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Ìï«åÃ³ám地方都市jIP‘
商店街発展m意味

―»ï§Ÿç県Ì³ßŸç郡˜事例対象gVe―

土 屋 純

 n W ƒ j

現在#Ìï«åÃ³ám農村地域fn#ŸïÑå整備K進‚gg„j人々

m生活環境„改善T’ccA‘"国連˜nWƒgX‘T}U}i援助事業K

進捗VeC‘_PfiN#出稼MihjŠbe豊Jjib^人々KT}U}

i仕事˜起業VeC‘Rg„\m理由gVe挙Q‹’‘"依然gVe主要産

業n農業fA‘K#建設#流通ih\mzJm産業„成長VccA‘"RE

V^中#大Li変化˜遂QeC‘mn商店街fA‘"地域経済K豊Jji‘

g主j#T}U}i物資K流通X‘ŠEjiŒ#T}U}i業種m店舗K立

地X‘ŠEjibeC‘"\Rf本報告fn#商店街m実態˜報告X‘gg

„j#Ìï«åÃ³á農村地域m変化jcCe考G‘RggV^"

調査対象地域n#»ï§Ÿç県#Ì³ßŸç郡m郡都fA‘Ì³ßŸçj

立地X‘商店街fA‘（図 1）"iI著者n#2004年jÌ³ßŸç郡m南j

隣接X‘Ûç´ßÓôç郡m郡都fA‘Ûç´ßÓôçjICe„同様m調

査˜実施VeC‘（土屋#2006）"Ìï«åÃ³ám行政単位n#県#郡#

市町村gibeIŒ#Ì³ßŸçn郡都j相当X‘（Ûç´ßÓôç„郡都

fA‘）"郡庁舎jn¼¿¦†»ï§ŸçJ‹派遣T’eL^多Nm公務員
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図 研究対象地域m位置
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Ìï«åÃ³ám地方都市jIP‘商店街発展m意味

K仕事˜VeIŒ#近Njn国立病院„立地VeCe#貧VC人々„受診f

L‘安価i±ôÏμ提供„行•’eC‘"RmŠEj行政面f„一定m役割

˜n^X中心地gCGŠE"

Ìï«åÃ³áfn#¼¿¦˜中心gVe大都市圏K形成T’#½¿»°

ïn国際的i貿易港fA‘RgJ‹第 2 位m都市gibeC‘K#\’以

外m地域fn規模m大LC都市n存在ViC"Ì³ßŸç†Ûç´ßÓôç

n#農村地域j立地X‘拠点性m高C中心地g位置dP‘RgKfL#農村
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地域K発展X‘iJf重要i役割˜果^VeC‘"

調査方法n以下m通ŒfA‘"Ì³ßŸçm商店街jcCe#全em商店

j対Ve業種˜調査V^"各店舗経営者jŸï»Ïáô˜実施V#宗教#

¦ôμÄ#経営年数#売上高#従業員m構成jcCe聞L取Œ˜実施V^"

調査n#2006年12月#2007年 9 月#2009年 2 月#9 月j実施V^"

 Ì³ßŸçm商店街jcCe

本章fn#現地調査m結果˜„gj商店街m概要jcCe述x‘RggX

‘"商店街m全体的状況jcCe#各業種店舗m構成#店舗経営者m宗教・

¦ôμÄm構成J‹考GeCL^C"

. Ì³ßŸçjICe商店街K発展X‘理由

近年#Ì³ßŸç郡内fnŸïÑå整備K進™fIŒ#特j#道路整備n

RR20年間f急激j進捗VeC‘"Ì³ßŸçm商店街J‹ËŸ¡¢Ÿj

結o’‘道路n10年前j舗装化T’#Ì³ßŸç郡各地wm道路„徐々j

舗装化K進™fC‘"}^#井戸m普及K進™fIŒ#伝染病jJJ‘人々

m数K激減VeC‘"RmŠEiŸïÑå整備n農村地域j新^i日雇C労

働˜„^‹VeIŒ#農民達m副収入源gibeC‘"}^道路m普及n#

æ¨³ß（自転車˜動力gX‘力車）†ÕÏô»ª³ôihm交通業m発展

˜„^‹VeC‘"

Ìï«åÃ³áfn出稼MgVe中東諸国†³ï§Ùôçj出向N人々K

~‹’‘K#Ì³ßŸç郡内f„出稼MjŠbe資金˜得^人々K#零細f

nA‘K商店経営#工場経営˜始ƒ‘ŠEjibeC‘"RmŠEi自営業

m増加n#Ìï«åÃ³ám農村地域˜豊JjVccA‘"

RmŠEjÌ³ßŸç郡内fn#農業以外m産業m発展†生活環境m改善

K進~ccA‘"\EV^中#郡都Ì³ßŸçn交通網m整備gg„j}X
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図 郡都Ì³ßŸçm商店街
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Ìï«åÃ³ám地方都市jIP‘商店街発展m意味

}X拠点性˜高ƒeIŒ#\’gg„j商店街„急激j拡大VeC‘"

. 商店街m業種構成

次j#商店街jcCe詳VN説明VeCL^C"図 2 IŠr写真 1・2

n#Ì³ßŸçm商店街m様子˜示V^„mfA‘"商店街m中jn市場

（C`o）KA‘zJ#郡庁舎#国立病院#Þμª#銀行ih„立地VeC
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写真

