道の店舗マップ



担当していただいた越智さん、
ご意見ありがとうございました

株式会社 まちづくり松山
からご意見を頂きました。



①空き店舗を皆が使えるスペースに
・自習室→現在銀天街にあるフリースペース（きらりん）

の二階で実験的に実現可能

・ワークショップ→講師の確保が難しいため、
高校生自身が企画を立て開催する

株式会社 まちづくり松山 からご意見を頂きました。

二階

↑フリースペース：きらりん



①空き店舗を皆が使えるスペースに

・シャッターアート→直接描くのは借り手が出てきた
ときに問題になるため、ラッピング

した上から描く

・発表会・ライブ →実現可能警察や市からの許可を
得ればストリートでも可能

・フォトコンテスト→要望があれば開くこともできる

株式会社 まちづくり松山 からご意見を頂きました。



②施設の充実化

・コインロッカー 立地の関係により金額は高くなって
駐輪場 しまうため、学割を使えるようにする

③銀天街・大街道の店舗マップ

・マップ→店舗の入れ替わりが
激しいため実現は難しい

→



④ 情報発信を充実させる

アプリの導入(前述した自習室のもの)
⇒商店街全体の情報が得られる
・自習室の席の空き情報
・ワークショップ開催のお知らせと申し込み
・各店舗の情報やクーポンの掲載
・気軽に商店街への希望を投稿できる

SNSを使った情報発信
⇒インスタグラム、Twitterで高校生が拡散をする
・＃を使って拡散しやすく、かつ一目で商店街の情報を
見やすく

これらの提案をもっと情報発信する必要がある！



この４つの施策で
商店街を活性化させるぞ!!!!!!!



今回の発表内容

テーマ
高校生と高齢者に

商店街に来てもらう！

プラン内容
１空き店舗をみんなで使えるスペースにする
２施設の充実化を図る
３銀天街・大街道の店舗マップを設置する
４情報発信を充実させる


