
平成22年度 支援パートナー派遣事業

平成22年4月～平成23年3月

地域商店街活性化法の認定を目指す商店街を支援します。

地域商店街活性化法の認定を目指す商店街を支援するため、
商店街に「支援パートナー」を派遣し、法認定のための支援を
行います。支援パートナーから申請手続きのサポートや、補助
金を活用する際のアドバイスを行います。
また、認定後の商店街に対し、計画変更等の支援（フォロー
アップ）を行います。

ＪＳＳパートナー派遣先
ＪＳＳマネージャー直接支援
JSSが支援した法認定件数

期 間

目 的

事業概要

成 果

事業スキーム

： 78商店街延べ378日
： 23商店街
： 25件 （平成22年度）



支援パートナー派遣事業 認定モデル商店街 

 

地域 北海道帯広市  認定日 平成 23年 3月 31日  
支援パートナー 

（報告者） 
山下雅司 

    

商店街名 帯広電信通り商店街振興組合 
 

派遣回数及び派遣期間 4 回 22年 9月 15日～ 22年 12月 24日 

 

事業名： 高齢者や障がいのある方と協働・共生する商店街づくり事業 

 

■商店街活性化事業の概要 

空き店舗をバリアフリー化し、高齢者や障がいのある方と協働で「生鮮品直売」「何でも相談」

等を実施。また、次の世代の担い手を育成するため、地域の大学と共同で「独自商品」を開発・

販売し学生が就労体験できる場を整備。さらに、門前町としての特長を活かした「市民参加型の

園芸イベント」等を毎年継続的に実施する。 

 

■商店街活性化事業の内容 

・地域住民のニーズ 

地域住民の要望で最も多かったコンビニエンスストア（33.1％）は、12月末に商店街区内

にオープンした。次に多かったのが、ファーストフード店（28.1％）、帯広ならではの飲食

店（25.6％）、スイーツ店（19％）、商店街発の独自商品の開発販売店（16.5％）、「1 個か

らでも買える青果店（16.5％）」、「高齢者でも気軽に立ち寄れるコミュニティ食堂（15.7％）」

であり、これらは事業計画の中に組み込まれている。 

・実施計画の主な内容 

①温もり支援事業（産直生鮮品販売拡大・喫茶スペース新設事業/買い物弱者支援事業）②

陽だまり支援事業（よろず相談が気軽にできる施設）③スイーツロード形成事業④門前町

ルネサンス事業（秋だうまいべや収穫祭・花ば咲かせよ園芸市）⑤うるおい支援事業（コ

ミュニティ食堂）⑥産学連携チャレンジショップ事業（地元大学と連携し乳製品等の独自

ブランドの開発）⑦起業家支援チャレンジショップ事業。 

 

■商店街活性化事業計画の目標 

・空き店舗を 5年間で 10店舗から 2店舗まで減らす。 

・商店街での雇用者を 132人から 147人に増やす。 

・商店街での雇用者を 132人から 148人に増やす。 

 

■支援の特徴 

北海道商店街振興組合連合会と密接な情報交換を行い、的確な支援に努めた。 

  

商店街（LED化された街路灯と花のあるストリート） 広告塔（ランドマークとなっている） 



支援パートナー派遣事業 認定モデル商店街 

 

地域 埼玉県さいたま市  認定日 平成 23年 3月 31日  
支援パートナー 

（報告者） 
遠藤光司 

    

商店街名 さいたま北商工協同組合 
 

派遣回数及び派遣期間 7 回 22年 8月 5日 ～ 23年 1月 13日 

 

事業名：  子供から高齢者、障がい者までが交流できる地域のコミュニティ創

出事業 

 

■商店街活性化事業の概要 

空き店舗を活用して、多世代が交流できる商店街の拠点としてのコミュニティ施設を設置し、NPO 

法人と連携しながら地元の障がい者福祉施設で調理した軽食等の提供を行う。また、商店街の各

店舗によるグルメコンテストを実施し、商店街の新たな魅力を発信する。 

 

■商店街活性化事業の内容 

・地域住民のニーズ 

当組合が独自に行った地域住民へのアンケート調査では、不足している業種を誘致して欲

しい、各個店の品揃えを見直して欲しいといった要望が多く寄せられた。また、組合が取

り組むべき街づくりのテーマとして空き店舗活用や地域住民との連携・交流、魅力的なイ

ベントの開催、子育て支援といった回答が上位を占めた。 

・実施計画の主な内容 

空き店舗を活用したコミュティ施設の設置・運営 

グルメコンテスト等のイベント実施による宮原エリアの地域資源開発 

携帯電話配信サービスの導入や地域情報誌の発行による組合・組合員の情報発信 

個店の経営力向上およびテナントミックスに係わる研修の実施 

 