写真
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表 バシャイル商店街の業種構成

店舗数 割合

化粧品・雑貨 33 7.07
食品・雑貨 80 17.13
衣料品・靴 75 16.06
医薬品 26 5.57
宝飾品 21 4.50
飲食 37 7.92
サービス 36 7.71
加工・作業場 116 24.84
その他 33 7.07
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‘"}^#Ìμ»ôÛÆçj„ibeIŒ#»ï§Ÿç†Ûç´ßÓôçw

m乗Œ合CÌμK停車X‘_PfiN#ÕÏô»ª³ô†æ¨³ßih„集

}‘"

Ì³ßŸç商店街m業種構成˜~e~‘g（表 1）#食料品#衣料品・靴

ih日常生活jJJ•‘商品˜取Œ扱E商店K多N#宝飾品店ih高価i商

品˜取Œ扱E店#医薬品店#理容店ihm±ôÏμ店#T‹jT}U}i作

業場„存在X‘"食品・雑貨店#衣料品店#宝飾品店ihn古NJ‹存在X

‘業種fAŒ#店舗数„多NibeC‘"RR数年fn#業種m多様化K進

展VeIŒ#ÌŸªm部品販売g修理#携帯電話取扱店#音楽 CD 販売店i

h„増加傾向jA‘"

. 店舗経営者m宗教・¦ôμÄ別構成

Ìï«åÃ³á人口m約90KŸμåÜ教徒fAŒ#ÎïÅ ô教徒n

10未満m少数派fA‘"Ì³ßŸçm商店街f„ŸμåÜ教徒K経営X

‘店舗K大半fA‘K#本調査fn商店街jICeÎïÅ ô教徒K経営X

‘店舗K110店舗確認X‘RgKfL#商店街全体m約24˜占ƒeC‘R
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表 ヒンドゥー教徒の店舗

カースト 店舗数 主 な 業 種

コルモカール 26 宝飾品

シャハ 24 食品雑貨，衣料品，など

ショルカール 17 バイクパーツ販売，バイク修理，医薬品

シル 12 床屋

シュトルダール 7 家具

ノモシュッドル 6 金属加工

パル 4 衣料品

ライ 4 食品雑貨，サービス

ゴッシュ 4 飲食店

ラズボンシ 2 宝飾品

マリ 2 飲食店

その他 2
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gK明‹Jjib^（2007年 9 月）"人口比J‹考G‘gÎïÅ ô教徒K

積極的j店舗経営j参入VeC‘RgK•J‘"Ûç´ßÓôçm商店街f

nŸμåÜ教徒74#ÎïÅ ô教徒25fAŒ（土屋#2006#p187）#Ì

³ßŸçg同様m傾向fA‘"

表 2 n#ÎïÅ ô教徒K経営VeC‘店舗m構成˜示VeC‘"Îï

Å ô教徒„T}U}i業種m店舗˜経営VeC‘K¦ôμÄjŠbe異i

‘傾向K~‹’‘"例Go#宝飾品店jn¯çÞ¦ôç#飲食店†菓子店f

n°³á#理髪店fn³çmŠEj#¦ôμÄg業種j一定m関係K見出X

RgKfL‘"

¯çÞ¦ôçn金属加工˜生業gX‘¦ôμÄfA‘K#金属加工mÊ¡

Ë¡˜活用Ve商店街m中f宝石m製造g販売˜VeC‘"商店街m近Nj

¯çÞ¦ôçm集落K存在X‘Rg„宝飾品店K多C理由gibeC‘"°

³án牛飼C¦ôμÄfAŒ#牛乳˜取Œ扱ERg˜生業gVeC‘K#商

店街m中fn牛乳ih˜加工Ve揚Q菓子ih˜製造V販売VeC‘"\V
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e³çn理髪業˜生業gX‘¦ôμÄfA‘"RmŠEj職能¦ôμÄn#

自‹m生業g関連X‘商売˜商店街miJf展開VeC‘mfA‘"

}^商人¦ôμÄfA‘³ßËn#食品・雑貨店#衣料品店ih幅広N商

売˜展開VeC‘"元来³ßËn#市場fm販売†行商˜行E„mK多Jb

^K#商店街m発展gg„j店舗経営j参入X‘„mK多CŠE_"}^#

漁民¦ôμÄmå¶Øï³†農民¦ôμÄmÚæih#本来m生業g離’e

店舗経営j参入X‘„m„存在X‘"生業fn十分i収入˜得‘RgKfL

iCRgJ‹#出稼Mihf資金˜得^„mK店舗経営˜始ƒ‘¬ôμK多

NibeC‘"

 各業種店m経営状況

本章fn#各業種店舗m実態jcCe#Ÿï»Ïáô調査˜基gVe報告

X‘"取Œ上Q‘業種店舗nÌ³ßŸç商店街m代表的i業種fA‘食品・

雑貨店#衣料品・靴店#宝飾品店#医薬品店ihfA‘"

. 食品・雑貨店

食品・雑貨店（第 3A 図#写真 3）n#市場f取Œ扱•’eC‘生鮮品

以外m食料品˜取Œ扱E店舗fA‘"商店街内f全体的j広KbeIŒ#小

規模m店舗K中心fA‘"品揃Gn#μÆ¿ª菓子#調味料ihm加工食品

˜中心fAŒ#»Ì¯ihm嗜好品„取Œ扱E"中jn#¯¦¯ôå#ÖÓ

³#âÇæôÌih世界的iÒåïÅ„存在X‘"

