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総社商⼯会議所パンわ―るど総社委員会【岡⼭県】≪ⅰ地域資源活⽤ ≫−−−−−−P２
瓢箪⼭商店街【⼤阪府】≪ⅱ少⼦・⾼齢化≫
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−−−−−−−−−−−−−−−−− P３
−−−−−−−−−−−−−―−−−− P４

基⼭モ―ル商店街【佐賀県】≪ⅲ地域交流≫−−−−−−−−−−−−−−−−−− P５
宇宿商店街【⿅児島県】≪ⅲ 地域交流≫−−−−−−−――−−−−−−−―−−−P６
岩泉町うれいら商店街【岩⼿県】≪ⅳ新陳代謝≫−−−−――−−−−−−−−−− P７
東⼤阪市若江岩⽥商業集積地【⼤阪府】 ≪ⅳ新陳代謝≫−−−−−−−−−−−−−P８
沼垂テラス商店街【新潟県】≪ⅴ構造改⾰≫−−−−――−−−−−−−−−−−− P９
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⽵⽥商店街振興組合【⼤分県】≪ⅰ地域資源活⽤ ≫−−−−−−−−−−−−−− P１２
盛岡駅前商店街【岩⼿県】≪ⅰ地域資源活⽤ ≫−−−−−−−−−−−−−−−− P１３
北九州市⿂町銀天街【福岡県】 ≪ⅱ少⼦・⾼齢化≫−−−――−−−−−−−−− P１４
させぼ四ヶ町商店街協同組合【⻑崎県】≪ⅲ 地域交流≫−−−−−−−−−−−− P１５
⼤分市府内五番街商店街【⼤分県】 ≪ⅳ新陳代謝≫−−−−――−−−−−−−− P１６
油津商店街【宮崎】 ≪ⅴ構造改⾰≫−−−−−−−−−−−−−−−−――−−− P１７
泉町⼆丁⽬商店街【茨城県】 ≪ⅴ構造改⾰≫−−−−−−−−−−−−−−−−− P１８
中町商店街【⻑野県】 ≪ⅵ外国⼈対応≫−−−−−−−−−−−−−−―−−−− P１９
⼾越銀座商店街【東京都】 ≪ⅵ外国⼈対応≫−−−−−−−−−−−−−−−−− P２０

ⅲ ．観光型（外需獲得型）（国内外の観光客をタ―ゲットにした商店街）
京都錦市場商店街振興組合【京都府】 ≪ⅰ地域資源活⽤ ≫−−−−−−−− −−−P２１
川⼝商店街【徳島県】 ≪ⅰ地域資源活⽤ ≫−−−−−−−−−−−−−−−−−− P２２
豊後髙⽥市昭和の町【⼤分県】 ≪ⅱ少⼦・⾼齢化≫−−−−――−−−−−−−− P２３
松本市ナワテ通り【⻑野県】 ≪ ⅲ地域交流≫−−−−−−−−−−−−−−−−− P２４
⼀般社団法⼈阿蘇⾨前町商店街振興協会 【熊本】 ≪ⅳ新陳代謝≫−−−−−−−− P２５
氷⾒市中央町商店街【富⼭県】 ≪ⅳ新陳代謝≫−−−−−−−−−−−−−−−− P２６
沖縄市センタ―商店街振興組合【沖縄県】 ≪ⅴ構造改⾰≫ −−−−−−−−−−− P２７
竪町商店街【⽯川県】 ≪ⅵ外国⼈対応≫−−−−−−−−−−−−−−−−−−− P２８
千⽇前道具屋筋商店街 【⼤阪府】 ≪ⅵ外国⼈対応≫−−−−−−――−−−−−− P２９
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商店街の先進的取り組み事例のマトリクス表
[A]商 店 街 の 類 型
ⅰ．⽣活⽀援型
（地域に根ざした住⺠⽣活
を⽀える商店街）
ⅰ 地域資源活⽤

ⅱ．エリア価値向上型
（まちの中⼼に⽴地し、そ
のまちの価値を⾼める商店
街）

１. 総社商⼯会議所パンわー 11. ⽵⽥町商店街振興組合
るど総社委員会【岡⼭県】

【⼤分県】
12. 盛岡駅前商店街
【岩⼿県】

ⅱ 少⼦・⾼齢化 2. 瓢箪⼭商店街【⼤阪府】

13. 北九州市⿂町銀天街
【福岡県】

ⅲ．観光型（外需獲得型）
（国内外の観光客をター
ゲットにした商店街）
20. 京都錦市場商店街
振興組合【京都府】
21. 川⼝商店街【徳島県】
22. 豊後髙⽥市昭和の町
【⼤分県】

3. 苅⽥商店街【福岡県】
ⅲ 地域交流

]

取

[

B

り
組

ⅳ 新陳代謝

み

【佐賀県】

14. させぼ四ヶ町商店街
協同組合⻑崎県】

6. 岩泉町うれいら商店街
【岩⼿県】

15. ⼤分市府内五番街
商店街【⼤分県】

ⅴ 構造改⾰

8. 沼垂テラス商店街
【新潟県】
9. ⼤阪市新世界市場
【⼤阪府】

ⅵ 外国⼈対応

【⻑野県】

10. 福岡市清川サンロード
商店街【福岡県】

24. ⼀般社団法⼈阿蘇⾨前
町商店街振興協会 【熊本】
25. 氷⾒市中央町商店街

集積地【⼤阪府】

観

23. 松本市ナワテ通り

5. 宇宿商店街【⿅児島県】

7. 東⼤阪市若江岩⽥商業

の
点

4. 基⼭モール商店街

【富⼭県】
26. 沖縄市センター商店街
16. 油津商店街【宮崎】

振興組合（中央パーク
アベニュー） 【沖縄県】

17. 泉町⼆丁⽬商店街
【茨城県】
18. 中町商店街【⻑野県】

27. 竪町商店街【⽯川県】

19. ⼾越銀座商店街

28. 千⽇前道具屋筋商店街

【東京都】

【⼤阪府】

総社商⼯会議所パンわ―るど総社委員会
岡⼭県総社市

組織の類型：⽣活⽀援型
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取組の観点：地域資源活⽤

ポイント：地域資源のパンを活⽤した地域ブランドの確⽴
取組の背景
総社市は暮らしやすく⽣活コストも安いというこ
とで⼈気のある市である。しかし、近隣の岡⼭市や
倉敷市に⽐べ「総社といえばこれ」というものが無
かった。そこで地域にある資源として活⽤できそう
なものを探していたところパンに辿り着いた。隣の
岡⼭市はパンの消費量が全国第３位。その岡⼭市に
⼈⼝換算で匹敵するパン店が市内にはあった。また
⼤⼿製パン⼯場も市内にあり県下⼀の⽣産量となっ
ていた。さらに創業９０年の市⺠なら誰もが知る、
パン店「トングウ」や⼈気のある独創的なパン店が
増えつつあることから、パンを活⽤した取組を⾏う
こととなった。

基本デ―タ
所在地：岡⼭県総社市
店舗数：９店舗
関連URL：
http://www.kibiji.ne.jp/so-japan/
組織概要
全国ブランド化を⽬指す事業の取り組みに対し、アド
バイス等を⾏うことを⽬的として、２０１５年９⽉に
当商⼯会議所特別委員会として組織された。⽬的は⼤
きく２つで、事業を効果的に推進するために具体的な
検討を⾏うこと、また事業に関連するアイデア等の意
⾒について協議することである。構成員は、各⽅⾯か
ら専⾨家５名、⾏政・経済団体などから委員８名で構
成される。

取組の内容
活動が始まったのは２０１５年９⽉。総社商⼯会
議所が中⼼になって地元で伝承される古代⽶「⾚
⽶」とブドウやモモなどの各地のフル―ツ・ジュ―
スと⽩あんを使って店舗を横断したパンづくりを企
画。ネ―ミングも「フル―ツシュ―ケ―キ」とした。
２０１６年１１⽉には１２店がこのフル―ツパンを
作って発売記念のイベント「総社パンマルシェ」を
開催した。１７年３⽉には第２弾としてイチゴを
使った企画パン作りを実施。７⽉にはアイスクリ―
ムと組み合わせたパンを企画した。１１⽉にはプレ
ミアム総社パンマルシェを開催と、⽴て続けにパン
のまちのブランド化イベントを実施した。

取組の効果
積極的に販促活動・広報活動を⾏った結果、地域
活性化と店舗⽀援としての成果も徐々に出てきてお
り、市内のみならず市外からの来客が増え、この事
業の参加店舗１２店（そのうち⼩規模事業者８店）
における売上が対前年⽐で平均４０％増、新規顧客
が３０％増となる成果があった。また新規投資額な
ど直接的な経済効果が１年間で約１億円あり、関連
した 「経済波及効果」も加算すると、さらに⼤き
な効果があったと考えられる。また、今まで⾒られ
なかった店舗間の意⾒交換による交流や材料の共同
購⼊も⾒られるようになり、より総社市が「パンわ
―るど」化しつつある。

取組の活動や組織の
写真貼付

キ―パ―ソン
総社商⼯会議所
指導課⻑
平⽥ 洋之 ⽒

驚くほどの事業成果が⾒えて、苦労は
感じませんでした。とはいえ、各パン
店のオ―ナ―は職⼈気質で、企画に
沿った商品造りは難航しました。しか
し、事業が進むにつれ事業者同⼠の交
流が活発になり、結束⼒が⽣まれまし
た。それと同時に、「負けたくない、
よそと同じことはしたくない。」とい
う職⼈魂に⽕が付き、事業成功の光が
⾒えました。１年が経過しやっと点と
しても店舗が⾒え始めました。また、
地域に９０年の⽼舗があるように、２
代、３代と続いていく⼟壌を作るには、
始まったばかり。継続的に施策を講じ
ていく必要性を⼼しています。

瓢箪⼭商店街
⼤阪府東⼤阪市

商店街の類型：⽣活⽀援型
取組の観点：少⼦⾼齢化

ポイント：商店主が２２０店超の店舗を描いたイラストマップ
取組の背景
瓢箪⼭地域の商店街利⽤者は⼤半が⾼齢者、シニ
ア世代となっている。そのため個店ごとに⾼齢者に
向けた商品・サ―ビスを実施していたが、ＰＲが⼗
分にできていなかった。また⾼齢者になるほど決
まったお店しか使わなくなることが課題としてあっ
た。その対策としてイナリ前商店街振興組合と瓢箪
⼭駅前東商店会は２０１１年ごろから、イラスト
マップ⼊りのチラシを制作していた。そこに瓢箪⼭
駅北側の瓢箪⼭中央商店街振興組合も加わることと
なり、シニア世代向けの商品・サ―ビス提供のPR
を強化することを⽬的にイラストマップ⼊りのチラ
シを作成・配布することとなった。

基本デ―タ
所在地：⼤阪府東⼤阪市本町
会員数：２２０名
店舗数：２２０店舗
関連URL：http://3610.jp/
http://blog.livedoor.jp/jinjamall/
商店街概要
東⼤阪市の東に位置し、近鉄瓢箪⼭駅を中⼼に
南北にまたがる商店街で、２つの振興組合、１
つの商店会からなる。また国道にア―ケ―ドを設
置した⽇本初の商店街でもある。宅配事業や⼀
店逸品活動、商学連携等、様々な事業を実施。
平成２１年度には経済産業省中⼩企業庁が選定
する「新・がんばる商店街７７選」に選出され
た。

取組の内容
マップの作成にあたって３商店街合同で「瓢箪⼭
⾼齢者に優しい商店街づくり実⾏委員会」を結成。
２０１４年から市の「⾼齢者に優しい商店街作り事
業補助⾦」を活⽤し、新しいマップ制作を開始した。
各店舗でアンケ―ト調査を⾏い、⾼齢者向けの商品
やサ―ビスを提供している店を明らかにし、⾼齢者
に優しい商品・サ―ビスの紹介や⾼齢者が利⽤する
施設などをマップに追加。⾼齢者が訪れやすい、買
い物を楽しめるよう⼯夫を凝らした。マップはス―
パ―の買い物袋に同封されるほか、近隣地域へは市
政だよりと共に配布を⾏った。

取組の効果
市政だよりとス―パ―の買い物袋に同封し配布を
⾏ったため、商店街近隣に住んでいる多くの⾼齢者
にマップが⾏き渡った。マップを⾒た⾼齢者から、
「今まで漠然と歩いていた商店街に、今まで知らな
かった⾼齢者向けのサ―ビスが数多く⾏われている
ことを新たに知れた」という声が寄せられている。
またこのマップ作成にあたってそれまでは⼀元的
に管理されていなかった各店舗の情報が⼀元化され
た。これによって今後商店街で新たな取組を⾏う際
に参照できるデ―タベ―スとして活⽤することが出
来るようになった。

取組の活動や商店街の
お写真

キ―パ―ソン
趣味の店たからや
店主
⼤東 聖弘 ⽒

１００店舗以上に⾜を運び、イラスト
を描く際の参考写真を撮り、各店舗の
サ―ビスを調べるために１軒づつ聞き
取り調査を実施しました。⼤変な作業
ではありましたがおかげで⾼齢者の⽅
にどの店舗がどのようなサ―ビスを
⾏っているのかが詳細に把握すること
ができました。今後はお年寄りに優し
い商店街であるとともに、１０年後の
⼦育て家族が商店街に来ていただける
か、また商店街に親しんでいただける
かが今後の課題です。イラストマップ
の作成にあたって⼀元的に各店舗の情
報を管理できるようなったので今後の
活動に活かしていきたいです。
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苅⽥町商店街
福岡県京都郡