■商店街活性化事業計画の目標 

・歩行者通行量（平成２２年度と比較して３年間で１０％増加） 

 

■支援の特徴 

当組合に加え NPO法人、障がい者福祉施設などが積極的に事業計画の策定に参画できるよう、コ

ーディネーターとしての役割を担った。 

 

  

商店街の風景 イベントの風景 



支援パートナー派遣事業 認定モデル商店街 

 

地域 東京都世田谷区  認定日 平成 23年 3月 31日  
支援パートナー 

（報告者） 
相楽守 

    

商店街名 東深沢商店街振興組合 
 

派遣回数及び派遣期間 7 回 22年 6月 18日～ 22年 11月 17日 

 

事業名：  東深沢の落ち着いた潤いを活かした魅力ある逸品づくりと残した

い商店街空間づくり 

 

■商店街活性化事業の概要 

商店街事務所の空きスペースを活用して、コミュニティスペース、エコステーション、チャレン

ジショップ等複合的な機能を持つ地域住民の交流拠点を整備するとともに、各店舗の魅力を高め

るため、「東深沢ブランド」を開発し、一店逸品運動を実施する。 

 

■商店街活性化事業の内容 

・地域住民のニーズ 

消費者アンケートや消費者懇談会によるニーズの吸上げを行った。「昔ながらの小さな店」

「特徴ある商品のお店」「ベンチやイスのある商店街」の声が多かった。併せて、安全安心

と環境への関心が高かった。 

・実施計画の主な内容 

「一店逸品運動」「地域住民の交流拠点の整備」「組合員への経営力向上研修」 

 

■商店街活性化事業計画の目標 

・計画終了時の平成 25年度には、通行量の 6％アップ（平成 20年 1,546人を 1,632 人に）、 

スタンプ売上高の 6％アップ（平成 21年 3,216千円を、3,409千円に）を目指すこととした。 

 

■支援の特徴 

支援パートナーに、サブのパートナーを加え、さらに 2年前から世田谷区の実施事業「生活支援

型商店街活性化事業」を発展させることで具体的な展開を狙った。 

 

立地の特徴でも弱点でもある「駅から遠い住宅街」「散歩道である呑川緑道沿い」から、対象者

を住民と人や犬の散歩者として「逸品運動」「交流拠点づくり」とした。 

 

 

 

 
商店街の様子 桜まつりの様子 

 

ハローウインの様子 



支援パートナー派遣事業 認定モデル商店街 

 

地域 東京都世田谷区  認定日 平成 23年 3月 31日  
支援パートナー 

（報告者） 
木戸基満 

    

商店街名 下北沢一番街商店街振興組合 
 

派遣回数及び派遣期間 7 回 22年 6月 8日 ～ 23年 1月 6日 

 

事業名：  新たな街の魅力づくり・イベントによる「しもきたオープン・イノ

ベーションタウン事業」 

 

■商店街活性化事業の概要 

商店街事務所の空きスペースを活用し、商店街と地域住民の交流活動スペースを整備し、多世代

交流型講座、アーティストのステージ発表等、多種多様な魅力溢れるイベントを実施する。また、

「しもきたブランド」商品の開発や外国人観光客などの来街者に対応するため、商店街コンシェ

ルジェを設置する等、商店街全体の魅力を高める。 

 

■商店街活性化事業の内容 

・地域住民のニーズ 

現在の商店街は「多くの人達が遊びにくる街」「暮らす人達にとって[ふるさと感]の街」と

いうコンセプトで、独特の雰囲気を育んできた。2013年に駅前を中心とした高層再開発型

の都市計画が推進される予定であり、今後商店街内の人の流れ、新たな住民の増加などの

環境変化が予想されている。 

 アンケート調査の結果、商店街の魅力向上のために必要なものとして「散策に適した環

境整備」「商店や商品などの街の情報提供」「魅力的なイベントの実施」等、今後の商店街

の取り組みについてよいと思われるものとして「店主の顔が見えるような個性的な店舗や

こだわりの店舗」「芸術やお笑いなどと商店街の連携による新たな魅力づくり」「生活に潤

い、豊かさや教養、健康情報などが得られる交流の場の提供」等の声が大きかった。 

・実施計画の主な内容 

地域住民のニーズを踏まえ 3つのコンセプトで実施計画を策定した。 

１．既存店舗の魅力アップ （①しもきたコンシェルジェプロジェクト ②しもきたブラ

ンド商品開発プロジェクト ③来街者の快適な歩行者空間の確保）  

２．地域イノベーション （①お宝人材発掘プロジェクト ②寺子屋「感性 いちばん塾」 

③個性あるいは特徴ある店舗の誘致） 

３．活動交流拠点の整備 （①オープンカフェ「オープンスペース」の提供 ②しもきた

フレッシュ市 ③トライアル店舗の整備） 

 