CNcJm食品・雑貨店jcCe経営状況˜~e~‘g（表 3）#経営者

m年齢n20代J‹50代}f~‹’‘"店舗m創業jcCen#親J‹引L

継C_場合_PfiN#出稼Mih資金˜得e新規j開店V^場合#市場f

m商売J‹資金˜蓄積Ve開業X‘場合#ih„存在VeC‘"卸売m店舗

˜除Ce全般的j売上高n低N#長時間営業f売上˜確保VŠEgX‘傾向



( 49 )

図 業種別j~^商店m分布
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写真
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Ìï«åÃ³ám地方都市jIP‘商店街発展m意味

KA‘"日々m†ŒNŒn大変iŠEf#«åÛï銀行ihJ‹借金Ve運

転資金gVeC‘場合„多CŠE_"

商品仕入’n#¼¿¦ihm遠方m大都市J‹卸売業者K†beLe行•

’‘場合K多C"各店舗jn 1 日当^Œ 3～5 業者出入ŒX‘ŠEfAŒ#

取引業者n注文˜受Pe後日jÌï（配送車）f配送X‘場合g#Ìïf配

送X‘際j\m場f注文˜受P‘場合„A‘"T‹j#商店街m中jn#卸

売˜行E店舗„存在VeIŒ#各食品・雑貨店K品揃G˜補充X‘際j利用

X‘ŠE_"

T‹j#販売fnJiŒ柔軟i方法˜用CeIŒ#例Go»Ì¯ihn箱
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表 食品・雑貨

No. 1 No. 2 No. 3

店主の年齢 36 26 32
業種 食品・雑貨 食品・雑貨 食品・雑貨

創業何年 6 年 2 年 18年
設立 父親から資金（警察官） 父親から資金 父親がテナントを購入

賃貸料 700 taka/月 400 taka/月 なし

管理費 45,000 taka/4 年 40,000 taka/5 年 なし

売上 20,000 taka/月 30,000 taka/月 70,000 taka/月
利益率 5 5 5
出入業者 22～25業者 5 業者/日 3～5 業者/日

従業員 なし なし なし

客数 50～60人/日 70～80人/日 120人/日

備考 グラミン銀行から借
金

毎年25,000 taka
利子10

グラミン銀行から借
金

毎年20,000 taka
利子10

ばら売りをしていた

ビーテルリーフも業
者が販売に来る

No. 4 No. 5

店主の年齢 26 57
業種 食品・雑貨 食品・雑貨（問屋）

創業何年 30年 40年
設立 父親がテナントを購入

賃貸料 なし 2,000 taka/月
管理費 なし 50,000 taka/3 年

売上 50,000 taka/月 250,000 taka/月
利益率 10 5
出入業者 近くの問屋で仕入れ 2～3 業者/日

従業員 なし 1 名

客数 50～80人/日 150人/日（一般人も）

備考 ヒンドゥー教徒

オーナーシャハ

従業員ラズボン
シー
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写真
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単位ŠŒ„Ìåf販売X‘RgK中心fA‘"Ìï«åÃ³ám農村部f

n#現金˜多N抱Ge行動X‘人々n少iC"\EV^状況m中f#少Vf

„売上˜伸oX^ƒj#小TiÇô¶˜拾beCN戦略Kg‹’eC‘mf

A‘"

食品・雑貨店n#Ì³ßŸçmŠEi比較的拠点性m高C商店街_Pfi

N#農村地域j„点在VeC‘"食品・雑貨店n#少iC資金f„開業f

L#日常的i買物Çô¶j対応X‘RgJ‹#多Nm人々KT}U}i場所

f開業VeC‘"

. 衣料品・靴店

衣料品・靴店（第 3B 図#写真 4）n#商店街m中心的i存在fAŒ#

商店街m中心部j立地VeC‘場合K多C"低層ÏçmÂÆïÄj入居Ve

C‘„m„多N#大規模i„mK多NibeC‘"}^#商店街m中f露天

商gVe営業VeC‘„m„~‹’‘"注文˜受Pe¥ô¼ôÝôÅ販売X
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‘店舗g#´ôï¶#子供服ihm既製品˜販売X‘店舗m 2 種類K存在

VeC‘K#近年fn後者K中心jiŒccA‘"

商店街†農村地域fn#衣料品店m注文˜受Pe家内工業gVe縫製K行

•’eC‘"多Nm農村女性K縫製技術˜学r#内職˜行IEgVeC‘"

RmŠEi家内工業n農村地域m女性j新^i現金収入源˜„^‹VeI

Œ#今後n農村地域m経済的i自立m^ƒj重要i役割˜果^XŠEji‘

g考G‹’‘"

CNcJm衣料品・靴店jcCe経営状況˜示V^mK表 4 fA‘"経

営者n食品・雑貨店g同様j20代J‹50代}f幅広N#創業n新規出店m

zJ親J‹m引継M„~‹’‘"既製服˜販売X‘店舗mzEKçï©ih

伝統服˜販売X‘店舗ŠŒ売上K多C傾向jAŒ#大Li店舗zh既製服˜

仕入’e品揃G˜充実TZ‘傾向jA‘"

衣料品・靴店n#商店街m中心f営}’‘場合K多Cmf#賃貸料n食料

品g比x‘g高ƒfA‘"取Œ扱C品目„多N一回m販売額K高Cmf#賃

貸料ih¯μÄK高Ne„十分†beCP‘ŠEfAŒ#Ÿï»Ïáô˜V

^経営者m中jn借金˜抱GeC‘„mn~‹’iJb^"

