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■開催名称
商店街の元気は、日本の元気！

全国商店街交流フェア

■開催趣旨
今日の商店街支援では、シンポジウムや研修会などで「学び」の場は数多く
提供されている一方、商店街関係者が他の商店街関係者らとコミュニケーション
を交わす場が少ないため、意見交換や情報収集、全国の先進事例を知る機会が
少ないなどの課題がある。そこで、商店街・関係者間のネットワーク構築および商
店街活性化ノウハウの共有を図ることにより、新たな商店街活性化活動の輪を
広げることを目的とした商店街交流促進事業を行う。

■主 催
株式会社全国商店街支援センター

■後 援

中小企業庁、全国商工会連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会、
全国商店街振興組合連合会、＇独（中小企業基盤整備機構、全国地方新聞社
連合会、共同通信社

■開催日時
2011年2月2日＇水（
開場／受付 12：00
開 会 13：00
閉 会 16：30
交流会 17：00～18：00

■開催場所
アキバ・スクエア
東京都千代田区外神田４－１４－１

■入場料
無料

■定 員 約４００名

開催概要
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■来場者総数 567名＇うち交流会参加１０４名（

来場規模

■事前申込の有無
事前申込のあった方 401 70.7%

当日飛込み来場者 135 23.8%

受付せず入場した方 31 5.5%

※欠席者132名 567 名

■カテゴリー別
一般 141 24.9%

行政関係 192 33.9%

支援関係 63 11.1%

商店街関係 85 15.0%

報道関係 55 9.7%

丌明 31 5.5%

567 名

■交流会参加者 カテゴリー別
一般 21 20.2%

行政関係 39 37.5%

支援関係 11 10.6%

商店街関係 31 29.8%

報道関係 2 1.9%

104 名

■都道府県別
北海道 0 0.0%

青森県 1 0.2%

岩手県 7 1.2%

宮城県 2 0.4%

秋田県 3 0.5%

山形県 0 0.0%

福島県 0 0.0%

茨城県 7 1.2%

栃木県 8 1.4%

群馬県 13 2.3%

埼玉県 51 9.0%

千葉県 30 5.3%

東京都 296 52.2%

神奈川県 33 5.8%

新潟県 9 1.6%

富山県 1 0.2%

石川県 6 1.1%

福井県 0 0.0%

山梨県 6 1.1%

長野県 9 1.6%

岐阜県 0 0.0%

静岡県 11 1.9%

愛知県 5 0.9%

三重県 0 0.0%

滋賀県 2 0.4%

京都府 2 0.4%

大阪府 5 0.9%

兵庫県 2 0.4%

奈良県 1 0.2%

和歌山県 1 0.2%

鳥取県 5 0.9%

島根県 0 0.0%

岡山県 0 0.0%

広島県 0 0.0%

山口県 0 0.0%

徳島県 3 0.5%

香川県 0 0.0%

愛媛県 4 0.7%

高知県 0 0.0%

福岡県 5 0.9%

佐賀県 1 0.2%

長崎県 0 0.0%

熊本県 3 0.5%

大分県 0 0.0%

宮崎県 2 0.4%

鹿児島県 2 0.4%

沖縄県 0 0.0%

丌明 31 5.5%

567 名

全国商店街交流フェアの来場者数は、
応募定員４００名のところ、総数５６７
名と１４１．７５％となり＇交流会も１０４
名参加いただきました（商店街関係者
向けというターゲット層が限られている
フェアでありますが、多くの来場者数を
記録しました。
主な要因としては、見やすく引き付け

やすい公式ホームページの展開、各方
面へのチラシ配布、また、地方新聞社と
の連携等の積極的な来場者誘致活動
が挙げられます。
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会場レイアウト図