商店街の類型：⽣活⽀援型
取組の観点：少⼦⾼齢化

ポイント：学校教育の⼀環に取り込み実施するリアルな商業体験
取組の背景
近隣の市町村や苅⽥町内に⼤型店の進出が進み、
年々商店街の⼈通りが減少していた。そうした状況
を改善すべく、⼦供たちとの交流を通して新規客の
開拓や来街者の増加等商店街の活性化を図る⽬的で、
町内の商業中⼼地で⼦どもを対象としたイベントを
⾏うことになった。そして、２００３年苅⽥町の第
３セクタ―である株式会社ピュアタウン苅⽥が苅⽥
町商店街や⾏政、教育委員会などの協⼒を得てキッ
ズ・マ―ケットを開始した。この商業体験では当初
中学⽣を対象としていたが現在町内４つの⼩学校が
参加している。

取組の内容
２００３年より苅⽥町内の⼩学⽣主に４、５年⽣
を対象に、苅⽥商店街にて、販売から決算までの⼀
連の流れを本物のお⾦を⽤いて体験することで⼦供
たちがリアルな商業体験を⾏う取り組みを実施して
いる。商店街のお店から仕⼊を⾏うとともに、販売
のコツや陳列の仕⽅、チラシの書き⽅等を実際の店
舗から学んでいる。
この取り組みから⼦供たちは流通の仕組みやお⾦
の⼤切さを学ぶとともに、⼦どもたちの⾃主性・創
造⼒・分析⼒・表現⼒・コミュニケ―ション能⼒を
伸ばし、「⽣きる⼒」を育むことを⽬的としている。

取組の効果
地元の商店街で開催することで、普段訪れること
が少ない商店街を⼦ども達に認識してもらえると共
に、地域とのつながりを実感してもらうことが出来
ている。⽣徒たちはキッズ・マ―ケットでの体験を
通じ、⾝近な店がどのような販売の⼯夫を⾏ってい
るか⾼い関⼼を持つと共に、働いてお⾦を得ること
の⼤変さに気づくことが多い。
また、毎年年度末に参加校の担当教師を集めての
意⾒交換会では「貴重な体験であった」、「友達と
協⼒してものごとをやり遂げることの喜びを感じて
いた」、「お⾦を稼ぐことの難しさを感じることが
できた」、「⼈との関わりの⼤切さを実感した」、
「⼦供たちの普段とは違う姿を⾒ることができた」
などの意⾒があり、⾼い評価を得ている。

基本デ―タ
所在地：福岡県京都郡苅⽥町
会員数：１９名
店舗数：４４店舗
商店街概要
近隣の市町村や苅⽥町内に⼤型店の進出が進み、
年々商店街の⼈通りが減少していくなか、毎年
夏に「⼟曜夜市」、冬に「福まき⼤会」が開催
されている。これらのイベントは、広く町⺠の
⽅に商店街を認識してもらい、実際に訪れても
らうことで、商店街の賑わいを継続的に創出す
ることを⽬的として開催されている。

4

基⼭モ―ル商店街
佐賀県三養基郡

商店街の類型：⽣活⽀援型
取組の観点：地域交流

ポイント：商店街の中に保育園 空き店舗をさまざまな⽤途に利⽤
取組の背景
当商店街では近年、店主の⾼齢化や後継者不⾜、
⼤型量販店の進出などで廃業が相次いており、１４
年２⽉に「トライアル基⼭店」が商店街から撤退し
たことにより、「シャッタ―商店街」の様相がより
濃くなっていた。
同年７⽉１９⽇、商店街の中に誰もが気軽に使え
る居場所を作り、街のにぎわいにつなげようとの思
いから、空き店舗のひとつを「まちなか公⺠館」と
名付けて無料開放。この「まちなか公⺠館」をきっ
かけに商店街の空き店舗を⼩売り店舗以外の⽤途で
活⽤し始めた。そうしたなかで保育園の移転先とし
て商店街の空き店舗が候補に挙がった。

基本デ―タ
所在地：佐賀県三養基郡基⼭町
会員数：２７名
店舗数：２８店舗
関連URL：http://kiyamamallgai.main.jp/
商店街概要
ＪＲ⿅児島本線 基⼭駅から徒歩１分にある駅
前商店街。１９８２年設⽴。遊歩道や広場を備
えた「モ―ル型」商店街の先駆けとして全国的
に注⽬された。２０１４年に「トライアル基⼭
店」閉店をきっかけに商店街の空き店舗を⼩売
店舗以外の⽤途での使⽤を始めた。

取組の内容
商店街の⼀⾓に２０１６年４⽉に「ちびはる保育
園」が移転。同園は⼩規模保育施設で、町内外から
０〜５歳児まで約３５⼈が通っている。
同年11⽉、町の事業の⼀環で商店街の通路の植栽
が撤去されたことにより、商店街全体が⼦供たちの
遊び場になった。その後も園児と商店街との交流が
進められ、２０１６年７⽉の「きのくに祭り」では、
園児たちが商店街の⼀員として⼭⾞を引いた。また、
２０１７年には今まで他所で⾏われていた町内園児
による消防パレ―ドが商店街で⾏われたり、町内の
全園児年⻑によるグリ―ンロ―ド（緑の歩道の事）
お絵かき⼤会を催した。

取組の効果
⼦どもの笑い声が響く商店街は、商店街としては
来街者にも安全・安⼼なイメ―ジを持ってもらえ、
保育園としては、先⽣や商店主の⽬も届き、お互い
に良い⾯が多い。さらに、保育園の保護者には、全
員に商店街内で特典を受けられるカ―ドを配布。新
たな顧客として呼び込む取り組みも徐々に進めてい
る。
保育園開設以降、⼦供向けの施設の他に、⼀般
ディ―サ―ビスや就労⽀援施設も⼊り、２０１８年
６⽉には病院等もオ―プン予定となっている。単な
る商業施設から、教育・福祉・医療と多世代が集う
サ―ビスの場へと新しい商店街のカタチを作りつつ
ある。

取組の活動や商店街の
お写真
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宇宿商店街
⿅児島県⿅児島市

商店街の類型：⽣活⽀援型

6

取組の観点：地域交流

ポイント：PDCAサイクルに基づいた５つの柱で商店街を元気に
取組の背景
商店街では相次ぐ⼤型量販店の進出、少⼦⾼齢化、
後継者不⾜、⼦育て⽀援など多くの課題を抱えてい
た。状況を改善するために事業を実施しても、その
管理運営や効果測定の⼿法も確⽴されておらず、改
善に結びついていない状況だった。
そこで当商店街を⻘年部など若⼿へバトンタッチ
をするために現在取り組んでいる事業の⾒える化を
図り、課題整理を⾏うためＰＤＣＡ表を使って現状
分析と将来予測を⾏うこととなった。

取組の内容
商店街が⽬指す明確な像を役員で検討した結果
「⿅児島でいちばん住みたい街No.１になる」とい
う⽬標を設定した。その⽬標を達成するために⾏う
取り組みが効果的かを測定するためのPDCAサイク
ルを作成。⽬標（Plan)として、①⾼齢者の⾒守り
のまちづくり、②⼦育て⽀援、③安⼼・安全のまち
づくり。④エコ環境・環境美化のまちづくり、⑤交
流・参加・協働のまちづくりの5つを事業の柱とし
て⽴案。これらの⽬標を達成するため、「宇宿タウ
ンガイド」の発⾏、エコステ―ションの設置、多世
代が参加できるイベントなど、全２１事業を実施
（Do)。実施した事業はアンケ―トや統計デ―タを
活⽤して成果を分析し（Check)、分析結果をもと
に今後の事業改善や新たな取組へと結びつけること
とした（Action)。

取組の効果
取り組みの効果として商圏⼈⼝が平成２３年度が
3１，８１９⼈に対し平成２８年度が３３，０６０
⼈と１ ，２ ４１⼈増えている。天候にも左右され
るが事業実施時は通⾏量６０％増、店舗も売上３
０％増を⽰した店舗もあった。
また、次世代は年齢層を超えた定住⼈⼝増を⽬指
し地元の⿅屋体育⼤学と協働で「貯筋運動」を実施
し、「貯筋額」に応じて商品券に交換するなど⾼齢
者の⽣活⽀援を含む、個店の売上増にチャレンジし
ている。また、⻘年部が街づくりの主役になる２０
５０年を⾒据えた商店街構想を策定中で「福祉のま
ちづくり」を加え次の事業に取り掛かる準備を現在
⾏っている。

基本デ―タ
所在地：⿅児島県⿅児島市宇宿
会員数：３０名
店舗数：３０店舗
関連URL：http://usuki.or.jp/
商店街概要
当商店街は、⿅児島市の南部地区に位置する商店街の
活性化を図る⽬的で、同地区の任意の３通り会の構成
員により平成４年１２⽉に設⽴した。近隣の⼯業団地
へ⼤型量販店が進出し、この１０年間で周辺環境が⼤
きく変わったが、設⽴以来地域密着型の安⼼安全で環
境に優しい街づくりを⾏い、地域活性化に取り組んで
きた。商店街の地区内にはJR宇宿線と市電脇⽥駅の２
つの駅があり、来街者は⾃動⾞を持たない６０歳以上
の⾼齢者が多くを占めている。

取組の活動や商店街の
写真貼付

キ―パ―ソン
宇宿商店街振興組合
理事⻑
河井 達志 ⽒

組合が設⽴されてから地域の名前「宇
宿（うすき）」が知れるようになり地
域の⽅に喜んでいただいています。宇
宿は平成４年に結成されましたが平成
８年から区画整理が始まり、⼈⼝が減
り、周辺には量販店が数多く出店し始
めました。そのため、それまで「商店
街の活性化」を念頭に事業を進めてい
ましたが、それを捨てて、「地域や⼈
が元気になるために商店街ができるこ
とをする」という考え⽅に⽅針を変更
しました。⼈の元気が街を元気にする
のです。⼦供たちの未来の為「⼈が好
き、地域が好き」の気持ちを持って⻘
年部へバトンタッチしていきたいです。

岩泉町うれいら商店街
岩⼿県岩泉市

商店街の類型：⽣活⽀援型
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取組の観点：新陳代謝

ポイント：商店街の次の世代が「のっとり計画」でアイデア発信
取組の背景
１５年程前までは４０店舗ほどあった商店街は⾼
齢化の影響もあり、３０店舗に減少。そこに、現在
菓⼦店「志たあめや」に勤める橋本充司⽒が平成２
４年に岩⼿復興応援隊の⼀期⽣として岩泉の観光企
画に携わるようになった。それから数年が経ち、商
店街内の店主の⼦供世代が偶然にも次々と戻ってき
た。しかし、帰ってきた者同⼠の繋がりがなく、そ
の機会も無かったため交流の機会が必要だと橋本⽒
は感じていた。また外からの刺激も少なく、⾃らア
クションを起こさなければ何も起こらない場所で商
店街の後継者たちで何かできることはないかとの問
題意識から橋本⽒が「のっとり計画」を計画。
「のっとり計画」との命名は地理的なハンディ
キャップのある当商店街では尖った企画をしなけれ
ば誘客は難しいという橋本⽒の考えから着想。

基本デ―タ
所在地：岩⼿県岩泉市
会員数：３０名
店舗数：３０店舗
関連URL：
http://www.protoscience.co.jp/iwaizumi/
商店街概要
⽇本三⼤鍾乳洞のひとつ⿓泉洞のある町、岩⼿
県岩泉町。岩泉町は江⼾時代から⼩本街道に
沿って発展したまちで、そのほど近くにレトロ
なうれいら商店街がある。うれいらとはアイヌ
語で「霧のかかる峰」を意味し、まちのシンボ
ルでもある宇霊羅⼭にちなんでいる。商店街は、
軒の低い⼟蔵や商家などが並ぶ落ち着いた雰囲
気である。

取組の内容
「のっとり計画」とは商店の後継者たち考案の
商品、サ―ビスを親の店の⼀⾓にて販売、実施す
るというもの。２０１６年２⽉〜３⽉に開催され
た第１回⽬では、１２店舗が次々と⾃由でユニ―
クな発想でのっとりを実施。各店舗でのっとり商
品を企画・販売。２０１７年４⽉２２⽇、第２回
⽬となる「のっとり計画」がスタ―ト。⽼舗菓⼦
店では商品のかりんとうの模様をあしらった⿇製
のバッグを販売したり、出演する⼈、物、お店、
オ―ル岩泉の⼥性誌⾵岩泉紹介雑誌を制作するな
どオリジナリティのある企画を実施。また 参加店
舗数は変わらないものの、前回の１２企画から１
５企画へと企画数は増加した。

取組の効果
「のっとり計画」に参加した後継者の中には他
のイベントに呼ばれるようになった⼈もおり、当
商店街内の店舗同⼠の繋がりだけではなく、他の
地域との繋がりも形成されつつある。また数か⽉
間に及ぶイベントを実施した体験から商店街の次
世代を担う後継者としての意識が以前より強くな
り、新たなことに取り組む後継者も。また当イベ
ント以外にも商店街で代わる代わるイベントを実
施していることから、外部からは「よく何か催し
をしている商店街」との認識がもたれるようにな
り、各種メディアへの露出の機会も増加した。

キ―パ―ソン
志たあめや
橋本 充司 ⽒

他の商店街の⽅に「ウチではこんなふ
ざけた企画許してもらえない」と良い
意味で⾔われたことがあります。それ
まで気づきませんでしたが、こんな企
画を承諾してくれた商店街の重鎮の⽅
たちにも感謝の気持ちでいっぱいです。
感謝しつつも、次回も「ふざけた
（尖った）企画」というコンセプトを
変えることはありません。お⾦をかけ
ればいいモノ（企画）ができあがるな
んて事ではないという考えも曲げませ
ん。また、「橋本さんまた何か変な企
画しようよ」と⾔われる⽇が来るまで、
⾃分の今いる店で真⾯⽬に変な企画を
続けて⽛を研いでおこうと思います。