■商店街活性化事業計画の目標 

・来街者数（平成２２年度と比較して５年間で３％のアップ） 

 

■支援の特徴 

支援パートナーを派遣するだけでなく、世田谷区産業振興公社のバックアップ、まちづくり NEXT

運動の理事による主体的な計画作成が大きな推進力となった。 

 



支援パートナー派遣事業 認定モデル商店街 

 

地域 東京都杉並区  認定日 平成 23年 3月 31日  
支援パートナー 

（報告者） 
内村政光 

    

商店街名 高円寺銀座商店会協同組合 
 

派遣回数及び派遣期間 6 回 22年 6月 10日 ～ 23年 2月 13日 

 

事業名：  高円寺 地域一体化による次世代育成、商店街を含む地域の街づく

り活性化事業 

 

■商店街活性化事業の概要 

四季折々の季節に対応した通年型イベントの実施、商店街オリジナルブランド商品の開発等を行

うとともに、商店街事務所の空きスペースを活用し、コミュニティ施設を整備し、地域住民向け

の各種体験教室を実施する。また、LED 街路灯を整備して、地域住民の安全・安心な歩行者空間

を確保する。 

 

■商店街活性化事業の内容 

・地域住民のニーズ 

周囲の商店街への活性化の影響、子ども達の通学や地域住民の夜間通行が安全にできる環

境づくり、地域住民との連携による文化風土の醸成、次世代後継者育成、当該商店街オリ

ジナルブランドの産出、などの要望が多く寄せられた。 

・実施計画の主な内容 

 ①コミュニティスペース設置事業・各種研修事業への取り組み 

  空きスペース活用しカルチャースクールを開催、オリジナルブランド開発の研修、 

  後継者育成のための研修を行う。 

 ②イベント事業への取り組み 

  「愛される暮らしの舞台へ～ただいま、おかえり、高円寺銀座商店会」というコンセプ

トに基づき通年型スタンプラリーや季節ごとのスタンプラリー、当該夕焼け市や露店

コンテストなど地域住民参加型のイベントを実施し、商店街の新たな魅力を発信する。 

 ③ＬＥＤ街路灯改修事業への取り組み 

  安全・安心で環境に配慮したＬＥＤ街路灯を設置し、文化施設「座・高円寺」と 

  「当該商店街」を一体化した街づくりを目指す。 

 

■商店街活性化事業計画の目標 

当該商店街のあるべき姿を「地域一体化による次世代育成、商店街を含む地域の活性化の担い手」

と考え、これが達成されることにより「地域の子どもたちが育つ場、地域住民の交流の場」とな

り、3年間で日 2,000 人、10％の来街者の増加を目標とする。 

 

■支援の特徴 

支援パートナーを派遣するだけでなく、全国商店街支援センターが後方支援に努めた。また、適

宜に国に現地訪問等の協力をいただいた。 

 

  

純情商店街入口 純情夏祭り（盆踊り）の様子 



支援パートナー派遣事業 認定モデル商店街 

 

地域 長野県佐久市  認定日 平成 23年 3月 31日  
支援パートナー 

（報告者） 
木川健 

    

商店街名 中込商店会協同組合 
 

派遣回数及び派遣期間 7 回 22年 8月 5日 ～ 23年 3月 4日 

 

事業名：  車社会に対応した買い物弱者にやさしいまちづくりのための再活

性化事業 

 

■商店街活性化事業の概要 

地産地消の朝市や友好都市の物産市の開催等、年間を通して様々な生鮮品や特産品が購入できる

イベントを実施し、商店街として買い物弱者対策を行うと共に、空き店舗を活用して、地域住民

が集える「ふれあいサロン」を整備する。また、来街者の利便性を高めるため、駐車場の整備・

利用促進を図る。 

 

■商店街活性化事業の内容 

・地域住民のニーズ 

駅前の大型店閉店により商業機能の不足が顕著になり、郊外商業集積との競合により客足

が遠のいている。また 30年前の商店街近代化事業で整備した歩行者専用道路は店の近くま

で車で行けない構造のため、高齢になっても車を利用する必要のある当地では大きな障害

となっている。アンケート調査でも、駐車場・店の品揃えの充実・街の駅での産直ショッ

プや朝市などのイベント・エコ活動を望んでいる人が多い。 

・実施計画の主な内容 

買い物弱者対策とコミュニティーの拠点づくりのためのイベント事業〜「地産地消とれた

て市」、「友好都市ふるさと物産市」、「もってぇねぇ市」など商店街の活性化とコミュニテ

ィーのための拠点づくり事業〜「街の駅」、「ふれあいサロン」(健康相談・子育て相談・手

作り教室など)…「いつも何かやっている商店街」というイメージを醸成、来街頻度を増や

す。まちづくり・店づくり研修事業〜「個店」、「商店街」、「まちづくり」のテーマで解決

課題を明確にし専門家や先進商店街担当者を招き、具体的な解決方法を見いだすための研

究をする。 

 