■商店街様出展ブース

会場入口

■メインステージ

■交流会エリア

新たな商店主育成 現地マネージャー育成 アートがつなぐまちづくり 地域と連携 生活弱者対策 卸売連携

JSSブース 御田町商店街 発寒北商店街 覚王山商店街 道場門前商店街 三条中央商店街 卸売協会ブース

(長野県） (北海道） （愛知県） （山口県） （新潟県）

出入口 個店の魅力づくり 現地マネージャー育成 高齢者支援 子育て支援 都内・地域密着型 都内・地域密着型

JSSブース 韮崎駅前通商店街・ 田辺市中心市街地地域 宇宿商店街 岩村田本町商店街 地蔵通り商店街 用賀商店街

中心市街地商店街 （和歌山県） （鹿児島県） （長野県） （東京都） （東京都）

(山梨県）

研修事業

総合支援事業

東京都商店街

インフォメーション

■ブース配置＆カラー

■会場平面図
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出展ブース紹介

発寒北商店街振興組合（北海道）

No. 商店街・団体＇都道府県（ テーマ

1 発寒北商店街振興組合＇北海道（ 次世代エリアマネージャーの育成

2 地蔵通り商店街振興組合＇東京都（ 都内・地域密着型　買い物支援サービス

3 用賀商店街振興組合＇東京都（ 都内・地域密着型　回遊性のしかけづくり

4 三条中央商店街振興組合＇新潟県（ 地域の生活を支える

5 韮崎市駅前通り商店街・中心市街地商店街＇山梨県（ まちづくりは個店の魅力アップから

6 岩村田本町商店街振興組合＇長野県（ 地域で支える子育て支援

7 御田町商店街＇長野県（ 新たな商店主育成

8 覚王山商店街＇愛知県（ アートで仕掛けるイメージアップ

9 田辺市中心市街地地域＇和歌山県（ 次世代エリアマネージャーの育成

10 山口道場門前商店街振興組合＇山口県（ 地域との連携

11 宇宿商店街振興組合＇鹿児島県（ 地域で見守る高齢者支援

12 一般社団法人日本卸売協会＇東京都（ 商店街と卸売連携

13 ＇株（全国商店街支援センター ―
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出展ブース紹介

地蔵通り商店街振興組合（東京都）

用賀商店街振興組合（東京都）

三条中央商店街振興組合（新潟県）
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出展ブース紹介

韮崎市駅前通り商店街・中心市街地商店街（山梨県）

岩村田本町商店街振興組合（長野県）

御田町商店街（長野県）
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出展ブース紹介

覚王山商店街（愛知県）

田辺市中心市街地地域（和歌山県）

山口道場門前商店街振興組合（山口県）
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出展ブース紹介

宇宿商店街振興組合（鹿児島県）

一般社団法人日本卸売協会（東京都）

（株）全国商店街支援センター
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来場者受付

■時間 １２：００～

案内看板・サイン

受付・開場時風景
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アテンション ～ 開会

■時間 １３：００～
■出演 総合司会 宮川 泰夫氏

アテンション映像

開 会

多数の来場者に対し、開会前にアテンション映像を放映しました。フェア
全体の印象付けとともに雰囲気の盛り上げを図りました。
総合司会は、元ＮＨＫアナウンサーの宮川康夫氏。全国津々浦々の地域・

商店街を体感した知見を持っており、フェアのテーマを興味深くナビゲートし
ていただきました。
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主催者挨拶 ・ 来賓挨拶

■時間 １３：０３～
■出演 主催者挨拶 ㈱全国商店街支援センター代表取締役社長 桑島 俊彦

来賓挨拶 中小企業庁長官 髙原 一郎氏

主催者挨拶

来賓挨拶

㈱全国商店街支援センター 代表取締役社長 桑島俊彦が、開催の御礼挨拶。
中小企業庁長官 髙原 一郎氏から、中小企業庁の商店街支援施策紹介等の来賓
挨拶をいただきました。
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基調講演

■時間 １３：２０～１４：１０
■演題 地域商業活性化の秘訣
■出演 オラクルひと・しくみ研究所代表 小阪 裕司氏

基調講演

オラクルひと・しくみ研究所の小阪代表の「地域商業活性化の秘訣」と題した講演
は、「お客様の心に踏み込む」をキーワードに、すぐにでも実践できる多くのヒントが詰
まった内容で開催されました。
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商店街プレゼンステージ