東⼤阪市若江岩⽥商業集積地
⼤阪府東⼤阪市

商店街の類型：⽣活⽀援型
取組の観点：新陳代謝

ポイント：商店街の枠を超え、多彩なプロジェクトで地域を活性化
取組の背景
当商店街では街の衰退や店主の⾼齢化から、かつ
ては５つの商店街だったものが２つの組織まで減少
し、その組織の維持も難しい状況となった。
２０１４年７⽉、地域の若⼿商業者５名が街の活
性化や発展のため活動してくれる⼈材の発掘を⽬指
し、「若江岩⽥きらりプロジェクト」を⽴ち上げた。
現在に⾄るまで⽉１回のペ―スで、⼦育て世代向け
のイベントの実施を計画。また、地元⼤学との提携
イベント・商品開発なども⾏うこととなった。

取組の内容
⼦育て⽀援を⾏っている「NPO法⼈きらりっ
こ」と協⼒し、店主達が出張して教える親⼦体験教
室「きらり☆えがお塾」や、⼦供達に職業体験や買
い物体験等を楽しんでもらう「若江岩⽥きらり商店
街〜ぼくも、わたしもお店屋さん〜」など、⼦育て
世代に向けたイベントを数多く開催している。
２０１７年１１⽉には初の試みである「⽉亭⽅正
落語会」を開催。若い世代が中⼼となって地域活性
に取り組んでいる当プロジェクトと、落語の裾野を
広げたい⽉亭⽅正⽒の考えがマッチングし、実現し
た。

取組の効果
えがお塾は⽉1回のペ―スで開催されており、予
約が受付開始⽇にすべて埋まることもあるほど好評
を得ている。２０１６年に⾏った「〜ぼくも、わた
しもお店屋さん〜」は学習塾や近隣⼤学の応援を受
け、最終的に約６００⼈もの親⼦が詰めかけるなど、
⼈気イベントとなった。
このように商店主がグル―プで活動を⾏うことで、
各店舗の既存顧客がグル―プに加盟する別店舗の存
在や魅⼒に気づくきっかけとなり、それぞれの店舗
における新たな顧客の発掘・獲得や、地域の教育機
関とのつながりに発展している。
２０１８年も商店街の中だけに留まらず、市の講
演会に参加するなど、活動の幅をさらに拡⼤してい
る。

基本デ―タ
所在地：⼤阪府東⼤阪市若江岩⽥
会員数：６８名
店舗数：８５店舗
関連URL：
https://www.facebook.com/kirari.suji/
商店街概要
当地区では街の衰退や店主の⾼齢化から、かつ
ては５つの商店街が２つの組織まで減少。この
ままでは残りの組織の維持も難しい状況になっ
たため、組織に固執せずに地域の各種団体と協
⼒しながら、若江岩⽥商業集積地の若⼿商業者
が集まり活動を⾏っている。
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沼垂テラス商店街
新潟県新潟市中央区

商店街の類型：⽣活⽀援型

9

取組の観点：構造改⾰

ポイント：シャッタ―通りからにぎわうレトロな商店街誕⽣へ
取組の背景
当商店街の場所にあった「沼垂市場」は、当初
あった堀を埋め⽴てられて作られた。当時は「市
（いち）」と⾔われる店舗が⽴ち並び、近くに⼤き
な⼯場など勤務地が多かったこともあり、買い物を
したり飲⾷をしたりする⼈々で溢れ、⼤変活気に満
ちていた。しかし近年では、⾼齢化、郊外化が進み、
市場通りの店舗も数が減り、数店舗を残し、シャッ
タ―通りとなっていた。
２０１４年春、シャッタ―通りとなっていたこの
地域の再⽣と活性化を⽬標に、「株式会社 テラス
オフィス」を設⽴し、⻑屋店舗⼀帯を引き受け、管
理・運営を⾏うこととなった。

基本デ―タ
所在地：新潟県新潟市中央区沼垂東
会員数：
店舗数：２８店舗
関連URL：http://nuttari.jp
商店街概要
市場として使われていた⻑屋を改装し、昭
和レトロな町並みを残しつつ、新しく⽣ま
れ変わった商店街。２０１０年から少しづ
つお店がオ―プンし、２０１４年に店舗全
体を管理する事務所を開設。２０１５年春、
旧沼垂市場のすべての⻑屋が店舗として開
業。２０１７年度グッドデザイン賞を受賞。

取組の内容
２０１０年の佐渡⽣乳ソフトクリ―ムと⼿作りデ
リの店｢Ruruck Kitchen｣のオ―プンを⽪切りに、家
具とコ―ヒ―の店｢ISANA｣、陶芸⼯房｢⻘⼈窯｣と店
舗が増えたことで、「沼垂市場通り」に注⽬が集
まった。若者を中⼼に問合せが相次ぎ、２０１５年
通りの全店舗がオ―プンしたタイミングで「沼垂市
場通り」から「沼垂テラス商店街」に改名。元々営
業を続けている⼋百屋・雑貨屋等既存店４店舗と、
先駆的な役割をした先の３店舗に加え、このまちに
魅⼒を⾒出した若者たちのこだわりの店舗、全２８
店舗が集まる新しい商店街が誕⽣した。

取組の効果

取組の活動や商店街の
写真貼付

キ―パ―ソン
株式会社テラスオフィス
代表 ⽥村 寛 ⽒
⾼岡 はつえ ⽒

｢沼垂の歴史・⽂化・景観を活かして、
ここでしか出会えないモノ・ヒト・空
全２８店舗が埋まったことから新たに周辺の空き
間を提供する｣というコンセプトを掲
家を活⽤したゲストハウスなどのサテライト店を3
げ、「新しい商店街」を誕⽣させる⼿
店舗オ―プン。宿泊施設ができたことで県外から、
探りの再開発プロジェクトでした。し
また海外から訪れる⼈が増え沼垂テラス及び周辺店
かし地域の理解と協⼒、各店主の努⼒
舗を利⽤するようになった。
もあり、２０１８年春で丸３年を迎え
また、ゲストハウスの新設にあたり新たな雇⽤が⽣
まれるなど、経済⾯ではプラスの効果が表れている。 ることができました。今では⻑屋の商
店街だけに留まらず、その周囲にサテ
ゲストハウスや商店街などで各種イベントや店舗
ライト店ができたことでさらに認知度
同⼠でのコラボを⾏っており、沼垂テラス周辺エリ
もアップし、県内外からの来街者が増
アの認知度が向上しており、「沼垂テラス」という
えています。今後は商店街のみならず、
新たな地域ブランドが形成され、そのブランド⼒の
周囲にも活気や経済的効果を波及させ
効果が表れつつある。
ることと、空き家対策に着⼿すること
で移住者・定住者の促進を⽬指します。

⼤阪市新世界市場
⼤阪府⼤阪市

商店街の類型：⽣活⽀援型
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取組の観点：構造改⾰

ポイント：商店街らしさを今⾵にアレンジし、商店街に若者を呼び込む
取組の背景
㈱トリックデザインの取締役の森⽥純多⽒はここ
数年⼤阪でも商店街に空き店舗が増えてきて、商店
街が廃れていきつつある現状を何とかできないかと
考えていた。会社としては若者向けのおもしろいイ
ベントをいくつも⼿掛けてきていたため、そのノウ
ハウを活⽤して商店街の活性化に寄与できないかと
思い、「シャッタ―街で遊ぼう」をコンセプトにし
た「Wマ―ケット」を企画する。その「Wマ―ケッ
ト」を開催できる商店街はないかといくつかの商店
街に話をしたところ、新世界市場の理事⻑に新世界
市場で実施していいということになり、２０１７年
７⽉に最初の「Wマ―ケット」を開催することに
なった。

基本デ―タ
所在地：⼤阪府⼤阪市中央区
会員数：３２名
店舗数：１５店舗
関連URL： https://www.doguyasuji.or.jp/
商店街概要
２０１３年で１００周年を迎えた⼤阪・新世界
の商店街。戦前に建てられた古い⻑屋が連なる
珍しいスタイルの商店街で、近くには観光名所
の通天閣もある。しかし、⼤型ス―パ―の進出
や世代交代などにより、約５０店ある店舗スペ
―スのうち、約半数の店が閉店し、空き店舗が
増えている。

取組の内容
新世界市場の空き店舗になっているシャッタ―街
を活⽤して、「シャッタ―街で遊ぼう」をコンセプ
トにした値札のない週末マ―ケット「Wマ―ケッ
ト」を２０１７年７⽉から開催。出店者は空き店舗
の前にお店を出して、商店街に軒を連ねたマ―ケッ
トで、値札がないため店主とお客さんとの交流が⾃
然と⽣まれるようにしている。ポスタ―やホ―ムペ
―ジのデザインにこだわり、得意とするSNSでの集
客を⾏った。また当⽇はSNSで投稿してもらえるよ
うにシャッタ―通りを提灯で飾るなどの⼯夫も⾏っ
ている。

取組の効果
第１回は初開催にも関わらず、４２店舗の出店、
来場者は２７００名を超えた。イベントの様⼦は多
くのメディアに取り上げられ、商店街のPRにつな
がった。イベント時には、⽇頃は商店街に来ない若
者や外国⼈が多数訪れて、新しい顧客層に開拓にも
成功。商店街の通常営業を⾏っている店舗も当時は
売上が増加した。 「Wマ―ケット」は定期開催を
⽬指して随時開催していたが、２０１８年３⽉４⽇
より定期開催になることが決定した。イベントの狙
いの１つでもあるイベント出店から空き店舗への店
舗出店に向けて「Wマ―ケット」の定期開催を⾏っ
ていく。

キ―パ―ソン
㈱トリックデザイン
取締役 森⽥ 純多 ⽒

⾃分⾃⾝が考える⼤阪の商店街の良さ
やらしさを何とかのこしていけないか
と思っていました。 「Wマ―ケット」
を思いついてから、開催させてもらう
商店街を探すところで苦労しましたが、
新世界市場の理事⻑に「うちで開催し
てもらっていい」と許可をいただけて
昨年ようやく開催することができまし
た。イベントも盛況で、新世界市場の
商店街の集客やPRに貢献できています
し、当初の狙い通りイベント出店から
店舗開業につながっているお店も出て
きています。今後は毎週末開催して、
さらなる商店街のにぎわいづくりと活
性化につなげていきたいです。

福岡市清川サンロ―ド商店街
福岡県福岡市清川

商店街の類型：⽣活⽀援型
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取組の観点：外国⼈対応

ポイント：商店街での⾃転⾞通⾏、4か国語で「押し歩き」を呼びかけ
取組の背景
同商店街は２つの⼤通りに挟まれている場所に位
置し、多くの⾃転⾞が商店街内を通⾏している。そ
のためスピ―ドを出して⾃転⾞が⾛⾏するなど、交
通違反やマナ―の悪い⾛⾏が⽬⽴ち、市⺠から取り
締まりを望む意⾒が出されていた。 「⾃転⾞押し
歩き」区域や、「⼀⽅通⾏」、「正午から午後８時
まで⾞両通⾏⽌め」区域を取り決め、区などが規則
の順守を求めていた。それに加えて組合内も対策を
検討した結果、⾃転⾞による来街者の中に、最近は
外国⼈も増えていることもあり、市の「商店街活⼒
アップ⽀援事業」を活⽤して、「四カ国語による⾃
転⾞安全⾛⾏のアナウンス」を始めることとなった。

基本デ―タ
所在地：福岡県福岡市清川
店舗数：２０店舗
関連URL：
商店街概要
当商店街は福岡市の中⼼商業地である天神地区
から１.４kmの⾄近距離である清川１丁⽬に位置
している。交通の便は良く、市内の主要道路で
ある渡辺通り沿いに位置し、⻄鉄⼤牟⽥線薬院
駅より３００mという距離にある、店舗の業種構
成は買回品、最寄品、飲⾷サ―ビスが３分の１
ずつを占めている。

取組の内容
商店街内の複数ヶ所に各種交通ル―ル順守の表⽰
を⾏っている。「⼀⽅通⾏道路！⾃転⾞は押して歩
いて下さい 中央区役所」（⽇本語のみ）と書かれ
た反射電柱幕（縦１００センチ、横４０センチ）を
街内の四カ所に、「歩いて通⾏」（⽇本語のみ）な
どと描かれた「路⾯反射ストップマ―ク」（縦６０
センチ、横４０センチ）を街内の三カ所に設置して
いる。
また放送では「⾃転⾞は⾞両の仲間です。⾃転⾞
をご利⽤の⽅は、安全のため、押し歩きをお願いい
たします」などと⽇本語でアナウンス。その後、英
語、中国語、韓国語でも同じ内容を流している。１
回約１分３０秒程度で、営業時間中、３０分おきに
毎⽇放送している。

取組の効果
市の⾃転⾞の安全利⽤に関する条例に基づいて、
毎⽉８の⽇（⾃転⾞安全利⽤の⽇）にさまざまな啓
発活動を⾏っている。商店街を利⽤する⼀般市⺠か
らも「放送や幕、路⾯マ―クがあることによって、
規則に反して⾃転⾞で通⾏する⼈に対して注意しや
すくなった」との感想が寄せられている。また、⾳
声を流すことによって、⾃主的に⾃転⾞から降りる
⼈の姿もあり、看板だけでは伝わりにくかったル―
ルの周知には、⾮常に役⽴っている。