■商店街活性化事業計画の目標 

・イベントごとの来場者 500人～、1ヵ月 1,200 人、年間で 14,400人を見込む。 

・ふれあいサロン毎月１回以上開催、参加者１ヵ月 100人以上、年間 1,200人以上を目指す。 

・平均通行量 実施前（平成 23年度） 300人を 3年後（平成 26年度）に 900 人、３倍にアップ。 

 

■支援の特徴 

検討開始段階より佐久市役所と緻密な連携を行うことで、都市計画の変更などの行政課題を短期

間で解決する目処が立てられた。また、市単独の補助金の交付が得られ組合の資金調達を楽にす

ることができた。 

 

  

商店街の現況 拠点予定店舗 



支援パートナー派遣事業 認定モデル商店街 

 

地域 岐阜県高山市  認定日 平成 23年 3月 31日  
支援パートナー 

（報告者） 
西脇正倫 

    

商店街名 高山安川商店街振興組合 
 

派遣回数及び派遣期間 7 回 22年 6月 16日 ～ 22年 12月 15日 

 

事業名：  やすがわ縁(えん)が和(わ)プロジェクト 

 

■商店街活性化事業の概要 

観光都市高山における集客交流拠点を目指し、新たに高山市となった周辺地域の特産品を紹介す

る「縁が和」市や、市民等から募集した川柳や絵手紙等をあんどんに掲載し紹介する「ふるさと

あんどん」を開催する。また、イベントステージ・情報発信拠点として、隣接する歴史的な町並

み保存地区の景観に調和したアーケード空間の整備（アーケードの美装化、照明の電球色化、情

報ボードの設置等）を行う。 

 

■商店街活性化事業の内容 

・地域住民のニーズ 

商店街に関しては、高山市の伝統を伝える中心市街地の商店街として、観光と生活の双方

を支える活動を期待している。特に他地域との交流を深めるイベントの更なる展開と、ア

ーケードを観光都市高山にふさわしく美装化することを求めている。 

・実施計画の主な内容 

①飛騨高山 やすがわ商店街「縁が和」市：やすがわ商店街がハブとなり、合併後の新高

山市地域の優れた情報の発信（含；外国人観光者）や交流を目的とするバザーイベント。

②多言語情報ボード(安川高札場）：観光客が手書きメモを掲載する等によって、外国人に

も参加しやすいリアルタイム情報交換を目的とする恒久的な情報ボード。③ふるさとあん

どん：市民や観光客等から募集した川柳や絵手紙、詩等を掲載できる「あんどん」のアー

ケードの下設置。④アーケードの美装化：天候にかかわらず安全で快適、かつ高山らしい

もてなし空間・イベント空間を演出できるアーケードの美装化と、環境に配慮した長寿命

化。⑤景観に配慮した歩道照明設置：住民ニーズに対応できる光空間デザインを環境負荷

を軽減しつつ実現する LEDデザイン照明灯の設置。 

 

■商店街活性化事業計画の目標 

事業開始後 2年間（平成 23年度～平成 24年度）は、高山市全体の観光入込み増減率と同じ増減

率（±0.2％程度） 事業開始 3年目（平成 25年度）は、高山市観光入込み増減率＋0.3％ 平成

26 年度は＋0.4％、平成 27 年度は＋0.5％ ※[基準増減率①，②]＝[Ｈ23 年度（平成 23 年 4

月～Ｈ24 年 3 月）] ／[平成 22 年度（Ｈ22 年 4 月～Ｈ23 年 3 月）] 基準増減率①：高山市全

域観光入込数 基準増減率②：安川商店街平均来店者数（モニター店来店数平均） 

 

■支援の特徴 

支援パートナーと商店街メンバーが綿密に検討を行い、特に商店街メンバーによる独自の提案、

計画期間調整が事業の重要な要素となった。支援当初より、市の一貫した支援があり、商工会議

所もメンバーの派遣を行う等、地域全体での取り組みとなった。会議開催時には、地方経済産業

局、中小企業基盤整備機構からも現地にスタッフが派遣され、アドバイスを頂きながら、商店街

メンバーが自主的な提案とスケジューリングを検討・立案したことが本支援事業の主たる特徴で

あるといえる。 

 