■時間 １４：１０
■出演 商店街出展ブース代表者

総合司会 宮川 泰夫氏、レポーター 竹内駒英氏

商店街プレゼンステージ

総合司会の宮川氏とレポーターの竹内氏との息のあった掛け合いにて、今回出展
した１３ブースを、商店街の方へのインタビューを中心に、映像を通してステージソーン
のスクリーンで紹介しました。
来場者からは、ブースの見学時の事前情報収集に役に立ったと高評価をいただき

ました。
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商店街プレゼンステージ

商店街プレゼンステージ
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プレゼンテーション＆パネルディスカッション

■時間 １５：００～１６：３０
■演題 地域とつながる商店街～商店街活性化はキズナづくり～
■出演 松井洋一郎氏 岡崎まちのゼミ代表

河井達志氏 宇宿商店街振興組合理事長

小林弘忠氏 用賀商店街振興組合理事長

渡辺達朗氏 専修大学商学部教授

藤田とし子 全国商店街支援センター事業統括役

宮川泰夫氏 【コーディネーター】

プレゼンテーション

３商店街からの課題を踏まえた成功事例のプレゼンテーションの後、コーディネー
ターを宮川氏に、パネラーとして岡崎まちのゼミ代表の松井氏、宇宿商店街振興組合
理事長の河井氏、用賀商店街振興組合理事長の小林氏、専修大学商学部教授の
渡辺氏、全国商店街支援センター事業統括役の藤田をむかえたパネルディスカッショ
ンを実施しました。
各商店街の事例を踏まえた専門家の立場からの意見等熱い議論が繰り広げられま

した。
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パネルディスカッション

パネルディスカッション
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出展ブース見学

見学・交流模様

■時間 １２：００～１３：００
１６：３０～１７：００

今回の出展ブースは、１３の出展者が、来場者に対して現状・成功事例等を説明す
るのみならず、商店街と商店街、商店街と来場者といった交流・情報交換の場となり、
それぞれが絆を深め合うことができる賑わいが創出されました。
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交流会

■時間 １７：００～１８：00
■次第 一、挨拶 全国中小企業団体中央会 理事 瀬戸実氏

二、乾杯 中小企業庁経営支援部商業課長 藤野琢巳氏
三、歓談
四、中締め ㈱全国商店街支援センター事業統括役 藤田とし子

交流会

来場者・出展者等１３５名の方々が参加し、全国商店街交流フェアの成功を確認し
あい、参加者同士の絆を深めるための交流の場として開催されました。
予定時間をオーバーしての開催となり、参加者の満足度の高さがうかがえました。
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出展商店街インタビュー

全国商店街交流フェア開催後、出展商店街に対してインタビューを行い、フェアに
出展して有意義だったことやフェア全体の感想など、様々なご意見をうかがいました。

発寒北商店街振興組合 現地マネージャー

今回、他の商店街での取り組みのアイデアをいただくことができ、特に
高齢者向けのデリバリーサービスについて興味をもちました。

当商店街の取り組みについて不足している部分など改めて考える機会を
持てたこと、そしてその実例を見ることができる場であったこと、他の出
展商店街の取り組み事例について、生の声を聞く機会が得られたことも挙
げられます。

現地マネージャー育成事業に対する質問や問合せが多く、先進的な取り組みであることを改めて感じまし
たし、全国の商店街が一同に交流する素晴らしい機会で勉強になり、よい体験をさせていただきました。来
年度以降も商店街や関係者と交流できる機会があるとよいですね。

商店街の皆さんと一緒にいかに汗を流すか…その量に応じて信頼が深くなると考えます。来年度ももう半
年現地マネージャーをやらせてもらいたいです。

出展の話があり、商店街だけでは不可能なことを当役所および会議所の
手助けを受けて進めることができました。

また、当日は他出展商店街の説明の熱の入れ方に感心しました。

来場者からの質問としては、資金面と商店街内部の説得の二点が多かっ
たと思います。視察の依頼を受ける話も多く、よいコミュニケーションが
とれたと思います。

三条中央商店街振興組合 関係者

北海道の商店街活動の事例紹介や全国各地の商店街関係者及び行政・指導機関等と方々と今後の商店街活
性化の在り方について確認し合え、特に、大都市と中小都市における人・モノ・金の支援及び協力の違いに
ついて再認識することができました。