キ―パ―ソン
清川サンロ―ド商店街
理事⻑
渡邊 淸久 ⽒

⼈⼝減少を感じていた当商店街も最近
の都⼼回帰現象を受け、商店街の通⾏
客⾃体が増加しています。併せて、近
隣のホテルの外国⼈旅⾏客も増加して
いる実感があったので、今回の施策を
実施しました。ただ、⾳声を流すだけ
では⼀定以上の効果は得にくいと考え
ておりますが、まずは⾳声による周知
徹底を図り、そこに重ねて我々、組合
員の声掛けキャンペ―ン等を⾏い、
「安⼼、安全」な商店街の環境づくり
が出来ればと思っております。

⽵⽥町商店街振興組合
⼤分県⽵⽥市

商店街の類型：エリア価値向上型
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取組の観点：地域資源活⽤

ポイント：商店街の空き店舗をリノベ―ションして現代⾵な店舗にして活⽤
取組の背景
⽵⽥市は過疎化と⾼齢化が進み、⼈⼝は２万３千
⼈を切り、半数以上が６５歳を超えている。
城下町も２０年前には３０００⼈が住んでいたが、
今は１２００⼈を切っており、商店街も衰退の⼀途
をたどっている。桑島孝彦⽒はそんな町を活性化し
ていきたいとの思いから、「⼈が集まるマチカドの
再⽣」という意味を込めて２０１４年に商店街の街
⾓にあった店舗をリノベ―ションして「Osteria e
Bar RecaD（オステリア エ・バ―ル・リカド）」を
開業した。そして、２０１６年に「満ちる、溢れる、
増える」という意味を持つ⼤分弁の「いみる」、と
場所の「バ」で「イミルバ」と名付けて「イミルバ
プロジェクト」をスタ―トさせた。

基本デ―タ
所在地：⼤分県⽵⽥市
会員数：１１５名
店舗数：１２０店舗
関連URL：
商店街概要
⽵⽥町商店街振興組合は、平成１８年に古町商
店街振興組合と⽵⽥市中央商店街振興組合とが
合併して現在に⾄っている。⽵⽥市の中⼼部に
位置し、城下町の歴史的なたたずまいを⾊濃く
残す地区に存在している。空き店舗を活⽤した
健康相談所・休憩所の機能を持った「清和館」
と「尚栄会」を開設するなどの活動を⾏ってい
る。

取組の内容
居住者・移住者・旅⾏者等あらゆる⼈々の集ま
る交流拠点と⽵⽥の⾷⽂化を発信していきたいとの
思いから「イミルバプロジェクト」を発案。プロ
ジェクトでは商店街の空き物件を買い取り、リノベ
―ションを⾏ってゲストハウス、パン屋が⼀体と
なった複合施設を２０１７年にオ―プンした。ゲス
トハウス「cue」は地域おこし協⼒隊として移住し
てきた堀場夫妻が営み、１階のパン屋は２０年前に
隣町に移住してきて⾅⽥夫妻が営む「かどパン」に
移転してもらった。 「イミルバプロジェクト」を
多くの⼈に認知してもらうこと、また初期費⽤を集
めることを⽬的にクラウドファンディングを実施し
て、約２５０万円の⽀援額を集めた。

取組の効果
「Osteria e Bar RecaD（オステリア エ・バ―ル・リ
カド）」や「イミルバプロジェクト」によって、他
の地域からの観光客が⽵⽥に訪れるようになった。
ゲストハウス「cue」では、外国⼈観光客も多く宿
泊している。またこれらの取り組みがインタ―ネッ
ト上で取り上げられ、⽵⽥のＰＲにもつながった。
そして、これらの様々な取り組みによって、Ｕタ―
ンで戻ってきた桑島⽒に対する地域の中の⼈達から
の⾒⽅や評価も変わってきて、地域内のつながりも
強くなった。

キ―パ―ソン
Osteria e Bar RecaD
オ―ナ―
桑島 孝彦 ⽒

「イミルバプロジェクト」は⽵⽥がコ
コにしかない魅⼒のある町でありつづ
けるためのプロジェクトです。
”イミルバ”は、「たくさんのひとの出
会いと想いで満ち溢れる場所になって
いきますように」、「いろんな思いや
それぞれの⽣きがいを持った⼈たちが
増え続ける町になっていきますよう
に」という願いと、それに対する僕達
のありったけの想いをこめて、この名
前をつけました。これからも様々な取
り組みを⾏っていき、故郷である⽵⽥
から地⽅の未来を変えていきたいと思
います。

盛岡駅前商店街
岩⼿県盛岡市

商店街の類型：エリア価値向上型
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取組の観点：地域資源活⽤

ポイント：商店街独⾃の地産地消認定制度
取組の背景
駅前という⽴地もあり元々にぎわいのある商店街
だが、⼈通りの多くは盛岡駅を利⽤する通勤通学客
である。⼀⽅で、駅前には多くのホテルが⽴ち並び、
客室の稼働率も９０％近いことから、多くの観光客
が盛岡駅前で過ごしていると考えられた。
これらの潜在的な顧客を確実に商店街の顧客とし
て取り込んでいけるよう、通過型商店街から滞留型
商店街への転換を⽬指して、商店街の魅⼒を発信し
ていくことが必要であると考え、取り組みを⾏うこ
ととなった。

取組の内容
県内外から新たな来街者を呼び込むための取り組
みとして、地産地消に焦点を当て、商店街独⾃の地
産地消認定制度を実施。「盛岡駅前地産地消認定委
員会」を⽴ち上げた。構成委員は、 盛岡市、盛岡
商⼯会議所、盛岡まちづくり株式会社、岩⼿県中⼩
企業団体中央会などの各関係団体と、盛岡駅前商店
街の理事会である。 認定店の基準は①岩⼿県産の
材料を１０種類以上 使っていること、②岩⼿県産
の材料を使ったメニュ―が１０種類以上あること、
③岩⼿県産の飲み物が １０種類以上あることの３
つ。認定証を交付し、店舗の内外に認定証を飾るこ
とで商店街としてのPRを⾏っている。
また、地産地消認定制度など、取り組みが飲⾷店
に偏った取り組みが多い状態を改善するため、新た
なイベントを実施。商店街で団結して顧客を取り込
むため、２０１７年６⽉２８⽇から８⽉３０⽇まで
の毎週⽔曜⽇、「もりおか駅前開運花⽕」が開催さ
れ約１０分間１００発の花⽕を打ち上げた。

取組の効果
平成２８年度地産地消認定制度で認定した８店舗
の⽉間売上⾼を認定前と認定後とで⽐較すると、８
店舗ともに３％〜１０％の増加となっている。認定
店舗では地産地消メニュ―をさらに増やす動きが出
ているなど、店舗の意識改⾰にもつながっている。
今後新たに地産地消認定制度の認可を受けた飲⾷
店が増えることで、より地域の魅⼒に触れる機会が
多くなることが期待される。

基本デ―タ
所在地：岩⼿県盛岡市
会員数：５０名
店舗数：６０店舗
関連URL： http://kaiun-street.com/
商店街概要
昭和４９年に盛岡駅前商店街振興組合として 法
⼈化。昭和５７年の東北新幹線開通を前に、無
電柱化と 融雪機能を備えたカラ―舗道⼯事を実
施した。 盛岡駅は鉄道・市内循環バス・中⻑距
離バスの タ―ミナルで、通勤・通学客や旅⾏客
が多く⾒られる。 商店街構成業種は、近年、⼩
売業が減少し、飲⾷業や不 動産業が増加する傾
向にある。その中でも特に飲⾷店が占 める⽐率
は⾼くなっている。

取組の活動や商店街の
写真貼付

キ―パ―ソン
盛岡駅前商店街振興
組合 理事⻑
⽯⽥ 和德 ⽒

昨年は夏場に毎週⽔曜１９時から１０
分間打ち上げる開運花⽕や、冬のはし
ご酒イベントを実施したほか、毎週に
清掃活動や花壇の整備等、他の地域と
の連携で活動する機会が増えました。
１００縁商店街等定番イベントも継続
しながら活気ある商店街を維持してい
きたいです。盛岡は東北新幹線開業以
来順調に発展してます。北東北の拠点
としてますますタ―ミナル化が進み乗
降客も増えています。駅前が単なる通
過点ではなく魅⼒のある地域として、
多くのお客様に使ってもらえる街づく
りに努めていきます。

北九州市⿂町銀天街
福岡県北九州市

商店街の類型：エリア価値向上型
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取組の観点：少⼦・⾼齢化

ポイント：⼦育てママ、パパの⽀援サポ―トセンタ―
取組の背景
１９９６年当時、病気の⼦どもを預かってくれる
ような制度は無かった。そこで代表の鶴⽥貴豊⽒が
⾃宅で病気の⼦どもを預かるサ―ビスを始めたのが
きっかけで同年NPO法⼈チャイルドケアセンタ―を
設⽴ 。法⼈設⽴の翌年からは⾃宅を改装して本格
的に病児・病後児保育や夜間保育の受け⼊れを始め
た。この取り組みが評価され２０１１年から⼩倉北
区にある男⼥共同参画センタ―「ム―ブ」での託児
室を運営するようになった。その翌年には第三セク
ターからの依頼で、⿂町銀天街に⼦育て⽀援施設
「ママトモ⿂町」を開設することとなった。

基本デ―タ
所在地：福岡県北九州市⼩倉北区
会員数：１５０名
店舗数：１５０店舗
関連URL：http://www.uomachi.or.jp/
商店街概要
当商店街は、ＪＲ⼩倉駅の南側、南北４００ｍ、
店舗数１５０の広域型商店街。１９５１年に⽇
本で初めて公道上にア―ケ―ドを建設し、銀天
街という名称の発祥の地となる。２０１１年に
は、国道１９９号線をまたぐジョイントア―ケ
―ド（エコル―フ）を建設。２０１４年「がん
ばる商店街３０選」を受賞。近年では、リノベ
―ションスク―ルを中核としたリノベ―ション
を⽤いたまちづくりの先進事例として知られる。

取組の内容
「ママトモ⿂町」は⼦育て広場のフリ―スペ―ス
として開放しており、常時スタッフに⼦育て相談
ができる。 その他にも、美容院や買い物を楽し
みたい時に、短時間の間⼦どもを預かる「⼀時預
かり」。イベントや会議、研修時に出張して託児
を⾏う「出張託児」。ママが講師を⾏い、親・⼦
供に限らずどの世代でも参加できる「講座」を実
施。またクラウドファンディングで集めた資⾦で、
２０１８年の４⽉の完成に向けて、親⼦で⼀息つ
ける飲⾷店の紹介や⼦育て⽀援企業など⼦育てに
役⽴つ情報を掲載した「⼦育て応援マップ」の作
成を⾏うなど、多岐にわたって⼦育て⽀援活動を
実施している。

取組の効果
２０１２年の９⽉の開設以来、親⼦の居場所と
して定着しており、商店街でベビーカーを押す若
い⼥性の姿が増え、通りに活気が出てくるなど
街のにぎわい作りにも貢献している。近くの商店
主からも、「雰囲気が明るくなった」「売り上げ
が伸びている」との声があがっている。今では年
間約１万⼈の親⼦が訪れるようになり、託児は年
間約１０００件受けている。また、２０１６年の
出張託児は昨年５倍の受注額となっており、⼦育
て家庭の拠点として認知され利⽤者が増加してい
る。また、２０１８年４⽉からは北九州市のファ
ミリ―サポ―トセンタ―が実施している、⼦ども
を預けたい依頼会員から⼦どもを預かるサ―ビス
を提供する事業への参加も決定しており、⼦育て
⽀援活動はより拡⼤している。

取組の活動や商店街の
写真貼付

キ―パ―ソン
NPO法⼈チャイルドケア
サポ―トセンタ―
代表 鶴⽥ 貴豊 ⽒

開設当初は商店街でほとんど親⼦連れ
の姿を⾒ることはなく、運営していけ
るのかという不安がありました。しか
し、今では年間約１万⼈の親⼦が訪れ
るようになり多くの親⼦連れを⾒かけ
るようになりました。今年でママトモ
⿂町は開設６年⽬を迎え、多くのママ、
パパの交流の場として成熟してきてい
ます。利⽤者の⽅のなかには⼦どもは
１⼈で良いと⾔っていた⽅が施設の⽀
援があるから、もう１⼈お⼦さんを持
つことができた、というママもいらっ
しゃいます。今後も多くの⽅たちから
頼っていただける⽀援を提供していき
たいと思っています。

させぼ四ヶ町商店街協同組合
⻑崎県佐世保市

商店街の類型：エリア価値向上型
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取組の観点：地域交流

ポイント：市⺠とともにつくる市⺠参加型イベント
取組の背景
佐世保市は烏帽⼦岳、将冠岳を主峰とする２⼭系
に挟まれているという地形の特徴から市中⼼部に商
業施設、公共施設、病院等が集まっているコンパク
トシティとなっている。なかでも切れ⽬のない全⻑
約１ｋｍのア―ケ―ド「さるくシティ４○３」は県
北地域における中⼼商店街の役割を果たしてきた。
しかしながら、中⼼的な産業の造船業の不振や１９
９６年に⼤型商業施設の出店計画が明らかになる。
このままでは中⼼市街地が空洞化してしまうと危惧
した若⼿経営者が中⼼となって、にぎわい創出の取
り組みを開始した。