商品調達m方法n#商品m種類jŠbe異i‘"既製品n¼¿¦ihj直

接赴Ce仕入’‘一方#布†çï©ih加工度m低C„mn#Ì³ßŸç郡

内m大Li市場fA‘¯éÂœ›市場f仕入’‘場合K多C"既製服˜増†

Ve品揃Gj差˜持^Z‘^ƒjn¼¿¦}f赴N必要KA‘ŠE_"

衣料品販売f„#商店街m店舗g定期市m露天商fn#商品調達方法K異

i‘"商店街m場合n#結構¼¿¦}f赴Ce調達VeC‘場合K多CK#

露天商m場合#¯éÂœ›市場˜中心gVe近場m市場f調達X‘RgK多

C"
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表 衣料品・靴

No. 1 No. 2 No. 3

店主の年齢 27 45 50
業種 衣料品 衣料品 衣料品

創業何年 8 年 7 年 15年
設立 Agrami Bank から借金 場所換え20年間衣料

販売

賃貸料 650 taka/月 500 taka/月 500 taka/月
管理費 20,000 taka/8 年 30,000 taka/5 年 150,000 taka/10年
売上 300,000 taka/月 20,000 taka/日 15,000 taka/月
利益率 10 20 10
出入業者 なし なし なし

従業員 弟（18） なし なし

客数 10人/日 25～35人/日 10～15人/日

備考 ダッカで調達（3～
4 回/月）

コロティア市場でル
ンギを調達（1 回/
週）

ダッカでジーンズな
ど既製品を調達（2
～3 回/月）

コロティア市場でル
ンギ（1 回/週）

タンガイルで調達
（1 回/週）

ダッカで調達（1/
月）

コロティア市場でル
ンギを調達（2 回/
月）

No. 4 No. 5 No. 6

店主の年齢 40 37 21
業種 衣料品（露天） ふとん 靴

創業何年 18年 25年 2 年 6 ヶ月

設立 義父の店を受け継ぐ 義父の店を受け継ぐ

賃貸料 20 taka/週 800 taka/月
管理費 40,000 taka/2 年

売上 45,000 taka/月 150,000 taka/月 450,000 taka/月
利益率 15 8 10
出入業者 なし なし なし

従業員 なし 4 名 弟（19）
客数 25～30人/日 10～15人/日 15～25人/日

備考 コロティア市場で調
達（1 回/週）

自転車で商品を運ぶ
（20分の移動）

ダッカで布（マット
レス）

ダッカで綿（2 回/
月）を調達

ダッカで調達

商品はトラックで運
ぶ
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写真
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. 宝飾品店

宝飾品店（第 3C 図#写真 5）fn#主j金†銀˜加工VeÉ¿ªèμ

†指輪ih˜製造・販売VeC‘"宝石商m経営者nÎïÅ ô教徒Kzg

™hfAŒ#¦ôμÄfn¯çÞ¦ôçK多NibeC‘"¯çÞ¦ôçn

伝統的j金属加工˜仕事gX‘¦ôμÄfAŒ#代々受P継K’eL^"商

店街miJf一角j集積VeIŒ#代々店舗˜受P継CfL^„mK多C"

集積地以外m店舗n新規参入組gibeC‘"

宝飾品nŸμåÜ教徒„ÎïÅ ô教徒„結婚式m際m祝C品gVe重要

fA‘"特jÎïÅ ô教徒m場合n#貴金属f製造T’^装飾品n新VC
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表 宝飾品

No. 1 No. 2 No. 3 No. 4

店主の年齢 26 33 60 32
業種 宝飾品店 宝飾品店 宝飾品店 宝飾品店

創業何年 6 ヶ月 12年 3 ヶ月

設立 父親がテナント
を購入

父親がテナント
を購入

他店で修行し独
立

家族から資金
（10,000 taka）

賃貸料 600 taka/月 なし 1,200 taka/月 600 taka/月
管理費 25,000 taka/

3 年
なし 30,000 taka/

10年
5,000 taka/
3 年

売上 30,000 taka/月 70,000 taka/月 100,000 taka/月
利益率 25 10 10～15
出入業者 なし なし 2～3 業者/

日（宝石）
なし

従業員 1 名 2 名 1 名（息子） なし

客数 4～5 人/日 20人/日 10人/日

備考 タンガイルで
自己調達

オーナーシ
ュトルダール

従業員ラズ
ボンシー

客から宝飾品
を買い取り加
工して販売

従業員 3 名
ショルカール

客から宝飾品
を買い取り加
工して販売

従業員コル
モカール

客が金や銀を
持ち込みオー
ダーで加工す
る

従業員コル
モカール

カンチャン
プールから
通勤
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家族jgbe貴重i財産gi‘mf#親世代K苦労Ve購入X‘場合K多C

gCE"REV^RgJ‹#宝飾品n都市地域_PfiN農村地域j„\’

iŒmÇô¶KA‘mfA‘"