支援パートナー派遣事業 認定モデル商店街 

 

地域 京都府京都市  認定日 平成 23年 3月 31日  
支援パートナー 

（報告者） 
濱田恵三 

    

商店街名 パレット河原町商店街振興組合 
 

派遣回数及び派遣期間 6 回 22年 6月 22日 ～  22年 12月 13日 

 

事業名：  安心･安全･環境共生をテーマにした景観形成ともてなしのある人

にやさしいまちの創出 

 

■商店街活性化事業の概要 

商店街の各個店が「まちなか観光案内所」となり、来街者に対して観光案内や情報提供を行うこ

とができるよう、おもてなし（接遇）や地域の歴史などを学ぶ「おもてなし研修会」の開催を行

うとともに、アーケードの撤去を行いオープンモール化し、透明ガラスのシェード（庇）の設置

を行うとともに、市が整備する電線地中化に併せて、街路灯やバリアフリー型の街路舗装整備を

行う。 

 

■商店街活性化事業の内容 

・地域住民のニーズ 

にぎわいと活気のある商店街の形成に加えて、安心・安全で快適でくつろぎと落ち着きの

ある街路空間の整備と楽しさを体感できる魅力ある店づくりへの要望が強くある。 

・実施計画の主な内容 

街路灯・各種街具の整備、個店のシェード（庇）の整備、おもてなし研究会の開催他 

 

■商店街活性化事業計画の目標 

・来街者を年間 2～3％増加させることを数値目標とする。 

 

■支援の特徴 

支援パートナーの派遣はもとより、京都市や京都商店連盟などから適切かつキメの細かい指導や

助言を得られた。とりわけ、京都商店連盟の担当者からは申請手続きや京都市などと連携しなが

ら貴重な意見を得ることができた。 

 

 

  



支援パートナー派遣事業 認定モデル商店街 

 

地域 京都府京都市  認定日 平成 23年 3月 31日  
支援パートナー 

（報告者） 
神戸一生 

    

商店街名 三条名店街商店街振興組合 
 

派遣回数及び派遣期間 7 回 22年 7月 7日 ～  22 年 8月 11日 

 

事業名：  アーケードの劇場化整備と情報交流・賑わい創出イベント事業 

 

■商店街活性化事業の概要 

通行者が滞留して賑わい空間を創出する環境作りとして、アーケード内を劇場のホワイエに見立

てて、オープンステージ化するとともに、オープンミニシアターの整備として、デジタルサイネ

ージ、無線ＬＡＮ等の設置を行い、地域情報の発信や各種個店情報の発信を行う。また、地域資

源を活用した京都クラフトフェアや夜の音楽祭等のイベントを行う。 

 

■商店街活性化事業の内容 

・地域住民のニーズ 

没個性化により「通過商店街」化している現状で、来街者からは防犯カメラの設置、営業

時間と夜間照明の延長、自転車対策と休憩所の整備、コンサート・フリーマーケットの開

催、そして商店街と個店の営業情報発信についての要望があった。 

・実施計画の主な内容 

アーケード天井にイベント用ＬＥＤ照明と放送設備の設置 

センサー付き大型デジタルサイネージと無線ＬＡＮの設置 

個店・商店街情報、音楽映像、ゲーム、アニメ等のコンテンツ制作と配信 

地元アーチストによるクラフトショップと商店街キャラクターによる接客 

夜のライブコンサートとデジタルサイネージでの録画放映 

 

■商店街活性化事業計画の目標 

・歩行者通行量（平成２２年３月と比較して３年間で毎年１％のアップ） 

・商店街の年間販売額（平成２２年度と比較して３年間で毎年２％のアップ） 

 

■支援の特徴 

支援パートナーが中心になって、商店街役員と商店連盟担当者が協議しながら計画作成するとと

もに、提案公募型研修を実施して組合員の意識改革にも努めた。 

 

 

 

 
夜店街の様子 

 

夜の音楽祭 

 

にぎわい市 

 



支援パートナー派遣事業 認定モデル商店街 

 

地域 大阪府大阪市  認定日 平成 23年 3月 31日  
支援パートナー 

（報告者） 
出口巳幸 

    

商店街名 京橋中央商店街振興組合 
 

派遣回数及び派遣期間 7 回 22年 5月 26日 ～ 22年 11月 16日 

 

事業名：  「京橋流・持続する地域交流づくり」活性化事業 ～地域の生活者

が気軽に集う「井戸端コミュニティ」交流づくり～ 

 