また、現地マネージャーの導入を検討している商店街さんから「うちの商店街に来てくれませんか?」と
スカウトもされました。

この全国商店街交流フェアでは、地域の問題ではなく全国が似たような問題を抱えていることがわかり
ましたし、交流フェアを通し親交を深めることができました。

主催者側の努力に感謝。今後、北海道・東北・関東・・・と各地で催すと、もっと商店街が勉強になる
と思います。
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出展商店街インタビュー

御田町商店街 関係者

出展して、有意義であったことは多くの方々に資料等で発信することができたこと
です。持参した資料が全て無くなってしまい予想外でした。

来場者した多くの方々が当方の活動に興味を持っていただき励みになりました。
＇多くの名刺を頂戴しました（

田辺市中心市街地地域 関係者

全国の様々な出展商店街と情報交換ができ、また来場の商店街関係者とも数
多くの意見交換ができ、非常に有意義でした。

現地マネージャー育成事業に対する関心も非常に高く、また他団体と当地区の
事業内容を比較することで、当社プログラムの改善点も見えてきました。

現地マネージャー育成事業そのものの内容説明を求められることが多く、また来
場者の商店街地域においても本育成事業の活用が可能であるかの質問が多かっ
たです。

今回の「全国商店街交流フェア」 は、失礼ながら、予想以上の人出で大変驚きました。従来に無いかたちでの地域発
信の機会として継続すれば良いツールになると思います。

参加者同士の意見交換や交流の仕組みづくりー当事者同士がただ合うだけでなく、具体的に、例えば、商品交流など
のビジネスの仕組みが検討できればおもしろいですね。

現地マネージャー候補も積極的にコミュニケーションを展開し、来場者の同事業に対する関心と理解が少し深まったよ
うですし、現地マネージャーの必要性は多くの来場者が実感として感じているようでした。

今回のイベントは、会場規模、アクセスともに非常に利便性も高く、会場規模も適当で中身の濃いものだったように思
います。想像以上に自ブースに張り付いて来場者の対応に時間を割かれたため、他ブースをじっくり見ることができな
かったことが少し心残りではあります。

ぜひ、次年度以降も継続していただきたく存じます。来年は認知度も上がり、もっと大きな会場が必要になるように思
われます。

宇宿商店街 理事長

フェアを通じて、宇宿商店街の存在を知って頂いたということと、小さ
な商店街でも人のやる気さえあれば何とかなることを理解していただいた
ことが収穫です。

取組みの紹介から、ピンチでもあきらめない戦いでチャンスに変わるこ
とを御理解いただき、また高齢者も見守りすることで孫まで商店街活動を
理解するようになることに来場者皆さまは納得されていました。

どうしてこの厳しい商業環境の中で皆元気にやれるのか不思議だとのご
感想もいただきました。

一人ではなく複数の理事の意思統一、団結力が事業を推進し、地域を変えることに繋がること、とるにた
らないことでも地域コミュニティの醸成には大事であることを、皆様改めて認識していただきまして、実り
あるコミュニケーションとなりました。

機会があれば九州管内でもこのような事業ができれば、視察など目的にそってできるようになるし、その
商店街方の顔が見えれば意見交換も深めることができるのではと考えます。
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来場者アンケート集計結果

１．あなたの所属等を教えてください。
n= 132

①商店街関係 25 19%

②商店街支援機関 34 26%

③行政関係 46 35%

④一般 27 20%

⑤メディア関係 0 0%

合計 132 100%

①商店街関
係
19%

②商店街支
援機関
26%

③行政関係
35%

④一般
20%

⑥無回答
5%

③ふつう
5%

②まぁまぁ良
かった
36%

①とても良
かった
54%

２．基調講演「地域商業活性化の秘訣」の満足度をお聞かせください。
n= 132

①とても良かった 72 55%

②まぁまぁ良かった 48 36%

③ふつう 6 5%

④あまりよくなかった 0 0%

⑤良くなかった 0 0%

⑥無回答 6 5%

合計 132 100%

⑥無回答
5%

③ふつう
5%

②まぁまぁ良
かった
36%

①とても良
かった
54%

来場者の皆さまを対象にアンケートを実施し、忌憚のないご意見、ご要望をいただ
きました。フェア全体の感想として「とても良かった」「まあまあ良かった」が８６％との
高い評価をいただき、来場者の満足度がうかがえます。