CNcJm宝飾品店jcCe経営状況˜~e~‘g（表 5）#経営者m年

齢n幅広N#親J‹引L継C_„mK多NibeC‘"¯çÞ¦ôç以外m

¦ôμÄm店舗„~‹’‘K#既存m店舗f修行V^Ag#独立Ve自身m

店舗˜構GeC‘"Ûç´ßÓôçfn#古NJ‹宝飾品店m集積K形成T

’eCe#多Nm店舗K親m代J‹引L継C_„mK中心fAb^K#宝飾

品店m集積K大\’zhLNiCÌ³ßŸçfn#¯çÞ¦ôç以外mÎï
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Å ô教徒K新規参入VeC‘場合K~‹’‘mfA‘"

Ì³ßŸçm宝飾品店n#Ûç´ßÓôçm宝飾品店g比x‘g規模m小

TC„mK多N#材料„既存m宝飾品fA‘場合K多CŠE_"金m延x棒

˜仕入’e加工X‘gCEŠŒ„#人々m宝飾品KæÝŸªT’e販売T’

eC‘"Ûç´ßÓôçmŠEi大Li集積地fniCÌ³ßŸçfn#Ì

³ßŸç郡内m宝飾品Kéô¦çi市場miJf循環VeC‘場合K多CŠ

EfA‘"

. 医薬品店

医薬品店（第 3D 図#写真 6）n#Ûç´ßÓôçg同様j商店街j多

N~‹’‘業種fAŒ#郡庁所在地ihjA‘規模m大LC商店街j集積X

‘傾向KA‘"医薬品m販売K定期市f少iCmn#医薬品n取扱品目数K

多Ne在庫管理K重要fAŒ#店舗jŠ‘販売K適VeC‘J‹fA‘"

CNcJm医薬品店CcCe経営状況˜~e~‘g（表 6）#経営者m年

齢n幅広N#親J‹受P継O場合K~‹’^"日本mŠEj免許K必要i•

PfniCK#開業jn多Nm資金gÊ¡Ë¡K必要i^ƒ#親J‹引L継

O場合K多Ni‘mfA“E"販売高„比較的大LN#高C賃貸料„十分j

¦ÌôX‘RgKfL‘g思•’‘"}^#店m·¨áæÂœn重要fA‘

ŠEf#³ß¿»ô#鍵ihm設備„充実TZeC‘"

客m構成n#近Nm国立病院m医師K患者j渡V^処方箋j従be販売X

‘場合#農村地域m医師K購入VeCN場合g#一般m人々K購入X‘場

合#m 3 cfA‘"Ì³ßŸç†Ûç´ßÓôçihm郡都jn国立病院

K存在V#多Nm人々K通院VeC‘mf#医薬品店m集積K可能gibe

C‘mfA‘"

商品調達n#医薬品卸jŠ‘配送K主fA‘"卸売業者m営業員K医薬品

店˜回be注文˜受P#後日Ìïf配送T’‘場合Kzg™hfA‘"一人
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写真
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m営業員j聞L取Œ調査V^gR“#»ï§ŸçjA‘事務所J‹営業j回

beCe#一cm店舗j週j 2 回zh営業˜行EgCE"彼n乗Œ合CÌ

μj乗Œ#T}U}i商店街˜回beC‘gCE"RmŠEi仕組~jŠb

e#Ìï«åÃ³á全土j医薬品K流通VeC‘mfA‘"

. \m他

\m外j„#電器#音楽 CD † DVD ih˜販売X‘店舗#携帯電話販売

店#理髪店ihm±ôÏμ業#作業場ihm業種K~‹’‘"

電器・CD 販売店（表 7）n#近年商店街m中f急激j増GeC‘業種f
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表 医薬品

No. 1 No. 2 No. 3

店主の年齢 30 35 56
業種 医薬品 医薬品 医薬品

創業何年 3 年 1 年 17年
設立 父親から資金（同業） 父親から資金（農業）

賃貸料 800 taka/月 800 taka/月 800 taka/月
管理費 40,000 taka/5 年 50,000 taka/5 年 30,000 taka/5 年

売上 100,000 taka/月 70,000 taka/月 30,000 taka/月
利益率 10 10 10
出入業者 15業者（Dhaka Tan-

gail）
15～16業者 20業者

従業員 なし なし なし

客数 50～60人/日 50～60人/日 40人/日

備考 近くにある国立病院
の処方箋を受け付け
る

村医者が薬を買いに
来ていた

近くにある国立病院
の処方箋を受け付け
る

近くにある国立病院
の処方箋を受け付け
る
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A‘"特j#ËŸ¡¢Ÿ}fm道路K舗装化T’^後#RmŠEi店舗K増

G^gCE"REV^嗜好性m高C商品m調達n¼¿¦Kzg™hfA‘"

¼¿¦}fm交通手段K充実V^RgjŠbe商品調達KμÜô¶jiŒ#

開店資金˜所有VeC‘„mK新VC商売j挑戦VeC‘mfA‘"今後„

新VC商品K流通X‘中f#T}U}i種類m商店K開業VeCN„mg考

G‹’‘"

}^#携帯電話関係m店舗„増加傾向fA‘"日本g同様j携帯電話会社

m系列店K増加VeC‘_PfiN#携帯電話m修理˜行E店舗„多N~‹

’‘ŠEjib^"修理˜行E店舗fn#中古m携帯電話˜買C取Œ#解体

Ve各部品˜確保VeC‘"Ìï«åÃ³ám携帯電話mzg™hKÓæÖ

ŸÅ方式fA‘mf#電話料金前払Cm受P付PK#食品・雑貨店#医薬品

店ihf増加VeC‘"Ìï«åÃ³ám携帯電話n#RR 5 年間f急激
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表 電器・CD