■商店街活性化事業の概要 

地域住民の交流拠点となるコミュニティ施設を設置し、高齢者向けの健康促進や子育て世代向け

の育児コミュニティ事業を行う。また、当該施設を活用し、チャレンジショップを開設し、起業

育成のため、専門家による店舗計画の指導や店舗運営指導、経営指導、開業資金・計画相談など、

トータルで支援を行う。 

 

■商店街活性化事業の内容 

・地域住民のニーズ 

古くは京街道の出発・到着の地である京橋地区に位置し副都心中心部の有力な商店街。 

「趣味などの集まりの場がほしい」や「同世代との交流の場がほしい」、「高齢者の集まり

の場がほしい」などのニーズにより、空き店舗を確保し、地域コミュニティへの貢献及び

商店街の活性化に資する施設をつくり、管理運営を図る。 

・実施計画の主な内容 

京橋流・井戸端ステーションの建設事業(空き店舗活用・コミュニティの場づくり) 

チャレンジショップ事業/１００歳体操事業/育児コミュニティ事業 

シニア・子供・匠の商店街事業 

おじいちゃん・おばあちゃんとハロウィン事業 

 

■商店街活性化事業計画の目標 

・歩行者通行量増（平成 23年度 1日当 6,926人から平成 26年度 7,106人へ） 

・うきうきスタンプ売上増(平成 23年度年間売上 10,900千円から平成 26年度 11,815千円へ) 

・空き店舗数増加ストップ 

 

■支援の特徴 

支援パートナーを派遣し、組合役員とともに企画を立案。町内会や老人会、女性会、子育てＮＰ

Ｏ法人などと協議しながら、懇談会等も開催し、実施内容の充実を図り、地域住民ニーズに応え

る。 

 

 

  

夜店街道 

 

１００円商店街 

 



支援パートナー派遣事業 認定モデル商店街 

 

地域 島根県松江市  認定日 平成 23年 3月 31日  
支援パートナー 

（報告者） 
山崎洋二 

    

商店街名 松江新大橋商店街振興組合 
 

派遣回数及び派遣期間 7 回 22年 10月 23日 ～ 23 年 2月 17日 

 

事業名：  訪れる市民や観光客に元気を与える「松江のパワースポットエリ

ア」づくり 伊勢宮界隈元気プロジェクト 

 

■商店街活性化事業の概要 

地域資源である出雲神話やシジミ等を活用したイベントを実施すると共に、地域の安全・安心と

コミュニティ再生のため、来訪者のための「お尋ね処」設置や見守り隊による巡回事業、貸出イ

ベントスペースの運営、空き店舗を活用したテナントミックス事業を実施する。また、安全・安

心で明るい歩行空間を確保するため、アーケード改修やアーケード屋根の緑化、省エネ型照明や

防犯カメラを設置する。 

 

■商店街活性化事業の内容 

・地域住民のニーズ 

山陰最大の歓楽街伊勢宮と一体となった商店街。アンケート調査(平成 20年)によると、「明

るく安全で清潔なアーケード通りにして欲しい」、「居心地のよい空間が欲しい」、「まちの

活気がなく、個性的なイベントを開催して欲しい」等の意見が多数を占めた。 

・実施計画の主な内容 

１．安全で環境にやさしく歩いて楽しいアーケード事業(アーケードの撤去と新築) 

２．テナントミックス事業(連続した空き店舗の一体的な活用) 

３．地域資源活用事業(出雲神話を描くシャッターアート整備事業、シジミ汁屋台本舗の 

運営事業、情報紙「伊勢宮界隈」の発行事業、パワースポット PR事業、宍道湖七珍 

イベント事業、まち歩き観光促進事業) 

４．縁側ぎゃらりぃ運営事業（貸出イベントスペース） 

５．安全で安心なまちづくり推進事業（お尋ねどころの設置、見守り隊実施事業） 

 

■商店街活性化事業計画の目標 

・現状の空き店舗数 8軒（平成 23年 2月 10日現在）が増加しないよう歯止め 

・商店街の平日歩行者通行量 

Ｈ22年度比 11.4％増加(平成 22年度 2,064人→平成 25年度 2,300人) 

 

■支援の特徴 

支援パートナーと地元 NPO及び松江市担当者が連携して計画策定に役割を果たした。 

また、適宜、国への事前協議を仲介した。 

 

  



支援パートナー派遣事業 認定モデル商店街 

 

地域 広島県竹原市  認定日 平成 23年 3月 31日  
支援パートナー 

（報告者） 
山崎洋二 

    

商店街名 竹原駅前商店街振興組合 
 

派遣回数及び派遣期間 7 回 22年 6月 4日 ～ 23年 1月 17日 

 

事業名：  竹原駅前商店街及び駅前地域再生事業「来る人・住む人・商う人の

笑顔が集い、優しいときが流れる駅前地域づくり」 

 