＜良かった点＞

○講演が大変良かった。是非商店主に聴いてほしいと思った。

○すぐにでも実践できる多くのヒントがあり興味深い内容。商店街の仲間にも伝えたいと思う。

○お客様の心に踏み込むことの大切さを学んだ。

＜良くなかった点＞

●「今日は時間が足りない」「著書に書いてあります」があまりに多く、限られた時間内でも話をまとめて
きて簡潔に講演するのがプロなのでは？と不満が残った。

●ミクロの論理としては分かるが、マクロとしては若干疑問が残る。ブースの騒音が講演会場に入ってきて
聞き取りにくかった。

＜要 望＞

■あと30分ぐらい時間がとれればベスト。

■基調講演がもっと長ければ良かった。

フリーコメント
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来場者アンケート集計結果

３．パネルディスカッション「地域とつながる商店街」の満足度をお聞かせください。
n= 132

①とても良かった 49 37%

②まぁまぁ良かった 38 29%

③ふつう 9 7%

④あまりよくなかった 4 3%

⑤良くなかった 0 0%

⑥無回答 32 24%

合計 132 100%

⑥無回答
24%

④あまりよく
なかった

3%

③ふつう
7%

②まぁまぁ良
かった
29%

①とても良
かった
37%

＜良かった点＞

○パネルディスカッションは、同じ立場での体験説・実践例であり大いに勇気づけられた。それぞ
れのお話も非常に参考になった。

○まちゼミの話はとても参考になった。

○プレゼンテーターの気持ちが伝わる内容でもあり、自分の街でこれから何が出来るかの目標とビ
ジョンが持てた。

○パネルディスカッションのパネリストの人選（バランス）が絶妙。まちゼミ⇒実直でどこでもで
きる納得できる活性化の取組み。宇宿⇒理事長のカリスマ。用賀⇒会社設立、新法認定、補助金活
用（役所的に）王道路線の活性化の取組み。三者三様で興味深く楽しめた。藤田氏と渡辺氏の解説
に宮川アナのコーディネート、とても贅沢なパネルディスカッションだった。