No. 1 No. 2 No. 3 No. 4

店主の年齢 30 43 25 26
業種 電気製品 携帯ショップ CD ショップ CD ショップ

創業何年 10年 3 ヶ月 3 年 5 ヶ月

設立 父親から資金 家族から資金

賃貸料 1,000 taka/月 500 taka/月 700 taka/月 600 taka/月
管理費 80,000 taka/

10年
25,000 taka/
3 年

40,000 taka/
4 年

30,000 taka/
4 年

売上 45,000 taka/月 12,000 taka/月 150,000 taka/月 150,000 taka/月
利益率 10 10 15 15
出入業者 なし なし なし なし

従業員 弟（23） なし 弟（18） なし

客数 15人/日 40人/日 20～25人/日 25～30人/日

備考 ダッカでアイ
ロン，扇風機
など（1 回/2
～3 月）

タンガイルで
電球など（1
回/週）

ダッカに出か
け調達（3 回
/月）

ダッカやタン
ガイルに出か
け調達（2 回
/月）

Hindy, Urdu,
Bengaly and
Engilish

 CD, Audio
and Video

タンガイルに
出 か け 調 達
（1 回/週）

Hindy, Urdu,
Bengaly and
Engilish

 CD, Audio
and Video
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j普及VeIŒ#携帯電話関連m店舗n増加傾向fA‘"

理髪店（表 8）n#Ûç´ßÓôçg同様jÎïÅ ô教徒jŠ‘営業K

主fA‘"¦ôμÄn理髪業˜職業gX‘³çK多Jb^"客nÎïÅ ô

教徒_PfiNŸμåÜ教徒j}f広KbeC‘"RmŠEj職人¦ôμÄ

n#自‹m技術˜ŸμåÜ社会m中f発揮X‘RgjŠbe職業˜確保Ve

C‘"VJV売上ihn低N#決Ve営業n楽fniCŠE_"

T‹j#T}U}i作業場„存在V#ÌŸªm部品˜品揃GV修理加工X

‘„m†#住宅建設用m資材（例GoÄ»ïih）˜販売X‘„m#家具˜

製造販売X‘„mihT}U}fA‘"Ì³ßŸç郡fn#近年#多Nm土

木作業K実施T’eC‘K#REV^作業場n地域mŸïÑå整備j±ôÏ
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表 サービス

No. 1 No. 2

店主の年齢 18 36
業種 床屋 床屋

創業何年 5 年（13歳から） 10年
設立 祖父の店を受け継ぐ

賃貸料 900 taka/月 800 taka/月
管理費 40,000 taka/10年 16,000 taka/3 年

売上 300～400 taka/日 3,000～5,000 taka/月
利益率

出入業者 なし なし

従業員 義兄（20） 1 名（40）
客数 30～35人/日 25～30人/日

備考 はさみや櫛などタン
ガイルで購入

ヒンドゥー（シル）

ダッカではさみなど
（3～4/年）

タンガイルでシェー
ビングフォームなど
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μX‘場所gVe位置dP‹’‘"}^農村地域f„#結婚†家m新築j伴

be家具˜購入X‘人々K増GeC‘ŠEfAŒ#職人K手dNŒf家具˜

製造X‘店舗K増加傾向fA‘"

. 小活

本章fn#Ì³ßŸçm商店街j存在X‘T}U}i業種jcCeŸï»

Ïáô調査VeL^"商店m入’替G„激VN#新規開業m店舗„多N~‹

’^"新VC店舗K増G‘gg„j#新VC業種店K増GeIŒ#商店街m

店舗構成„変•beLeC‘"Ì³ßŸçn郡m中心地fAŒ#交通網m発

展gg„j人々K集}Œ†XC場所j発展VeIŒ#新^i商売˜始ƒ‘m

jtT•VC場所fA‘gCG‘"

VJViK‹#商店m中jn#«åÛï銀行ihm銀行J‹借金˜抱Ge

C‘店舗„多N存在X‘"必YV„商店街m店舗n安定V^経営˜行beC
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‘•PfniC"郡内fn出稼Mihf豊JjibeC‘人々„増GeLe

C‘中#hmŠEj商店街K変•beCNmJ˜今後„注目VeCL^Cg

考G‘"

 考察―今後m商店街n―

Ì³ßŸçm商店街n#今後hmŠEi新VC商店K立地X‘mfA“E

J"前述mŠEjÌï«åÃ³áfn#出稼Mihf資金˜得^人々K商店

˜始ƒ‘場合K多CK#新VC商売˜始ƒ‘際jhmŠEi商品˜調達fL

‘mJjŠbe店舗m業種K決}‘g„CG‘"\Rf#現存X‘商店m商

品調達jcCe検討X‘RgjŠbe#新VC商店m誕生m可能性jcCe

検討fL‘g考G‹’‘"T‹j#土屋（2006）f報告V^Ûç´ßÓô

çg比較X‘RgjŠbe#Ì³ßŸç†Ûç´ßÓôçgCb^郡都j立

地VeC‘商店街m役割jcCe検討V^C" 後jÌï«åÃ³á農村社

会jIP‘商店街発展m意味jcCe私論˜展開V^C"

. 商品調達jcCe

商店街m場合#商店主自身f商品調達X‘場合g#業者K配送X‘場合g

j区分X‘RgK出来‘"前者jn#衣料品・靴店#CD・電器店ihK挙

Q‹’#後者jn#食品・雑貨店#医薬品店ihK挙Q‹’‘"