基本デ―タ
所在地：⻑崎県佐世保市
会員数：９８名
店舗数：１２０店舗
関連URL：http://yonkacho.com/
商店街概要
名前の由来にもなっているとおり、させぼ四ヶ
町商店街は４つの町からなる商店街である。ま
た、切れ⽬がない直線に連なった複数の商店街
のア―ケ―ドの総延⻑としては⽇本⼀の約１ｋ
ｍの⻑さを誇る。近年近郊に⼤型商業施設が出
来たものの、「若者、⾺⿅者、よそ者」で活気
を取り戻すことを試み、様々な取り組みを⾏っ
ている。

取組の内容
今年で２３年⽬を迎えるイルミネ―ションイベン
ト「きらきらフェスティバル」は市⺠から⼀⼝１０
００円の寄付を募り市⺠にただ⾒てもらうだけでは
なく、イベントに主体的に関わってもらうイベント
となっている。また今年で２２年⽬を迎える「ＹＯ
ＳＡＫＯＩさせぼ祭り」は毎年県内外から多くのグ
ル―プが参加する。参加者からは参加料を払っても
らい、また、広告を掲載したパンフレットを製作し
販売するなど、補助⾦だけに頼らない市⺠参加型の
イベントとして実施している。 また、近年になり
始まったイベントとしては、２０１２年から開催の
「ＳＡＳＥＢＯまちなかマルシェ」、「ＧＣ（護衛
艦カレ―）１グランプリ」があり、本イベントは海
上⾃衛隊との共催で実施している。

取組の効果
こうしたイベントに取り組みだしたのは１９９６
年からで世代交代をしながら賑わいの創出を⽬指し
て実施している。「きらきらフェスティバル」等の
イベントは多⼤な集客⼒を発揮しているが、これは
⾃分の商店街が元気になるためには佐世保が元気に
なる必要があるとの考えから商店街だけでなく、⾏
政、市⺠と⼀体となって取り組んできたことの効果
の表れである。そのため、四ヶ町商店街の⻘年部は
現在１０名ほどではあるが、市⺠が積極的に関わっ
てくれる⼟壌が形成されており、⻘年部が少なくと
も規模の⼤きいイベントを毎年コンスタントに実施
することを可能にしている。

取組の活動や商店街の
写真貼付

キ―パ―ソ
ン写真貼付

キ―パ―ソン
させぼ四ヶ町商店街
協同組合
理事⻑ ⽵本 慶三 ⽒

佐世保には「元気気質」というものが
あり、皆開放的で、物まねが得意な⼈
たちが多いです。そのため何か⾯⽩そ
うなことがあればすぐにそれを真似て
⾃分たちの所でもやってみようという
流れになります。また、閉塞的な状況
を打開する⼒のある「若者、⾺⿅者、
よそ者」を受け⼊れることのできる開
放的な気質も持ち合わせているのです。
こうした佐世保市⺠の気質があるから
こそ、外部の⼈を巻き込んで何かしよ
う、となりイベントを始めるのですが
そこで⼤切なのは、「お⾦になるか」
ではなく⾃分たちが楽しむことが出来
るかどうかなのです。

⼤分市府内五番街商店街
⼤分県⼤分市

商店街の類型：⽣活⽀援型
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取組の観点：新陳代謝

ポイント：若⼿商店街役員と学⽣の連携で新たな魅⼒を創出
取組の背景
商店街周辺では商業施設の開業や、東九州⾃動⾞
道開通等の効果により、駅周辺部の歩⾏者通⾏量は
増加傾向である。しかしながら府内五番街商店街は
⼤分駅から商店街の中では⼀番駅から遠く、集客⼒
のある施設もないため、来客数は年々減少している。
そこで定型的な商店街運営から脱却しようと、平
成２６年の役員改選を機に３０代及び４０代の若⼿
を役員に選任。これまでのイベント等の事業を⾒直
し、若⼿ならではの新たな発想により、⾼校⽣や専
⾨学校⽣などの若い⼈財を活⽤した新規事業に着⼿
した。

基本デ―タ
所在地：⼤分県⼤分市府内町
会員数：７９名
店舗数：１１３店舗
関連URL： https://www.funai5.com/
商店街概要
JR⼤分駅から徒歩５分の⼤分市内中⼼市街地に
⽴地する商店街。平成６年にリニュ―アルし、
ア―ケ―ドを撤去。路⾯は⽯畳となり、名称も、
⼤分駅の南側から数えて５番⽬の通りであるこ
とから、ニュ―ヨ―クの５番街のような洗練さ
れた商業⽂化の発信地をイメ―ジしてもらいた
いという願いと町名の府内を取って、府内五番
街と名付けられた。

取組の内容
新規事業の１つとして、若者が集う商店街を⽬指
し、地元⼤分商業⾼校の⽣徒に商店街の事業提案・
企画に参加してもらっている。また、⼤分商業⾼校
商業調査部が「府内五番街アピるんジャ―」という
ツイッタ―アカウントを作成し、イベントや個店の
情報を発信している。平成２９年１０⽉２８⽇に開
催したハロウィンイベントでは、同⾼校商業部の販
売コ―ナ―において、学⽣が開発した「⼤商饅頭」
「⼤商ラ―メン」「⼤商カレ―」というオリジナル
メニュ―を販売した。
その他、⼤分県⽴芸術⽂化短⼤が開催するエコ
フェスタでは、商店街の⽯畳路上においてワ―ク
ショップやステ―ジイベントを開催し、⼣⽅からは
キャンドルナイト、世界⼀⼩さな花⽕⼤会等を⾏っ
た。また、府内町にある⽥北⽂化服装学院と共同で
ファッションショ―を実施している。

取組の活動や商店街の
写真貼付

キ―パ―ソン
府内五番街振興組合
理事⻑
安達 了剛 ⽒

理事⻑に就任して３年。それまでとは
異なる新たな切り⼝のイベントにより
府内五番街らしさを⾒出してきていま
す。その⼀つ「府内五番街まちなか
取組の効果
JAZZ」は、JAZZカフェの店主とお客
様の提案からスタ―トした、五番街を
⾼校⽣や短⼤⽣と連携したイベントによる集客⼒
象徴するイベントです。今後、様々な
と、メディア露出による府内五番街商店街の宣伝効
団体と連携を深め、まちぐるみで魅⼒
果は⼤きく、新たな顧客の獲得につながっている。
ある商店街となるように努⼒していき
平成２９年５⽉に商店街を舞台に⾼校⽣が主催し
た「府内ＧＯ！バイキング〜まだあなたの知らない、 ます。また、⾼校⽣、⼤学⽣に地域活
性化のための街づくりに商店街を活⽤
⼤分の魅⼒〜」では、⼤分商業⾼校⽣が１３店舗に
して学んでもらっています。次代を担
メニュ―等企画し、各店舗で使えるチケット２００
う若い⼈と⼀緒に学び、まちづくりに
セットを完売。⾼校⽣との定期的な意⾒交換が着々
⼒を注ぎたいと考えております。
と実を結んでいる。

油津商店街
宮崎県⽇南市

商店街の類型：エリア価値向上型
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取組の観点：構造改⾰

ポイント：よそ者⽬線を取り⼊れた商店街が若者が挑戦する新しいまちに
取組の背景
かつて宮崎県⽇南地区最⼤の市街地であった油津
商店街であるが、空き店舗の増加、通⾏量や販売額
の減少、隣市等への顧客流出など、当該商店街を取
り巻く環境は厳しさを増している。課題として、魅
⼒ある商環境・居住環境の整備や市の⽞関⼝として
の魅⼒形成やアクセス等が挙げられる。また、漸進
的な衰退が続いてきたことにより、「商店街」とし
て市⺠に認知されていないことが最も⼤きな課題で
あった。市は、中⼼市街地活性化事業の⼀環として、
テナントミックスサポ―トマネ―ジャ―を公募し、
⽊藤亮太⽒が選ばれ、商店街の再⽣、市の商業活性
化に向け取り組むことになった。

基本デ―タ
所在地：宮崎県⽇南市岩崎
会員数：２７名
店舗数：２６店舗
関連URL：http://www.aburatsu-o.com/
商店街概要
⽇南市は飫肥城下町や鵜⼾神宮などの観光地、
⾃然や農林⽔産物等の地域資源も豊富に要して
いる。当該商店街のある中⼼市街地は、港とJR
油津駅を結ぶ動線上に形成されており、両者か
らの距離は概ね１km圏内と⽴地に恵まれており、
住居系と商業系の⽤途地域から形成されている。

取組の内容
⽊藤亮太⽒は２０１３年の就任直後から様々な取
り組みを実施した。空き店舗を活⽤した市⺠の語り
場「Yotten（よってん）」や空き地を活⽤した「油
津ア―ケ―ド農園」の設置や、復活が望まれていた
「⼟曜夜市」の２０年ぶりの開催などにより、市⺠
の関⼼を醸成することに成功。２０１４年３⽉には、
商店街再⽣の事業に継続性を持たせるために株式会
キ―パ―ソン
社油津応援団を設⽴、当該法⼈が主体となって多世
元⽇南市テナントミックス
代交流モ―ルを開業した。また商店街の再⽣を商店
サポ―トマネ―ジャ―
に絞らず、地域の課題である若者の定着を解決する
という視点からIT企業の誘致も⾏った。商店街に若
⽊藤 亮太 ⽒
者が増えたことで、保育園が⼊り、また地域の学⽣
がゲストハウスを開業するなど、様―な業態のテナ
商店街の再⽣を⾏うにあたって、従来
ントが⼊る商店街として商店街の活性化を⾏った。
のイメ―ジに囚われない商店街をつく
ることに苦労しました。いろんな取組
に理解をしてもらえるようになったの
取組の効果
は、家族も⼀緒に移住をして、油津に
住んだこと。油津の⽅々と何度も話し
２０１３年から任期満了となった２０１７年３⽉
合ったこと。また油津応援団の設⽴で
末までで、⽊藤⽒が誘致に関わったテナントは２９
リスクを背負ったことなどの結果だと
店舗に達した。商店街には⼈出が戻ってきた。IT企
思います。商店街そのものの課題では
業の誘致によって、約６０名の地元の若者の雇⽤も
なく地域の課題を解決しようとしたと
⽣まれた。商店街に若者が増えたことで、カフェな
ころが結果として成功につながったポ
どの飲⾷店の利⽤客の増加にもつながっている。ま
イントではないかと思います。商店街
たビジネスプランコンテストで優勝した名古屋⼤学
のお店や地域の世代交代が進み、地域
の学⽣が始めたゲストハウスの影響もあり、今では
が１００％⾃⾛できるようなエコシス
外国⼈観光客も訪れるようになっている。
テムの構築を⽬指して頑張っています。

泉町⼆丁⽬商店街
茨城県⽔⼾市

商店街の類型：エリア価値向上型
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取組の観点：構造改⾰

ポイント：地域住⺠とともに醸す「まちなかワイン」
取組の背景
当商店街では、１５年以上前から定期的に「ファ
―マ―ズ・マ―ケット＠みと」を開催している。加
えて茨城県は農業産出額が全国２位ということから
「⾷」をテ―マに新たな取組を考えていた。そのタ
イミングで⽇本にワイナリ―ブ―ムが到来しており、
テ―マでもある「⾷」に合致した。そうした経緯か
ら商店街内でワイナリ―を始めることとなった。

取組の内容
商店街の有志を集めて２０１５年に商店街の活動
の拠点である泉町会館にマイクロワイナリ―「ドメ
―ヌ⽔⼾」を設⽴。仕込み、製造、瓶詰を全て泉町
会館内で⾏う。
ワイナリ―では１⼝１万円でぶどうの栽培・収穫
から醸造を体験しながら⽀援できる「ひとくちオ―
ナ―制度」の導⼊や、「⽔⼾まちなかフェス」など
への参加で、地域の⼈々を楽しませている。また、
８⽉から９⽉の毎週⽇曜⽇はワイン醸造体験会を実
施している。醸造体験よりもさらに⼀歩踏み込んだ
体験ができるワインツ―リズムを２０１６年から実
施している。これは収穫体験と醸造体験を⾏うもの
で、２０１６年に１回、２０１７年に６回開催し、
よりワインに触れてもらう機会を提供している。さ
らに地元企業、⼤学と連携し、学⽣のインタ―ン
シップの受け⼊れや、プライベ―トブランドの共同
開発を⾏っている。

基本デ―タ
所在地：茨城県⽔⼾市泉町⼆丁⽬
会員数：４５名
店舗数：４５店舗
関連URL：http://www.izumi2.com
：http://domaine-mito.jp
商店街概要
⽔⼾駅の北⻄約１.２kmに位置する、⽔⼾市を代
表する商店街の１つ。近隣には、百貨店などを
含む⼤型商業施設や⽔⼾芸術館がある。近隣の
⽣産農家の協⼒の元「泉町会館」において
「ファ―マ―ズ・マ―ケット」を継続的に開催
するなど、様々な活動を⾏っている。

取組の活動や
商店街のお写真

キ―パ―ソン
Domaine MITO株式会社
代表取締役社⻑
宮本 紘太郎 ⽒

街のシンボルである「泉町会館」を利
⽤していることもあり、多くの⽅の関
⼼を集めています。街の求⼼⼒という
⽔⼾市初のワイナリ―ということもあり新聞等各
点で貢献できているのではないかと思
社マスコミに掲載され、話題作りだけでなく、商店
います。今は同世代が中⼼に動いてい
街にも⽬を向けてもらえる機会が増えた。また、こ
る状態なので、シニア層から若年層、
れまで商店街を訪れることの無かった来街者層がワ
さらには学⽣たちにも参加していただ
イナリ―を⽬的に来街するようになった。そうした
くことが、次の課題です。もちろん、
新たな来街者のなかには当ワイナリ―で開かれる勉
ワイン醸造所単体ではなく、商店街と
強会に参加するために訪れるワイン関係者が含まれ、 しての対応が必要です。さらに、地域
それまではなかったワイン関係者のコミュニティが
の⽅々への浸透を図ると同時に、他地
形成されている。また、ひとくちオ―ナ―制度のオ
域からいらっしゃる⽅々にどのように
―ナ―のなかには⼦どもを連れて何度も来街する⼈
愉しんでいただけるのかも含めて、商
もおり、良い関係性が構築されている。
店街やまちのみなさんと相談していき
たいと思っています。