○パネルディスカッションでも各商店街で人の心・意識に刺激を与えることで活性化につなげよう
という工夫が様々に見られとても勉強になった。

＜良くなかった点＞

●パネルディスカッションがダラダラ長い感じだった。

●ブースのざわつきが気になった。

＜要 望＞

■各参加者（商店街）の資料があるといい。

■視点はズレるかもしれないが、パネリストの中に「お客様」（買い物する人）が入ってもおもし
ろいかもしれない。

フリーコメント
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来場者アンケート集計結果

４．出店ブースで今後の商店街活動において参考になったブースはどこですか？

有効回答数＝120

①発寒北商店街 7 6%

②地蔵通り商店街 45 38%

③用賀商店街 44 37%

④三条中央商店街 22 18%

⑤韮崎市駅前通り商店街・中心市街地商店街 29 24%

⑥岩村田本町商店街 35 29%

⑦御田町商店街 10 8%

⑧覚王山商店街 27 23%

⑨田辺市中心市街地地域 14 12%

⑩山口道場門前商店街 18 15%

⑪宇宿商店街 45 38%

⑫一般社団法人日本卸売協会 8 7%

⑬㈱全国商店街支援センター 9 8%

⑭見ていない 2 2%

②まぁまぁ良
かった
29%

6%
38%

37%
18%

24%
29%

8%
23%

12%
15%

38%
7%
8%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

①発寒北商店街

②地蔵通り商店街

③用賀商店街

④三条中央商店街

⑤韮崎市駅前通り商店街・中心市街地商店街

⑥岩村田本町商店街

⑦御田町商店街

⑧覚王山商店街

⑨田辺市中心市街地地域

⑩山口道場門前商店街

⑪宇宿商店街

⑫一般社団法人日本卸売協会

⑬㈱全国商店街支援センター

⑭見ていない

フリーコメント

＜良かった点＞

○各出店ブースは資料が充実していて参考になった。

○宇宿商店街の事例、特に河井理事長の人柄が他の商店主をやる気にさせていると感じた。

○宇宿商店街の出店が良かった。直接関係者から話を伺えましたので。

○個性のある商店街の展示があって参考になった。

○参考になったブース、活動内容が多かった。これからの活動のパワーが充電出来た。

＜良くなかった点＞

●すぐにパンフレットがなくなっている所もあり尐し残念。
●ブースが小さく固まり、ゆっくり出来なかった。
●出展のメリットが尐ない。

＜要 望＞
■もう尐し商店街の出展があってもよかったかなと思う。

４．出店ブースで今後の商店街活動において参考になったブースはどこですか？

有効回答数＝120

①発寒北商店街 7 6%

②地蔵通り商店街 45 38%

③用賀商店街 44 37%

④三条中央商店街 22 18%

⑤韮崎市駅前通り商店街・中心市街地商店街 29 24%

⑥岩村田本町商店街 35 29%

⑦御田町商店街 10 8%

⑧覚王山商店街 27 23%

⑨田辺市中心市街地地域 14 12%

⑩山口道場門前商店街 18 15%

⑪宇宿商店街 45 38%

⑫一般社団法人日本卸売協会 8 7%

⑬㈱全国商店街支援センター 9 8%

⑭見ていない 2 2%

②まぁまぁ良
かった
29%
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来場者アンケート集計結果

５．本日の「全国商店街交流フェア」全体の満足度をお聞かせください。
n= 132

①とても良かった 62 47%

②まぁまぁ良かった 52 39%

③ふつう 9 7%

④あまりよくなかった 1 1%

⑤良くなかった 0 0%

⑥無回答 8 6%

合計 132 100%
①とても良
かった
47%

②まぁまぁ良
かった
39%

③ふつう
7%

④あまりよく
なかった

1%

⑥無回答
6%

＜良かった点＞

○全国の先進的な取組みを知ることができて感謝している。今日学んだことを自分のまちの商店街の活
性化にどのように生かせるか考えてみたいと思った。まちは人間がつくるという言葉にはっとした。

○各商店街で様々な取組みをしていることを知ることが出来非常に参考になった。商店街活性化の意味
をもう尐し考えなければと思った。良い機会なので、またこのようなイベントがあれば是非参加したい。

○現在厳しいといわれる商店街の活性化への支援や商店街の取り組みを知ることが出来た。

○各地で頑張っている商店街があることが分かった。決してあきらめないで物事に取り組むことの大切
さを学んだ。

○とても素晴らしい取組み、人に出会うことが出来た。ありがとうございました。

○全国で頑張っている商店街のブースを併設しながら講演等をする企画は、とても時間を有効に使う上
で良かった。

○基調講演、小阪裕司先生の話もパネルディスカッションも商店街活性化事業の具体的なものが見えて
良かった。地域住民とのつながりをそれぞれ努力して創っている姿に感銘した。そのつながりづくりに
は携帯で高齢者と結ぶ、まちゼミナール、まちづくり会社、個店の努力、商店全体など様々あることが
理解出来た。ブースもセットでより具体性が見えて大変良かったと感じている。

○他都市の状況を詳細に知ることができ非常に参考になった。

＜良くなかった点＞

●講演、パネルディスカッション会場とブースの間の仕切りが無いため、ブースの声がつつぬけだった。
ザワザワした中で講演という今回のスタイルも有りと思うものの、どうかなという感じ。