音楽 CD †´ôï¶gCb^新VC商品n#商店主K¼¿¦†»ï§Ÿç

j出JPeCL#自分m才覚f商品˜選™fN‘"Ì³ßŸçmŠEiËŸ

¡¢ŸJ‹離’eCe高速ÌμK乗Œ入’eCiC場所fAbe„#幹線道

路}fm交通手段K発達VeIŒ#高速Ìμ˜利用V^商品調達K可能gi

‘"

加Ge#比較的若C人K積極的j商売j挑戦VeC‘"自分m才覚f新V

C商品˜検索VeIŒ#Ì³ßŸç郡内fÇô¶K\’iŒj存在X’o商
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店gVe経営K可能gi‘"RmŠEj#比較的若Ne資金K少iC人fA

be„#交通機関˜利用Ve商品調達X’o細々iK‹商売j挑戦X‘Rg

„可能imfA‘"¼¿¦n#Ì³ßŸç郡m人々jgbe魅力的i商品K

調達fL‘場所fA‘"経営者n積極的j¼¿¦w出JPeCNRgjŠb

e#Ì³ßŸçm商店街m魅力˜高ƒeC‘mfA‘"

一方#卸売業者K配送X‘場合jn#食料品#医薬品K代表例fA‘"R

mŠEiÆ³ãÆçÒåïÅm商品n#卸売業者K発展X‘RgjŠbe流

通KμÜô¶ji‘"Ì³ßŸç郡m場合#多Nm商店n»ï§ŸçjA‘

卸売業J‹商品配送˜受PeC‘"食料品†医薬品j関Ven#全国展開X

‘卸売業K~‹’‘ŠEjibeIŒ#Ì³ßŸçmŠEi比較的大Li商

店街˜中心gVe営業˜行beC‘"

RmŠEj#卸売業m営業範囲fnT}U}i商品K流通X‘Rggi

Œ#\’jV^KbeT}U}i業種店舗m立地K可能gi‘mfA‘"Ì

ï«åÃ³áfn#主要都市間˜結uËŸ¡¢ŸK整備T’ccAŒ#\E

V^中f卸売業m発達K進™fCN„mg考G‹’‘"

. 郡都j立地VeC‘商店街m役割

今回m調査f明‹Jjib^ŠEj#Ìï«åÃ³áfn近年商店街m発

展K著VC"従来m研究fn#Ìï«åÃ³ám農村地域jIP‘流通n定

期市K中心fA‘g指摘T’eL^K（石原#1989石原・溝口#2006）#

農村地域m発展gg„j商店街m役割K大LNibeC‘"今回m調査f

„#商店街j新VC業種店K立地X‘RgjŠbe#Ì³ßŸç郡m人々j

gbe魅力m高C中心地gibeC‘Rg„指摘fL‘"

特j#Ì³ßŸçmŠEi中心性m高C商店街fn#新VC店舗m立地K

進‚RgJ‹#広C範囲J‹人々K集}beN‘"近年#郡内m道路網m舗

装化K徐々j進™fC‘K#主jÌ³ßŸçj結o’‘道路K中心gibe
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C‘"Ì³ßŸç郡内jnT}U}i規模m商店街K存在X‘K#郡都fA

Œ#交通m結節点gVem地位˜高ƒccA‘Ì³ßŸçjICe#商店街

m発展K進™fCNmfniCJ"

土屋（2006）fn#Ûç´ßÓôç郡m郡都fA‘Ûç´ßÓôçm商

店街m状況K示T’eC‘"Ûç´ßÓôçnËŸ¡¢Ÿ沿Cj立地VeC

‘商店街fA‘"Ûç´ßÓôçmÌμ停J‹n¼¿¦wm直行m高速Ìμ

j乗‘RgKfL‘"一方#Ì³ßŸçm場合n#ËŸ¡¢Ÿm高速Ìμj

乗‘^ƒjnÕÏô»ª³ô†乗Œ合CÌμf乗Œ換GiP’oi‹iC"

RmŠEi点f#Ûç´ßÓôçnÌ³ßŸçŠŒ„交通条件K良CgC

G‘"双方g„郡都fA‘mf#近年m商店街m発展n目覚VCK#商店m

集積nÛç´ßÓôçmzEK多C"T‹j#両商店街˜観察V^感Wf

n#店舗規模„Ûç´ßÓôçmzEK大LCŠE_"商品調達m面f„Û

ç´ßÓôçmzEK有利fA‘"

REV^RgJ‹#Ûç´ßÓôçmzEK商店街gVem発展m可能性

K高Cg考G‘"Ìï«åÃ³ám\’]’m郡都n#一様i交通条件m中

j立地VeCiC"RmRg˜考G‘g#ŠŒ交通条件mŠC都市mzEK

商店街m発展K進™fCNg考G‹’‘mfA‘"

. Ìï«åÃ³á農村社会jIP‘商店街発展m意味

本報告fn#郡都Ì³ßŸçm商店街発展m状況jcCe説明VeL^"

fn\EV^商店街発展nhmŠEi意味KA‘mJ#◯苗床gVem可能

性#◯消費m場gVem意味#m 2 点jcCe指摘V^C"

◯苗床gVem意味

概Ve商店街fn#古NJ‹経営VeC‘店舗K中心部˜占ƒeIŒ#経

営規模„大LN#業種„経営K安定VeC‘„mK多C"一方#新VC店舗

n#商店街m端j位置VeC‘„mK多C"商店街m端m部分n地代K安C



( 65 )( 65 )