■商店街活性化事業の概要 

空き店舗を活用した食料品や日用雑貨品を販売するチャレンジショップや地産地消型飲食店の

誘致とともに、地域情報の発信機能を持ち、地域住民や団体等が気軽に立ち寄り、利用できる多

目的スペースとして地域交流拠点を整備する。また、明るく快適な商業空間を提供するため、ア

ーケードの改修を行う。 

 

■商店街活性化事業の内容 

・地域住民のニーズ 

竹原駅前商店街は、近隣市町からも多くの流入を受け、地域の中心的商店街として発展し

てきた。しかし、商業者の高齢化・後継者不足による閉店・撤退が進み、まち自体の活気

を失いつつある。 

消費者アンケートの意見として「求める店舗が不足している」と「活気が無い」という指

摘がある。 

・実施計画の主な内容 

空き店舗活用事業(チャレンジショップ、テナント誘致、地域コミュニティ事業) 

アーケード改修事業(屋根及び柱構造の改修、LED照明、防犯カメラの設置) 

オープニングイベント事業 

 

■商店街活性化事業計画の目標 

・空き店舗の縮減(３年間で空き店舗を６店舗以上新規開店) 

・通行量を増加 (平成 23年度/休日：656平日：599 平成 28年度/休日：802平日：730) 

 

■支援の特徴 

活性化推進協議会の設置を働きかけることで、住民との連携を図ったコミュニティ再生による商

店街活性化を誘導した。また、申請に当たって、国への申請協議を仲介した。 

 

 

  

夜店街のゲート 

 

 

商店街通り 

 



支援パートナー派遣事業 認定モデル商店街 

 

地域 福岡県北九州市  認定日 平成 23年 3月 31日  
支援パートナー 

（報告者） 
佐藤皓祠 

    

商店街名 京町銀天街協同組合 
 

派遣回数及び派遣期間 7 回 22年 11月 6日 ～  23年 3月 5日 

 

事業名：  地域住民主役型賑わい創出事業～地域の歴史・文化資源を活かした 

「城下町 京町風情」 

 

■商店街活性化事業の概要 

商店街店主による経営講座や、専門家が歴史・文化等について市民講座を開催する寺子屋事業を

実施し、京町風情・城下町の古き良き文化と歴史を発信する。また、地域資源を活かした食のブ

ランド化、マルシェ等を実施し商店街内での交流促進を図る。さらに、カラー舗装やアーケード

改修、照明の LED化、夜警活動等で、安全・安心なまちづくりのための取り組みもあわせて実施

する。 

 

■商店街活性化事業の内容 

・地域住民のニーズ 

地域住民ニーズのキーワードは「京町風情」、「食」、「安心安全」に集約され、特に 

「京町風情（京町らしさ）」については、長崎街道宿場町小倉京町としての歴史や文化を感

じさせる商店街の雰囲気が楽しいと言った声が多かった。 

・実施計画の主な内容 

① 京町寺子屋事業（商店街経営者による人材育成、歴史文化、城下町風情の市民講座） 

② 京町マルシェ事業（町衆・海衆秋まつり、小倉京町食の名物創り、離島藍島との農商

工連携） 

③ 京町ヒューマンスタイル事業（街内の落書き落とし、ガーディアンエンジェルスと連

携夜警の実施） 

④ 安心、安全に向けたカラー舗装工事とアーケードの改修工事、LED照明の設置 

 

■商店街活性化事業計画の目標 

・歩行者通行量  ３年間で２％アップを目標とする。 

・京町寺子屋受講者数  ３年間で延べ３８０人の受講生を受け入れる。 

・藍島と京町のオリジナルブランド商品の開発数 

・３年間で５品目の商品開発や HP、イベント開催による販促活動を実施する。 

 

■支援の特徴 

中小企業団体中央会の積極的な参加とともに、支援パートナーとして最初に十分な地域ニーズと

地域資源の掘り起こし作業を支援。事業計画のコンセプトを決め、計画概要の骨格をまとめてい

った。結果として、活性化と地域貢献策が明確化し計画の立案作業はスムーズに進んだ。 

 

 

商店街内 さくら祭り 

 

祭りの様子 

    

アーケード内お茶会 

 

逸品屋参加店の幟 



支援パートナー派遣事業 認定モデル商店街 

 

地域 福岡県北九州市  認定日 平成 23年 3月 31日  
支援パートナー 

（報告者） 
水田洋介 

    

商店街名 八幡中央区商店街協同組合 
 

派遣回数及び派遣期間 7 回 22年 9月 15日 ～ 22年 12月 2日 

 

事業名：  鐵の職工さんから支えられた街から、かつての職工を支える街への

再生 

 