●初めてのため尐しとまどった。ブースはもっと広い方がよいのでは。時間は尐し短いか？

＜要 望＞

■商店街同士の交流機会がより広がるきっかけとして続けてほしい。

■今後も定期的な開催をお願いしたい。

■交流会の案内をしてほしい。

■会場の広さを今後検討していただき、開催してほしい。

■補助をどのように利用したか、どうすれば利用できるのかの点についても説明フォーマットを作り、
入場者の理解を深めると良いと思う。

■買い物弱者の事例を集めて開催してもらいたい。

■全国商店街支援センターの目的や支援内容の説明があっても良かったのではないか。

フリーコメント
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来場者アンケート集計結果

その他フリーコメント

＜良かった点＞

○商店街のプレゼンステージは、ビジュアル的にもとてもおもしろく、自分の商店街で個店紹介としてやれ
たらいいなあと思った。

○イベントの演出、パフォーマンスが素晴らしい。効果的に学習出来た。

○ カメラを使ったブース中継（出展商店街紹介）が良かった。（ブース1つひとつを見る時間が無かったし、
スペース的にも人が多くてゆっくり見れなかったため）⇒後で見てまわる時の参考になる。

＜良くなかった点＞

●音量が大きい。（尐し耳についた）

●会場がせまい。長い時間座る椅子（座席）として悪い。腰が痛い！トイレせまい。

●音響装置のせいか、パネラーの声がよく聞こえなかった。

●（ブース紹介について）リポーターの人のマイク音が大きすぎる。もう尐し落ち着いたリポートにしても
らえると聞きやすい。

＜要 望＞

■全国の商店街の事例をもっと知りたい。生の声を聞きたい。

■支援団体にDMを送るのではなく、商店街の人に聴いてほしい内容なので何か良い策があればいいのだが
…。

＜感想・その他＞

□故郷のシャッター通りを何とかしたい。時間はかかると思いますが本日の刺激を生かしたいと思う。

□センターの個店経営研修事業はとても良い事業だと思う。行政担当者として大いに参考にさせていただく。

□ 地域商店街の衰退を目の当たりにしていたが、数年間その状況を見過ごしたり目を反らしてきた。どの
ように手をうったら良いか等の知識がなく、また一人で思っていても行動には繋がっていかないとも感じて
いた。同じ思いを寄せる人との交流が大切だと感じた。今回のフェアを通じそれを自らが感じ取れたことに
喜びを得、次の行動に繋げていきたいと思いった。

□今後も尐しでも商店街のために頑張っている人づくりが出来るようにお手伝いしたいという気持ちになっ
た。貴重な機会を有難うございました。
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広報活動

○ＤＭ・告知ツール展開

○WEB告知展開

○パブリシティ展開

■広報展開

参加募集に際して、中小企業庁、中小企業基盤整備機構、経済産業局、中小企
業支援センター、各県庁、各区商連へ約１０，０００枚の参加案内を送付しました。
さらに、地域力おっはークラブへの案内、マスコミ＇各テレビ局、中央紙、産業紙、

週刊誌等）へのリリースも実施し、参加促進活動を展開しました。
また、チラシも２種作成し、出展商店街リストを掲載し興味喚起を図るなど
申込状況に即した活動をいたしました。

関連団体が発行する各種媒体・専門誌等での紹介記事や全国地方新聞社連合
会、共同通信社と連携して、多くの媒体へＰＲ活動を展開しました。

公式ホームページ＇www.chiikiryoku-up.com/syoutengai/（を開設し、情報発信・
参加申込受付を実施しました。開催概要・出展商店街リストを掲載し、効果的な情
報発信を展開しました。また、全国の地方新聞社が連携したポータルサイト４７
NEWSにてバナーリンクを掲出し、幅広く参加申込を募りました。

▲４７NEWS バナー掲出

▲公式ホームページ
www.chiikiryoku-up.com/syoutengai/
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広報活動