Ìï«åÃ³ám地方都市jIP‘商店街発展m意味

RgJ‹新規参入K多N#ÌŸª修理ih新VC業種K目立c"}^#中心

部mÂÆïÄf„条件m悪C場所#例Go表通ŒJ‹n慣’^Ïç奥mÂÆ

ïÄ†小規模mÂÆïÄf„#CD 販売†携帯販売ih新規参入m新VC業

種店舗K多NibeC‘"

RmŠEj#商店街m端#条件m悪C場所n#若C世代KÏ´Éμ˜始ƒ

‘#店舗拡大f業種転換˜図‘#ih#商店街m新陳代謝K行•’‘場所g

ibeC‘"Ìï«åÃ³áfn#出稼M資金m流入ihjŠŒ農村経済n

拡大傾向jAŒ#耐久消費財†嗜好品m消費„拡大VeC‘"今後#農村生

活m充実K進™fCNj従be#商店街m機能n充実VeNg考G‹’#新

^i商売#±ôÏμm実験m場gVe商店街K活用T’eCNg考G‹’‘"

◯消費m場gVem意味

上述mŠEj#商店街n新^i商品#±ôÏμm窓口gibeC‘"近

年#Ìï«åÃ³ám農村部fn#ÂèÏ†携帯電話K普及V#T}U}i

情報˜入手X‘½ßÉçK構築T’ccA‘"\EV^中#農村m人々n\

EV^情報½ßÉç˜通Ve#新^i消費対象˜~cP‘状況gibeC‘"

特j#Ûç´ßÓôç†Ì³ßŸçgCb^規模m大Li商店街fn#T

}U}i業種店舗K集積V#¼¿¦j出JPe魅力的i商品˜仕入’eC

‘"\m結果#化粧品†›ª·±æô#A‘Cn音楽 CD † DVD ih嗜好

性m高C商品K商店街j~‹’‘ŠEjibeL^"ŸμåÜ社会fA‘Ì

ï«åÃ³áfn#女性m多Nn買物f外出X‘Rg˜控G‘傾向jA‘

K#I祭Œih外出fL‘機会jn#多Nm若C女性K化粧V^Œ#›ª·

±æô˜身jcP‘ŠEjibeC‘"実際#商店街m雑貨店f真剣j›ª

·±æô˜物色VeC‘若C女性˜~JP‘RgKA‘"}^#農村部f„

´ôï¶˜nCeC‘若C男性K多NibeC‘K#多Nm衣料品店f既製

服˜取Œ扱EŠEjib^J‹fA‘"

RmŠEj#Ìï«åÃ³ám農村部fn商店街˜通Ve消費経済K拡大
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VccA‘"出稼MjŠ‘送金K\EV^状況˜助長VeC‘gCGŠE"

今後„商店街˜観察ViK‹農村社会m変化jcCe洞察VeCL^Cg考

G‘"

 I•ŒjJGe

本研究fn#郡都Ì³ßŸç˜対象地域gVe#商店街m現状˜検討Ve

L^"今後n規模m大LC商店街_PfiN#小規模m商店街j„調査Ve

CL^Cg考GeC‘"\Rf#I•ŒjJGe今後m研究課題˜述x‘R

ggV^C"

Ûç´ßÓôç郡jIP‘商店街m分布n#石原（1989）g石原・溝口

（2006）m著作f示T’eC‘"中心地Sgj店舗数˜~e~‘g#Ûç´

ßÓôçj代表T’‘幹線道路沿Cm大Li商店街K立地VeIŒ#河川交

通m要所j中規模m商店街K#道路J‹隔絶T’^地域jA‘j小規模m商

店街K存在VeC‘"RmŠEj#商店街n規模jŠbe分類X‘RgKf

L#規模m小Ti商店街zh数K多Ne分散的j立地VeC‘mfA‘"

T‹j#今回m調査報告g土屋（2006）fm調査f指摘fL‘Rgn#

群都fA‘Ûç´ßÓôç†Ì³ßŸçfn#衣料品・靴店†宝飾品店ih

高次m財˜取Œ扱E店舗m集積K~‹’#交通網m整備K進‚jc’e商圏

範囲n郡全体j及™fC‘"一方# 寄品˜中心gVe取Œ扱E小規模m商

店街n#商店範囲n極ƒeéô¦çi„mji“E"

RmŠEiRgJ‹#Ûç´ßÓôç郡†Ì³ßŸç郡gCb^農村地域

fn#商店街m分布Í»ôïn中心地理論f説明fL‘mfniCJg考G

‹’‘"各中心地m店舗数g業種構成˜調x‘RgKfL’o実証fL‘m

fniCJ"T‹j#幹線道路沿C˜中心gVe常設店舗m立地K進™fC

‘RgJ‹#中心地理論m「交通原理」˜適応X‘Rg„fL‘mfniC

J"
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REV^Rgn#日本ih先進国g異iŒ#人々m移動手段K徒歩#æ¨

³ß#乗Œ合CÌμihj限定T’eC‘RgJ‹„説明X‘RgKfL

‘"今後„中心地m変動˜追跡調査X‘RgjŠbe#中心地理論jŠ‘説

明j説得力K„^‹T’‘g考G‹’‘mf#今後m課題gV^C"
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