取組の効果

中町商店街
⻑野県松本市

商店街の類型：エリア価値向上型
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取組の観点：外国⼈対応

ポイント：⽇本⽂化を体験・体感してもらうための商店街
取組の背景
当商店街は松本城など近隣に観光地が多いものの、
外国⼈旅⾏客を充分に誘客できていなかった。また
回遊性や、店同⼠や近隣商店街との連携、情報共や
メディアへの対応も不⼗分でタイムリ―な情報発信
ができていなかった。こうした現状を改善するため、
商店街内外の連携、情報共有の強化やメディア活⽤
に取り組むと共に本格的なインバウンド対策の⾒直
しを⾏うこととなった。

取組の内容

基本デ―タ
所在地：⻑野県松本市
会員数：１２７名
店舗数：１２０店舗
関連URL：http://nakamachi-street.com/
商店街概要
中町通りは⻄から東へ抜ける北国街道⻄街道沿
いにあり、主に酒造業や呉服などの問屋が集ま
り繁盛してきた。江⼾末期や明治の⼤⽕に⾒舞
われ主要な施設が多数失われた。再三にわたる
⽕災から守るため、商⼈たちの知恵で「なまこ
壁の⼟蔵」が造られ、その⽩と⿊との簡潔なデ
ザインの⼟蔵造りの家が中町付近には今なお多
く残る。

外国⼈旅⾏客のために英語版の商店街ガイドマッ
プ、店頭サインの作成、,ポスタ―の配布、設置依
頼、SNS発信などを若⼿組合員２５名からなる「な
かまち活性化委員会」で実施した。
また、外国⼈観光客が⽇本⽂化を気軽に体験・体
感できるイベント「中町・⽇本⽂化体験デ―」では、
明治時代に建てられた造り酒屋を再利⽤した蔵シッ
ク館を利⽤。蔵シック館ではお点前、書道、等５つ
の体験を、イベントに参加した１０店舗では各店舗
の特徴を⽣かした、⽇本茶サ―ビス、三味線体験等
１０の体験の場を設けた。参加した外国⼈観光客に
折り紙付きアンケ―トに答えてもらい、商店街オリ
ジナルのマスキングテ―プを記念品として進呈した。
キ―パ―ソン
昔遊び体験では、購⼊希望者には取扱店を教えたこ
中町商店街振興組合
とで、購⼊にもつながった。また、イベントでは松
なかまち活性化委員会
本県ヶ丘⾼校英語科の⽣徒４０名が、本イベントと
委員⻑ 花岡 由梨 ⽒
連携。イベントの事前準備、外国⼈観光客の体験体
感プログラムの運営補助作業やアンケ―ト記載時の
⽀援を⾏った。
課題であったコミュニケ―ションの強
化も、当イベントで商店街内外の多く
取組の効果
の⽅や団体にご協⼒いただいたことで
「中町・⽇本⽂化体験デ―」は、平成２９年９⽉
改善の兆しが⾒えてきました。また、
６⽇（⽔）と９⽉２３⽇（⼟）に開催したが、外国
協⼒頂いた他団体の⽅から、また⼀緒
⼈観光客の参加⽬標計１５０名に対し、結果は延べ
に！など⾔っていただき励みになりま
⼈数計６２９名であった。また、体験参加者に対し
した。さらに、意⾒が出ても流れてし
て⾏った満⾜度調査では、外国⼈回答者１３８名の
まう委員会を４つの班にわけ、班⻑を
うち全員が「体験プログラムに満⾜した」と回答し
設けることで、具体的な活動ができる
た。
ようになりました。イベント開催時な
また、今回の取組により、外国⼈観光客の来街促
ど短時間でも協⼒を要請し、活発に参
進、メディアへの露出向上、国籍問わずの⽼若男⼥
加をしてくれる⼈も増えてきたので、
の交流が⽣まれるとともに、地元住⺠や学⽣からの
今後も楽しく活動をして共有できる仲
ボランティア参加の申し出などもあり、地域交流に
間を増やしていき円滑な委員会運営を
貢献することができた。
⾏っていきたいです。

⼾越銀座商店街
東京都品川区

商店街の類型：エリア価値向上型
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取組の観点：外国⼈対応

ポイント：マナ―向上推進に向けた「3本の⽮」
取組の背景
当商店街は約３００件の店舗が軒を連ねる商店街。
近年では「⼾越銀座コロッケ」が名物となり、⾷べ
歩きの街として認知され、⾷べ歩きを⽬的とした観
光客も来るようになった。また、２０２０年の東京
オリンピックに向けて訪⽇観光客が増加し来街者の
増加が⾒込まれる。そのため多くの⼈に⼼地よく、
楽しい時間を過ごしてもらえる取組を⾏うことと
なった。

取組の内容
２０１７年に商店街総合案内所「ほっとスポット
⼾越銀座」がオ―プン。ここをマナ―向上の拠点に
商店街でのマナ―向上を⽬指す「３本の⽮」を策定
した。第１の⽮は、⾷べ歩きのマナ―の向上を促す
「とごし⾷べ歩きキット」の貸し出し。第２の⽮は、
歩きスマホの防⽌を促し、コロッケ１個と引き換え
ができる「歩きコロッケカ―ド」。第３の⽮はグッ
ドマナ―で「⽇本⼀住みやすい街」を⽬指す⼾越銀
座をより体験できるよう、商店街周辺の⺠泊を活⽤
してもらうもの。商店街近辺の⺠泊を活⽤してもら
うことで、⾷事や⾵呂などの寝泊り以外のモノコト
は、すべて商店街をフルに活⽤することで商店街を
楽しんでもらおうという狙いがある。２０２０年の
東京オリンピックに向けて近隣の⺠泊業者と連携の
強化を図っている。

取組の効果
グッドマナ―プロジェクトを⾏うにあたり組織の
合意形成や、⼀般社団法⼈グッドマナ―プロジェク
トチ―ムとの実際に⾏うべきマナ―向上策を創案す
ることには、多⼤な労⼒を要した。しかし、商店街
がインバウンドを⾏う際にキ―ワ―ドをマナ―にお
いたことで多⾔語化に固執せずに、外国⼈に限定す
ることなく都市型観光を提案できたため、地域や組
合員からも歓迎された。２０２０年に向けたインバ
ウンド対策や都市型観光商店街の実現とともに、組
合員や地域住⺠が地域資源としての商店街を有効に
活⽤していけるよう、商店街関係者が⼀丸となって
サポ―トする体制が整いつつある。

基本デ―タ
所在地：東京都品川区
会員数：３５０名
店舗数：３３０店舗
関連URL：http://www.togoshiginza.jp/
商店街概要
⼾越銀座商店街は、東急池上線の「⼾越銀座
駅」に接する、全⻑約１.３kmにわたる関東有数
の⻑さを誇り、約３００件の店舗が軒を連ねる
地域密着型の商店街。近年では「⼾越銀座コ
ロッケ」を名物に「⾷べ歩きの街」「下町グル
メロケの聖地」などとも呼ばれ、旅⾏会社によ
る商店街ツア―が組まれるなど、観光を⽬的と
した来街者も急増している。

取組の際や商店街の
写真貼付

京都錦市場商店街振興組合
京都府京都市中京区
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商店街の類型：観光型（外需獲得型）
取組の観点：地域資源活⽤

ポイント：「京の台所」として京の⾷⽂化を発信し続ける
取組の背景
錦市場では「錦ブランド」を⼤切に守り続けてき
たが、⼀⽅で環境の変化にさらされて、店によって
「錦ブランド」を守る意識にも違いがみられるよう
になってきた。「錦」の名前だけを使って他の地域
で商売をしているお店もある。そういった事情もあ
り、品質を維持するためにも京都府内の商店街で初
めて「錦市場」の商標登録を取得に⾄った。その他
にも、後世に錦らしさを継承するために錦の⽂化を
発信する拠点が必要であるという思いから「京都錦
市場 ⽃⽶庵」をオ―プンすることになった。

基本デ―タ
所在地：京都市中京区錦⼩路通
会員数：１３１名
店舗数：１２６店舗
関連URL：http://www.kyoto-nishiki.or.jp/
商店街概要
錦市場は、京都市中京区のほぼ中央に位置する錦⼩路
通のうち、「寺町通 - ⾼倉通」間に存在する広域型商
店街で約４００mのア―ケ―ド街。豊富な地下⽔を利
⽤し京都御所への新鮮な⿂を納める店が平安時代に集
まり始めたものがきっかけだと⾔われている。正式に
「錦市場」が始まったのは江⼾初期の１６１５年で、
今では４００年の歴史を持つ商店街として京の⾷⽂化
を⽀え続けている。そのため、錦市場には１００年以
上続いているお店も多く「錦ブランド」、「錦らし
さ」を⼤切にしている商店街である。

取組の内容
⾷にこだわる「錦らしさ」に共感し、伝統を守り
育てていこうとする経営理念をもつ出店希望者を募
集して、商店街振興組合が出店希望者と家主との仲
介を⾏っている。他地域で「錦市場」を銘打つ店が
増えたことで、品質を維持するために「錦市場」、
「京の台所錦」の商標登録を取得した。２０１８年
３⽉には錦市場に⽂化発信拠点「京都錦市場 ⽃⽶
庵」をオ―プン予定。市場を巡りながら⾷材を仕⼊
れ、懐⽯料理に調理してもらって味わえる施設。
「市場体験」を⼤切にしており、ツア―の参加者が
店主との会話を楽しみながら⾷材を購⼊し、仕⼊れ
たばかりの⾷材を料理⼈に懐⽯料理に仕⽴ててもら
い、⽃⽶庵で本格的な錦の味を味わえるようになっ
ている。

キ―パ―ソン
京都錦市場商店街
振興組合 理事⻑
宇津 克美 ⽒

ブランドを守り続け、そして発展させ
ていくためには「不易流⾏」の精神が
⼤切です。「不易流⾏」の精神で変え
「錦ブランド」を守るために商店街振興組合がテナ
てはいけない理念は変えず、変えるべ
ントの仲介を⾏う事業によって、空き店舗が出た時
きところは変えて、絶えず時代の流⾏
も「錦らしさ」にふさわしい店舗の新規出店ができ
るようになり、「錦らしさ」を守り続けられている。 に合わせて商いを⾏っていかないとい
けないと思っております。「錦ブラン
また「錦市場」、「京の台所錦」の商標登録の取得
ド」を守り続けるためにも「京の台
を⾏ったことで、錦市場の商店街関係者がさらに
所」として⾷にこだわりをもって商い
「錦ブランド」を⼤切にし、京都錦市場振興組合の
を⾏っていく必要があります。錦市場
組合員内での「錦ブランド」として意識の再醸成に
は京都の⾷⽂化を⼤切にしながら、錦
もつながっている。「京都錦市場 ⽃⽶庵」をオ―
市場が先頭に⽴ってさらに新しい取り
プンすることになったことで、京の⾷⽂化を守って
組みを進めていき、これからも常に新
いる「錦らしさ」を京都市内外の多くの⽅に体感し
しい魅⼒を⽣み出し、京都の⽂化と⾷
てもらえるようになった。
⽂化を発信し続けていきます。

取組の効果

川⼝商店街
徳島県三好市
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商店街の類型：観光型（外需獲得型）
取組の観点：地域資源活⽤

ポイント：地域に伝わる狸の伝承を活⽤した地域おこし
取組の背景
当商店街が位置する三好市は児啼爺(こなきじじ
い)発祥の地として知られる。また狸にまつわる⺠
話が多く残っており、汽⾞に化けたとされる「汽⾞
狸」や悪い狸を懲らしめる狸の妖怪「⻘⽊藤太郎」
など様々な狸の⾔い伝えが残る。２０１７年には狸
の⾔い伝えや体験談約７０編をまとめた冊⼦も発⾏
した。こうした狸にまつわる⾔い伝えを活⽤してま
ちを活性化させようということから２０１５年に
「やましろ狸な会」が結成。狸をまちのキャラクタ
―として取り組みを⾏うこととなった。

基本デ―タ
所在地：徳島県三好市⼭城町
会員数：１１名
店舗数：１５店舗
関連URL：
https://ja-jp.facebook.com/tanuki80/
商店街概要
当商店街は⽇本３⼤奇橋の祖⾕のかずら橋や絶
景で有名な⼤歩危峡から１０ｋｍ程下流に下っ
た、JR阿波川⼝駅の近くに位置する。⾃然豊か
な地域で夏にはラフティング客が商店街を多く
訪れる。また近年、海外メディアが⽇本の⾒る
べき⾵景として祖⾕地域を取り上げたことから
外国⼈旅⾏客が急増している。