■メディア掲載一覧

種別 媒体名 備考

2010年 11月5日 新聞・雑誌 商店街ニュース＇１１月号（ 東京都商店街振興組合連合会

11月24日 メルマガ ＪＳＳメールマガジンＶｏｌ．３ 全国商店街支援センター

12月1日 新聞・雑誌 日本商工会議所ニュース＇１２月１日号（ 日本商工会議所

12月5日 新聞・雑誌 商店街ニュース＇１２月号（ 東京都商店街振興組合連合会

12月15日 ＷＥＢバナー 中小企業診断協会 ＷＥＢサイト ＇社（中小企業診断協会

12月22日 メルマガ ＪＳＳメールマガジンＶｏｌ．4 全国商店街支援センター

12月24日 メルマガ 中小企業診断協会 メールマガジン ＇社（中小企業診断協会

12月28日 ＷＥＢバナー 47ニュースＷＥＢサイト ＇株（全国新聞ネット

2011年 1月1日 新聞・雑誌 品川区商連ニュース＇新年号（ 品川区商店街振興組合連合会

1月4日 ＷＥＢバナー 中小機構関東支部 ＷＥＢサイト ＇独（中小企業基盤整備機構　関東支部

1月4日 ＷＥＢ 中小機構関東支部 ＷＥＢサイト「エリア内お役立ち情報欄」 ＇独（中小企業基盤整備機構　関東支部

1月5日 新聞・雑誌 商店街ニュース＇新年号（ 東京都商店街振興組合連合会

1月10日 メルマガ 中小企業診断協会 メールマガジン ＇社（中小企業診断協会

1月18日 新聞・雑誌 東奥日報 東奥日報社

1月18日 新聞・雑誌 岩手日報 岩手日報社

1月18日 新聞・雑誌 山形新聞 山形新聞社

1月18日 新聞・雑誌 福島民報 福島民報社

1月18日 新聞・雑誌 福島民友新聞 福島民友新聞社

1月18日 新聞・雑誌 茨城新聞 茨城新聞社

1月18日 新聞・雑誌 下野新聞 下野新聞社

1月18日 新聞・雑誌 上毛新聞 上毛新聞社

1月18日 新聞・雑誌 埼玉新聞 埼玉新聞社

1月18日 新聞・雑誌 千葉日報 千葉日報社

1月18日 新聞・雑誌 神奈川新聞 神奈川新聞社

1月18日 新聞・雑誌 山梨日日新聞 山梨日日新聞社

1月18日 新聞・雑誌 信濃毎日新聞 信濃毎日新聞社

1月18日 新聞・雑誌 新潟日報 新潟日報社

1月18日 新聞・雑誌 静岡新聞 静岡新聞社

1月18日 新聞・雑誌 北國新聞 北國新聞社

1月18日 新聞・雑誌 福井新聞 福井新聞社

1月18日 新聞・雑誌 岐阜新聞 岐阜新聞社

1月18日 新聞・雑誌 奈良新聞 奈良新聞社

1月18日 新聞・雑誌 伊勢新聞 伊勢新聞社

1月18日 新聞・雑誌 山陽新聞 山陽新聞社

1月18日 新聞・雑誌 中国新聞 中国新聞社

1月18日 新聞・雑誌 山口新聞 山口新聞社

1月18日 新聞・雑誌 山陰中央新報 山陰中央新報社

1月18日 新聞・雑誌 四国新聞 四国新聞社

1月18日 新聞・雑誌 愛媛新聞 愛媛新聞社

1月18日 新聞・雑誌 徳島新聞 徳島新聞社

1月18日 新聞・雑誌 長崎新聞 長崎新聞社

1月18日 新聞・雑誌 熊本日日新聞 熊本日日新聞社

1月18日 新聞・雑誌 宮崎日日新聞 宮崎日日新聞社

1月18日 新聞・雑誌 南日本新聞 南日本新聞社

1月18日 新聞・雑誌 琉球新報 琉球新報社

1月18日 新聞・雑誌 沖縄タイムス 沖縄タイムス社

1月19日 新聞・雑誌 北日本新聞 北日本新聞社

2月3日 新聞・雑誌 山口新聞 山口新聞社

2月3日 新聞・雑誌 南日本新聞 南日本新聞社

2月4日 ＴＶ 「ワールドビジネスサテライト」 テレビ東京

2月5日 新聞・雑誌 商店街ニュース＇2月号（ 東京都商店街振興組合連合会

2月15日 新聞・雑誌 中小企業振興＇第1042号（ ＇独（中小企業基盤整備機構

掲載日
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広報活動

■制作物

▲募集チラシＡ

▲当日パンフレット

▲参加証

▲当日アンケート用紙▲募集チラシＢ