■商店街活性化事業の概要 

健康相談の開催や、買物弱者に対する出張販売、「健康促進」のための産業遺産見学や鉄づくり

体験ツアー等を実施し、「鉄の街」としてかつての職工や地域住民を支える商店街として地域に

貢献し、活性化に繋げる。また、防犯カメラの設置やアーケード改修、コミュニティ広場の設置

等で安全・安心なまちづくりや商店街内の交流促進を進める。 

 

■商店街活性化事業の内容 

・地域住民のニーズ 

商店街は、明治時代官営製鐵所の工場門前の一角で製鐵所と共に繁栄してきた。 

現在は、工場移転等により従業員（職工）が減少したが、当時の従業員が周辺に居住し、

高齢化が進んでいる。 

アンケート調査の結果、「商店街内での雨天時等の安全な歩行の確保」、「食品スーパー、休

憩所」等の設置を求める声が大きかった。 

・実施計画の主な内容 

安心安全な街づくり（防犯カメラ・休憩所の設置、アーケードの改修） 

高齢者向けコミュニティ広場の設置 

商店街テナントミックスと地域の健康を支える商店街づくり（健康よろず相談等） 

健康・町歩きと鉄で鍛えた町を巡るツアー 

 

■商店街活性化事業計画の目標 

・歩行者通行量（平成２２年度と比較して３年間で毎年１％のアップ） 

・町めぐりツアーの参加者数（平成２４年度８０人、平成２５年度１２０人） 

・高齢者健康相談等の件数（平成２４年度５０人、平成２５年度１００人） 

 

■支援の特徴 

支援パートナーを派遣するだけでなく、県中小企業団体中央会が主体的に計画作成に参画した。

また、適宜に国・県・市に現地訪問・助言等の協力をいただいた。 

 

 

  

夜店街内 

 

新日本製鐵・八幡製鐵所 

 



支援パートナー派遣事業 認定モデル商店街 

 

地域 福岡県福岡市  認定日 平成 23年 3月 31日  
支援パートナー 

（報告者） 
水田洋介 

    

商店街名 川端中央商店街振興組合 
 

派遣回数及び派遣期間 7 回 22年 7月 27日 ～  22年 9月 17日 

 

事業名：  博多川端の伝統を地域と共に継承し、安心・安全と環境に優しい街

づくり  

 

■商店街活性化事業の概要 

博多の伝統文化・地域イベントと連携しながら来街する外国人観光客に“おもてなし”の心で対

応し、商店街活性化に繋げるため、留学生と連携して、商店街内へのコンシェルジュの設置や外

国語表記のマップ等を作成する。さらに、“街なかエコ対策”として、照明の省エネ化やカーシ

ェアリングに取り組み、安全・安心と環境に優しい街づくりを行う。  

 

■商店街活性化事業の内容 

・地域住民のニーズ 

商店街は、明治時代の福岡市の中心商業地「博多」として発展、”博多商人”の発祥地とし

て歴史を有し、神仏具・提灯・鉄砲・画材など扱う特殊業種の老舗が多いことから固定客

が多く、高齢化がみられる。 

アーケード街は、買物としての街路の他、地域住民の通勤・通学路としての利用面から明

るさ・防犯対策を求める声が大かった。近年クルーズ船の入港による中国・韓国人観光客

の流入増加から、商店街の対応の遅れが叫ばれ、商店主などから対応策を求める声が聞か

れた。アンケート調査の結果、駐車場トイレ・休憩室の案内と改修、駐車場サービスの改

善、外国人観光客向け案内と買物支援、LED照明で照度アップなど防犯への関心の高さと、

要望がみられた。 

・実施計画の主な内容 

“安心・安全”に“ゆったり・まったり”の寛ぎ商空間づくり（LED 照明、休憩室（処）、

トイレ、AED等の設置） 

LED照明、カ―シェアリングの導入など”街なかエコ対策”、博多川清掃、ゴミゼロ運動な

ど地域社会と一体となった環境意識を高め地域社会からの信頼性の増進周辺の集客施設と

の商店街イベントによる広報連携により賑わい創出来街する外国人観光客に”おもてなし”

の心で対応し、商店街の活性化に繋げる。 

 

■商店街活性化事業計画の目標 

・来街者通行量：基準年（平成２２年度）をベースに毎年度１％増を目指す。 

・組合駐車場の利用台数：基準年度（平成２２年度）をベースに毎年度１％増を目指す。 

 

■支援の特徴 

支援パートナーを派遣するだけではなく、県中小企業団体中央会が主体的に計画作成に参画した。

また、適宜に国・県・市に現地訪問・助言等をいただいた。 