取組の内容
２０１５年からやましろ狸まつりを実施している。
17体の⼿作りの狸の着ぐるみがまちなかを練り歩い
たり、当⽇のみ使える葉っぱのお⾦を発⾏したりし
ている。
この祭りで地元に盛り上がりが出てきていること
から、商店街最寄駅の阿波川⼝駅はJR四国が運⾏す
る観光列⾞「四国まんなか千年ものがたり」の停⾞
駅ではなかったが、現在１５分停⾞している。この
観光列⾞の停⾞に合わせて毎週⾦曜〜⽉曜⽇、駅前
で「ぽんぽこ商店」を開いている。この商店では⼲
しシイタケや柚⼦酢、⼿作りの⼩物などを販売する。
また、狸の妖怪のかぶりもの姿で乗客と記念撮影す
るなどの「お接待」を⾏っている。また住⺠からの
提案でＪＲ阿波川⼝駅の駅舎の屋根にやましろ狸な
会⾃作の狸のオブジェを設置した。

取組の効果
JRとの交渉を会のメンバ―のみで成⽴させたこと
から、⾃分たちが積極的に働きかければ周囲を巻き
込んでいけるというメンバ―の⼤きな⾃信につな
がった。そうした会の⼠気の⾼まりに触発され、メ
ンバ―に若者が徐々に⼊ってきている。さらに２０
１６年７⽉からは徳島⼤学の「にしあわ英語旅」プ
ロジェクトが始動。外国⼈講師を招きおもてなしに
ついてのワ―クショップを⾏っている。このように
会の積極的な活動に触発され地域内外の連携体制が
拡⼤しつつある。

取組の活動や商店街の
写真貼付

キ―パ―ソン
やましろ狸な会
会⻑
⼤野 昌彦 ⽒

やましろ狸な会はやりたい⼈たちで楽
しくゆるくやって⾏こうというスタン
スで取り組んでいます。そのため皆⼤
変だと感じることは少ないです。商店
街最寄りのJR阿波川⼝駅へのオブジェ
の設置は会のメンバ―のみで交渉から
製作、設置まで全てを⾏いました。交
渉が上⼿く進んだのはそういったスタ
ンスで取り組んでいるからかもしれま
せん。周辺には海外でも有名になって
いるかずら橋や⼤歩危があり、多くの
観光客でにぎわっています。現在は旅
⾏客に泊まっていただけるような環境
を整備しているところです。

豊後⾼⽥市昭和の町
⼤分県豊後⾼⽥市
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商店街の類型：観光型（外需獲得型）
取組の観点：少⼦・⾼齢化

ポイント：⾏政・商⼯会議所・商業者・案内⼈が⼀体でつくる「昭和の町」
取組の背景
豊後⾼⽥市は江⼾時代から海上運輸の要所で、昭
和３０年代までは国東半島で⼀番栄えた町だった。
しかし、徐々に時代に取り残され衰退していった。
このままでは衰退の⼀途をたどってしまうという危
機感から、商店街の実態を把握する調査を⾏った。
すると建物の７割が昭和３０年代以前に建てられた
もので、多くの店舗が看板を少し⼿直しすれば「昭
和の店」になることが分かった。そこで最も商店街
が元気だった昭和３０年代の活気を復活させようと、
平成１３年から「昭和の町」を⽴ち上げることと
なった。

取組の内容
始めに各商店の看板を撤去し以前使⽤していた看
板を露わにしたり、補修することで昭和の雰囲気を
再現。次に各店舗に伝わる珍しい宝物を⼀店⼀宝と
して展⽰。町を知り尽くした案内⼈が昭和の町の歴
史や各店の⼀宝について⽅⾔を⽤いて案内をするの
も魅⼒のうちの⼀つ。案内⼈は町とともに歳を重ね
た⾼齢者が主に活躍している。また、昭和の商品再
⽣として、その店⾃慢の商品販売を実施し昭和から
変わらないおもてなしを味わってもらう⼯夫を凝ら
した。さらに、商店街に隣接する⽶蔵を改修し、
「昭和ロマン蔵」として整備。５万点を超える古い
おもちゃを展⽰する「駄菓⼦屋の夢博物館」をオ―
プンした。２０１８年で１４回⽬を迎える「昭和の
町レトロカ―⼤集合」では、昭和３０年代から６０
年代のレトロな名⾞が⼀同に集まる。また、４⽉の
昭和の⽇には昭和にちなんだ様々なイベントが⾏わ
れる。

取組の効果
平成１３年度から平成２４年度の期間における、
「昭和の町」に関連する事業費を算出するために豊
後⾼⽥市独⾃の産業関連表を作成。この産業関連表
の作成にあたって、施設整備事業に伴う建設費⽤、
中⼼市街地で⾏われた「昭和の町」をテ―マとする
イベント開催に伴う運営費⽤、来街者の消費⽀出額
の3つの要素の合計額を新たに発⽣した需要額とと
らえ、波及効果を計算した。その結果、９１億円の
経済波及効果が確認された。また、昭和の町で平成
２６年度から５店舗が新たに創業しており町に賑わ
いが⽣まれている。

基本デ―タ
所在地：⼤分県豊後⾼⽥市中⼼市街地
会員数：１２０名
店舗数：
関連URL：
https://www.showanomachi.com/
商店街概要
当商店街は⼤分県北部の国東半島の北⻄部
に位置し、周防灘に⾯している。⼤分市ま
で約６０km、北九州市まで約９０kmで両
市に⽐較的近い距離にあり、⽣活⾯、⽂化
⾯等では中津市・宇佐市・福岡県豊前市と
の関係が深い。経済的に中津市を中⼼とす
る⼩規模経済圏の中津都市圏に属する。

松本市ナワテ通り
⻑野県松本市
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商店街の類型：観光型（外需獲得型）
取組の観点：地域交流

ポイント：⽔辺の商店街「なわて通り」がカエルで溢れる！
取組の背景
かつて祭事の度に露店が並び活気があふれており、
その傍を流れる⼥⿃⽻川のほとりで「カジカガエ
ル」が美しい鳴き声を奏で、道⾏く⼈を楽しませる
⾵情のある通りだった。しかし、いつの頃からか川
が汚れてカエルはいなくなり、通りは活気を失って
いった。昭和４６年にナワテ通り商業組合が設⽴し、
⼥⿃⽻川を綺麗にして再びカジカガエルが棲めるよ
うにすることで商店街に活気を取り戻そうと組合員
たちが決意。翌年には通りにカエルをご神体とした
「カエル⼤明神」を祀った。平成１３年、なわて通
りは再開発を経て現在の⻑屋⾵の街並みに⽣まれ変
わると同時に、商店街、市⺠、地元の⼤学の学⽣が
連携して「なわて通りで遊ぼうよ！プロジェクト」
が⽴ち上がった。発起⼈の⽇々努⼒しなければ、商
店街はまた廃れる」との危機感から地域を巻き込ん
だプロジェクトは始まることとなった。

取組の内容
カエルを掘り起こすことで先⼈の想いを今に蘇
らせようと、 「かえるまつり」が平成１４年から
開催されている。通りはカエルのグッズで溢れ、
カエルをモチ―フした雑貨などをつくる作家たち
が全国から集まり屋台を並べる。商店街の各店舗
も競い合うかのようにカエル関連の商品を店先に
展⽰。「カエル⼤明神神事」、「⻘空カエル⽂化
講座」、「ケロウィン」（⼦どもたちによるカエ
ルの仮装イベント）といった催しが次々と⾏われ
る。また、松本は⽔が綺麗なことでも有名で、ナ
ワテ通りにある四柱神社前においしい⽔が飲める
井⼾を今年の１⽉に整備した。

取組の効果
過去 １６回実施し、県内だけではなく、全国か
らカエル愛好家が訪れるイベントに成⻑している。
この祭りの運営で重要な役割を担う地元の⼤学⽣
たちは「ケロウィン」などの催しを実⾏する他、
通りの装飾やワ―クショップなどの企画・運営、
受付など多くの役割をこなす。卒業後も有志OBと
して遠⽅より駆けつけ、祭りをバックアップする
者もいる。また、近年海外旅⾏客にも松本城の近
くということもあり認知され始め、多くの海外旅
⾏客も商店街を訪れるようになった。そのため、
２０１７年１２⽉から商店街内にフリ―WiFiを設置
した。

基本デ―タ
所在地：⻑野県松本市⼤⼿
会員数：30名
店舗数：28店舗
関連URL： http://www.nawate.net/
商店街概要
松本城の近くを流れる⼥⿃⽻川の川沿い３００
メ―トル程の細道を挟んで、約４０軒の店舗が
江⼾時代の⻑屋⾵に並ぶなわて通り商店街は明
治１２年に建⽴された四柱神社の参道として発
展。平成１３年、なわて通りは再開発を経て露
店から⻑屋⾵の街並みに。２０１６年１⽉より
商店街内が２４時間歩⾏者天国になっている。

⼀般社団法⼈阿蘇⾨前町商店街振興協会
熊本県阿蘇市
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商店街の類型：観光型（外需獲得型）
取組の観点：新陳代謝

ポイント：新たな地域の魅⼒をＰＲし若者世代との役割分担で商店街を活性化
取組の背景
かつては地域住⺠を中⼼に栄えた商店街だったが、
国道５７号線沿の⼤型店進出により、客⾜は遠のき
つつあった。また、隣接する阿蘇神社には年間２５
万⼈の観光客が来ていたにもかかわらず、商店街で
は観光客向けの対応を⾏っておらず、⼀時は地元新
聞に「消えゆく灯」と題して掲載されるまで衰退し
ていた。
平成１３年に、商店の２代⽬を中⼼に「若きゃも
ん会」が結成。まずは、⾃分たちが⼦どもの頃、賑
わう商店街の象徴的な⾵景として記憶に残っている
夏のお祭り「⾦曜夜市」を復活させることを⽬標に
取り組みを始めることとなった。２０１６年に商店
街が⼀般社団法⼈化し、現在は協会として活動を⾏
うことになった。

基本デ―タ
所在地：熊本県阿蘇市⼀の宮町
会員数：４４名
店舗数：３６店舗
関連URL：https://www.facebook.com/
aso.monzenmachi.syotengai
商店街概要
阿蘇神社の参道は全国的にも珍しい横参道
で、阿蘇⾨前町商店街はその南北に発達し
てきたが国道５７号線沿線の⼤型店の進出
により厳しい状況に。しかし、商店の2代⽬
を中⼼に「若きゃもん会」が結成され、多
くの観光客を獲得することに成功。震災後
に（⼀社）阿蘇⾨前町商店街振興協会と法
⼈化し、活性化に向け取り組んでいる。

取組の内容
かつてのにぎわいを取り戻すべく「⾦曜夜市」を
取組の活動や商店街の
再開し活性化させよう会議を重ね豪華景品が当たる
抽選会を開催。商店街への来訪が⽬的だったことか
写真貼付
ら、当⽇抽選で会場内に当選者がいない場合は再抽
選を⾏うこととした。この抽選のやり⽅を事前に周
知していたことから、夜市会場には⼊りきれないほ
どの来場者が来た。
キ―パ―ソン
また、桜の満開にあわせて商店街の通りに畳２０
⼀般社団法⼈阿蘇
０畳を敷き詰めた「お座敷商店街」を開催するなど、
⾨前町商店街振興協会
理事
新しいイベントも開催。さらに、観光客に少しでも
岩永 芳幸 ⽒
滞在してもらうため、熊本特産の⾺⾁を使⽤したコ
ロッケ「⾺ロッケ」、拳ほどの⼤きさの⽥舎いなり、
⽔基の設置、湧き⽔を使った⽔出しコ―ヒ―やシュ
⼀昨年の熊本地震を受け、現在も厳し
―クリ―ムなどの地域性を活かしたオリジナル商品
い環境に置かれていますが、地震を受
の開発も実施している。
けたことにより気付かされた⾯もあり
ます。地域のコミュニティは⼤切で、
取組の効果
先代からのつながりがあったからこそ
震災後からすぐに様々な活動ができま
親世代と⼦世代の意思疎通や役割分担が奏功し、
した。また、阿蘇神社のお陰で⼤きな
その⼟地ならではの逸品が楽しめる商店と、地域資
被害がなかった事です。その阿蘇神社
源を活⽤した⽔基巡りがマスコミに取り上げられる
のお膝元で商いをさせて頂けている事
ようになり、この１０年間ほどで来街者が年間３５
への誇りと感謝の気持ちを⽇々感じて
万⼈にまで急増している。
います。阿蘇神社の再建にはまだまだ
また、熊本地震発⽣時には、直後から周辺住⺠の
時間がかかりますが、商店街として⾨
安全確認や電気が復旧するまでの約１週間炊き出し
前町を盛り上げていき、様々な活動を
を実施。地域コミュニティの下⽀えとして震災復興
通して元気な阿蘇を発信していきます。
に⼤きく貢献した。

氷⾒市中央町商店街
富⼭県氷⾒市
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商店街の類型：観光型（外需獲得型）
取組の観点：新陳代謝

ポイント：パリの街並みに⾒⽴てたおしゃれなマルシェを開催
取組の背景
当商店街には１９７０年ごろに建てられた８棟の
共同防災ビル群がある。建設から５０年近く経つも
のの、ビルは複数の地権者によって所有されている
ため、単独で解体や修繕などの処置が⾏えず⽼朽化
が⽬⽴つ。最近では商店街北側の橋の⽼朽化に伴う
架け替え⼯事も影響し客⾜はさらに遠のいており、
また商店主の⾼齢化も進⾏している。これらの状況
を打開するために新たな商店街の担い⼿となる若者
を商店街に引き込もうと、商店街のビル群をパリの
アパルトマンに⾒⽴てマルシェを開催。

