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は じ め に 

 

 近年の商業を取り巻く環境は、少子高齢化、消費者ニーズやライフスタイル

の多様化、大型店の出店に伴う郊外への商業集積、インターネット取引の浸透

などにより、大きく変貌を遂げており、消費者の買物動向は多様化、複雑化を

続けています。 

 こうした消費者の買物動向の実態を明らかにするため、本県では３年ごとに

買物動向調査を実施しており、この度、平成 30 年８月から 10 月に県内 10,000

世帯を対象に実施した調査の結果を取りまとめました。 

 今回の報告書においては、近年の新たな商業施設の設立による商圏の変化や

インターネットショッピングを利用する人の割合の増加など、前回の調査以降

の本県の買物動向をまとめております。 

 本報告書が、こうした消費者の買物動向を把握し、今後の地域商業や中心市

街地の活性化の一助となりますよう、関係機関をはじめ多くの方々に広く御活

用いただければ幸いに存じます。 

 結びに、この調査の実施にあたり、格別のご理解、御協力をいただきました

各商工会議所、各商工会、各市町村の皆様及び調査票に御記入いただいた県民

の皆様に対し、厚く御礼申し上げます。 

 

令和元年１０月 

 

山形県商工労働部長  木 村 和 浩   
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