基本デ―タ
所在地：富⼭県氷⾒市中央町
会員数：２５名
店舗数：２５店舗
関連URL：
http://uminoaparutomarche.strikingly.com
/
商店街概要
富⼭県氷⾒市の漁港近くにある商店街。１９７
０年頃に現在のビル群が完成。複数の世帯・店
舗が共同でひとつのビルを建て、そのファサ―
ドはつながっている。現在中央町にはそうした
ビルが８つ存在している。また、平成２８年１
０⽉からは商店街北側の橋の架け替え⼯事が約
２年の⼯期で始まっている。

取組の内容
古くて暗い印象の共同防災ビル群をパリのアパル
トマン（フランス語で集合住宅）に⾒⽴てることで、
パリのおしゃれな街並みというイメ―ジの刷新を計
画。カラフルなテントや家具職⼈に制作を依頼した
モバイル屋台で出店を依頼した店舗に商品の販売を
⾏ってもらい、通りにはベンチや⼈⼯芝を設置する
などして、本場さながらの雰囲気を作り上げた。ま
た、マルシェ開催にあたり既存来街層以外の誘客・
街の新しいイメ―ジ作りなど、新しい層に向けた情
報発信機能として、「海⾵ブラザ―ズのアパルト通
信」というホ―ムペ―ジを作成した。愛嬌のある
キャラクタ―を登場させ商店街やイベントについて
紹介している。
そうした準備の下、２０１７年の７⽉にマルシェ
を初開催し、その後ほぼ⽉に1回のペ―スで１１⽉
まで開催することになった。

キ―パ―ソン
地域おこし協⼒隊
藤⽥ 智彦 ⽒

地域おこし協⼒隊として商店街の活性
化に関わったのですが、当商店街では
外からの発想を重んじて⾃由に進めさ
２０１７年の７⽉に開催した第1回のマルシェで
せてもらえて、コアなタ―ゲットを狙
は１８店舗が出店し、約２０００⼈が来場した。当
い撃ちにするコンセプト設計ができま
⽇⾏ったアンケ―トによるとその⽇の来場者のうち
した。デザインや店舗セレクトなどは
過半数が県内を中⼼とした市外からの来場者で当初
徹底的にこだわりつつ、地元商店街や
狙っていた既存客以外の集客に成功。また、来場者
地域との乖離を起こさないよう配慮す
全体の7割を２０〜４０代が占めており、新たな商
ることが⼀番苦労した点です。準備期
店街の担い⼿となりうる世代に来場してもらい、商
店街の新たなイメ―ジを感じてもらうことが出来た。 間中から、対外的な情報発信の裏で地
道に地域と話合いを重ね、次第に地域
その後も⽉に１回のペ―スでマルシェを開催し、１
１⽉に開催した第5回では３５店舗が出店している。 の⽅にも楽しみにしてもらえるイベン
トとなりました。少しずつ現れた開業
また、少しずつ商店街での開業希望者も現れてきて
希望者をどう商店街に着地・定着させ
いる。
ていくかが今後の課題です。

取組の効果

沖縄市センタ―商店街振興組合
（中央パ―クアベニュ―）
沖縄県沖縄市
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商店街の類型：観光型（外需獲得型）
取組の観点：構造改⾰

ポイント：商店街の空き店舗を沖縄・コザの魅⼒を感じるホテルに
取組の背景
商店街にはかつて営業していた店舗の備品が置い
たままで、⻑期間空き店舗となっている店舗があっ
た。新たなテナントに⼊居してもらうために店舗内
の備品等の処分も含めて改修をすると、多額の費⽤
が掛かってしまう状況にあった。そうした店舗をど
うしたらいいのか⻑年商店街振興組合は悩んでいた。
そこに、観光フリ―ペ―パ―の発⾏や広告事業な
どを⼿掛けている「ファンファ―レ・ジャパン」が
２０１６年度から宿泊業に参⼊。同社社⻑の島袋⽒
は『これから観光客１０００万⼈時代が到来すると、
確実に売れる商品は宿泊である。』と考え、商店街
内の空き店舗をかつての⾯影を残した形でホテルに
改装することを提案。これを商店街が了承し、取り
組むこととなった。

基本デ―タ
所在地：沖縄県沖縄市中央
会員数：４２名
店舗数：９９店舗
関連URL：
https://www.facebook.com/cyuouparkavenue

商店街概要
１９５０年の開設からしばらくすると商店街の
⾵紀が乱れて北きた。そのため沖縄市主導で１
９８２年に⽇本⼈向けのショッピングモ―ル・
中央パ―クアベニュ―へと⽣まれ変わった。こ
のときヤシの街路樹と⽩い屋根の連なる姿の美
しさが話題となり、１９８７年には建設省
（現・国⼟交通省）から⼿作り郷⼟賞を受ける。

取組の内容
空き店舗を利⽤した部屋は現在、３室。２０１８
年４⽉頃には２部屋もオ―プンする。地元の商店街
組合や沖縄銀⾏とも連携し、5年以内に１０〜２０
室に増やす計画となっている。部屋の魅⼒は前店舗
の⾯影を残す造りと３室それぞれの間取りやコンセ
プトが異なっている。もともとヘアサロンやバ―、
キャバレ―だった店舗を改装したものとなっている。
ヘアサロンだった部屋には髪を洗う洗⾯台跡を残し
たり、バ―だった部屋には８０年代に描かれた壁画
がそのまま残っているのが特徴となっている。

取組の効果
同社が運営する「トリップショットホテルズ・コ
ザ」の稼働率は７０％ほどで、現在の３部屋を５年
以内に２０部屋に増やす計画。⻑年シャッタ―が下
りていた店舗も、宿泊業を始めることで、家主に家
賃収⼊が⽣まれた。今後は事業主も募り、部屋の増
加を⽬指している。また空き店舗をリノベ―ション
し宿泊施設として再活⽤がきかっけになり、若⼿が
飲⾷店などを出店している。また、周辺の飲⾷店で
は外国⼈観光客向けのメニュ―や案内意識向上の兆
しが⾒えはじめており、ホスピタリティ―向上の機
運が⾼まり始めている。

キ―パ―ソン
ファンファ―レ・ジャパン
取締役プロデュ―サ―
神⼭ 繁
⽒
撮影：遠藤美弥⼦

沖縄市の中⼼市街地「コザ」。かつて
の賑わいはなくなりましたが、今でも
⽇本の⽂化とアメリカの⽂化が混ざり
合った独特な景観、⽂化が残っていま
す。また、宿泊施設においては、かつ
ての⾯影をできる限り⽣かす様に努め、
宿泊施設⾃体が、歴史と今をつなぐ架
け橋の様な場所になるように思いを込
めています。そうした⽂化的な活性化
も軸に、ここでしか体験できない旅を
提案し国内外の観光客を増やしていき
たいです。今後は客室を増やし、観光
を軸に飲⾷店、地元ア―ティストなど
と連携を図り「絵になる沖縄」として、
味のある個性的な商店街を⽬指します。

竪町商店街
⽯川県⾦沢市
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商店街の類型：観光型（外需獲得型）
取組の観点：外国⼈対応

ポイント：世界最⻑のデジタル掛け軸 イベント「竪町Color load」
取組の背景
竪町商店街の魅⼒の向上、および空洞化している
⾦沢市中⼼部の商店街利⽤客の増加を⽬的とした戦
略事業として⾦沢⼯業⼤学や、世界的なデジタルア
―ティストと連携しイベントを⾏うこととなった。
そのイベントは秋の⾦沢の夜を彩る「世界最⻑のデ
ジタルア―ト」と題して開催することになった。ま
た、県内外に積極的に竪町商店街と⾦沢市中⼼部の
広告宣伝・PRを実施するため市⺠参加型の活動・展
⽰を併せて⾏うこととなった。

基本デ―タ
所在地：⽯川県⾦沢市竪町
会員数：１２０名
店舗数：１７６店舗
関連URL：http://www.tatemachi.com/
商店街概要
１９６３年設⽴。⾦沢市内の中⼼商業が集積し
た⾹林坊・⽚町地区内に形成される５つの商店
街の南端に位置し、南北に延びるほぼ直線約４
３０mの市道の両側に店を構える。通りには、ア
パレル店舗を中⼼にジュエリ―ショップ、コス
メショップ、美容室、雑貨・インテリア、カ
フェ、呉服店、ブライダルショップなど多彩な
ショップが⽴ち並ぶ。

取組の内容
２０１７年１０⽉、世界最⻑のデジタル掛け軸を
題材にした市⺠参加型のイベント「竪町Color
load」を初開催。 ４３０ｍあるメインストリ―トに、
多数のプロジェクタ―から１００万枚に及ぶデジタ
ル映像をコンピュ―タ―にアトランダムに組み合わ
せて偶然に出来た映像を映し出すというもの地元⼩
松市出⾝で国際的なデジタルア―ティスト・⻑⾕川
章⽒がプロデュ―サ―を務めた。
当商店街が仕掛ける４３０ｍのデジタル掛軸の幻
想的な空間の中で、⾼級⾞の展⽰やダンスなどのパ
フォ―マンスが繰り広げられた。「竪町・光のこど
も⼤⾏進」「竪町Color loadを彩るイベント 」「竪
町Color loadフォトコンテスト」など３⽇間異なる
様々なイベント企画が⾏われた。

取組の効果
１０⽉７⽇〜１０⽉９⽇の３⽇間の総来場者数は
約３万３千⼈となっており、来場者アンケ―トで来
年も開催して欲しいとの声は実に９割以上で満⾜度
の⾼いイベントとなった。また、イベントに参加す
るため久しぶりに商店街を訪れたとの声も多数あり、
商店街を来訪してもらえるきっかけとなった。さら
に、県内外に積極的に広告宣伝・PRを実施するこ
とで空洞化している⾦沢市中⼼部の商店街利⽤を増
加させる効果も確認されている。イベント開始前後
での新聞掲載件数は１２件、TV番組で取り上げら
れた件数は１０件となっており多数のメディアに取
り上げられた。

取組の活動や商店街の
写真貼付

千⽇前道具屋筋商店街
⼤阪府⼤阪市
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商店街の類型：観光型（外需獲得型）
取組の観点：地域資源活⽤

ポイント：外国⼈向けに⼤阪弁の学習帳を製作
取組の背景
企画やデザインの仕事を⾏っている中で商店街に
密着した企画をいろいろとしていた。５年ほど前か
ら⼤阪にインバウンドの観光客が増えてきて、千⽇
前道具屋筋商店街の多⾔語対応の地図を作成するこ
とになった。それをきっかけにインバウンド対応の
動きが活発になってきた。そういった動きの中の⼀
つとして、「店舗などで外国⼈旅⾏客が⼤阪弁を
使ってくれたら、受け⼊れる側との⼼の距離が縮ま
り、より⼤阪らしい観光を楽しんでもらえるので
は」という牧⽒の発案で外国⼈向けの⼤阪弁の学習
帳を作成し、千⽇前道具屋筋商店街などの商店街で
販売することになった。

基本デ―タ
所在地：⼤阪府⼤阪市中央区
会員数：59名
店舗数：62店舗
関連URL： https://www.doguyasuji.or.jp/
商店街概要
千⽇前道具屋筋商店街は、料理道具・厨房道具
のすべてが揃う専⾨店が軒を連ねる商店街。も
とは、法善寺の千⽇前から四天王寺のお⼤師や
今宮戎神社への参道として、古道具屋や雑貨商
が軒を連ねたのが始まり。⼤正時代から次第に
問屋・製造業の専⾨店として発展し、１９７０
年には、ア―ケ―ドが建ち、現在の全⻑１５０m
の商店街へ。

取組の内容
⼤阪弁を使う場⾯をイラストで視覚的にも分かり
やすく紹介している外国⼈向けの学習帳を制作し、
外国⼈観光客向けに販売。外国⼈観光客が好んで持
ち帰っているほか、⽇本⼈の観光客のお⼟産にも
なっている。その他、商店街の特徴（調理道具を販
売している）と地域の⽂化（たこ焼き）に着⽬し、
外国⼈観光客が商店街で道具、材料を購⼊し、⾃由
な視点からたこ焼きを作る取り組みを⾏っている。
スイスホテル南海⼤阪の⽀配⼈が宿泊客を対象に街
歩きで商店街を案内して、ガイドマップには載って
いないお店を紹介する「難波イブニングウォ―ク」
も⾏っている。

取組の効果
オオサカ学習帳をはじめとする数々の取り組みが
多くのメディアに取り上げられ、商店街のPRにつな
がった。千⽇前道具屋筋商店街の特徴を活かした取
り組みをはじめ、商店街全体でインバウンド向けの
取り組みが強化された。また単独ではなく他の商店
街との連携、企業との連携なども進んでいき、地域
全体のインバウンドへのおもてなしの体制ができて
きた。そういった数々の取り組みによって、オオサ
カ学習帳を使ってお店の店主と外国⼈観光客との⼤
阪弁での交流が⽣まれるなど、ここでしか味わえな
い印象的な体験ができるようになった。このような
結果商店街へのインバウンドの観光客数も年々増加
している。

キ―パ―ソン
（株）リンクコ―ポレ―ション
社⻑
牧 ⾹代⼦ ⽒

故郷に近い町でまちおこしがしたいと
いうところから始まって、難波の商店
街に関わるようになりました。それか
ら難波でいろんな⽅にお会いして、ど
んどん難波が好きになってきて今に
⾄っています。商店街は本当におもし
ろい⽂化だと思っています。商店街だ
けでなくまちのみんなで⼀緒になって
何かを取り組むことが⼤切で、インバ
ウンドはその１つの切り⼝だと思いま
す。私はこれからもこの難波からおも
しろいことをどんどん仕掛けて、「世
界⼀おもしろいまち難波」として世界
に売り込み、「世界の難波」にしてい
きたいと思います。

