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開催概要

開催
概要

商店街フォーラム
地域生活者の心をつかむ商店街

期日／平成24年3月7日（水）
会場／ベルサール飯田橋ファースト
主催／株式会社全国商店街支援センター

後援／中小企業庁、（独）中小企業基盤整備機構、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、全国地方新聞社連合会、
一般社団法人 共同通信社

商店街フォーラムでは“地域生活者の心をつかむ”ために
地域の商機能及びコミュニティ機能の強化

地域生活者からの「信頼・安心」の獲得

この2つの視点で議論し、ヒントを提示することで商店街活動の一層の推進へと結びつけます

「地域生活者の心をつかむ地域商業のあり方」
マーケット、消費者の意識が変化するなか、地域商業活性化事業の基本は本業。経済全体が上が
り調子だった過去の経験は忘れ、新しい視点でランドオーナーやテナントの利益拡大につながる
事業に、可能なかぎり集中させることが重要。あなたは変われますか？

「商店街活性化への取組みの舞台裏」
地域のニーズをしっかり把握して、地域にマッチした身の丈サイズの事業を展開する「うちの
商店街らしさ」をもった3つの商店街。その成功には、新規開業者、地元の学生、高齢者などを
巻き込む、もともと商店街が持っているコミュニケーション力があった！

「地域の資源（=活性化のタネ）の活かし方・伸ばし方」
商店街の活性化は、植物の土とタネにたとえられる。大輪の花を咲かせるには、地元や観光客と
の交流での土壌づくり、また水・肥料となる外部協力者との関係が欠かせない。地域資源（＝活
性化のタネ）の活用を事例で紹介し、ヒントを探ります。

「震災経験から学ぶ、商店街の危機管理と地域の支え方」
宮古市商店街の東日本大震災からの復旧・復興の取組みは「不満・愚痴を言い合う会」から
スタート。「商店街で徐々に店が開く様は、花が咲く過程を見ているよう」と地元のお客様の声。
やはり早期の復旧・復興は、商店街が地元との強い絆を結んでいたからこそ。

「明日からの第一歩。魅力ある個店づくりからはじめる商店街活性化」
個店の魅力づくりのポイントは、常にお客様の目線を意識した売場づくりとサービス、そして新
しいタッチポイントの創出。個店の魅力が上がれば、お客様だけでなく、他の店舗も意識しだし、
点から始まった活性化は線へ、そして面（商店街）へと広がっていく。

商店街フォーラム
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主催者挨拶

開催にあたり
商店街フォーラムも今回で3回目を数えました。
(株)全国商店街支援センターは、中小企業関係4団体（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）により、平成21年4月に非営利型の株式会社として設立され、
商店街を元気にするためのサポートをさまざまな事業を通して行ってお

ります。
商店街は市民の日常生活を支える公共的役割を担うとともに、地域コ
ミュニティを維持・発展させることを期待されています。
しかし、今、われわれ商店街とお客様とのニーズには大きな開きがあり
ます。
たとえば、商店街はポイントカードなどスタンプ事業をもっと積極的に
やって欲しいと思っています。
情報ももっと提供して欲しい。クレジットカードを使えるようにして欲
しい。インターネットを利用できるようにして欲しい。
そんな商店街に対するお客様の声があります。
お客様のニーズを的確に把握すること。そしてお客様の心を受け止め
る人間関係を築くこと。この2つをしっかりやっていけば、今まで以上に、
商店街は地域の絆づくりになくてはならない存在になっていくことで
しょう。
今回のフォーラムのテーマは「地域生活

者の心をつかむ商店街」です。
講演やパネルディスカッションが、皆様の
商店街活動をより一層推進するヒントにな
ることを心より願っております。

桑島俊彦 ㈱全国商店街支援センター 代表取締役社長

商店街フォーラム
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基調講演

基調講演

「地域生活者の心をつかむ地域商業のあり方」
～未来に向けた地域商業の競争戦略～
マーケット、消費者の意識が変化するなか、地域商業活性化事業の基本は本業。
経済全体が上がり調子だった過去の経験は忘れ、新しい視点でランドオーナーやテナントの
利益拡大につながる事業に、可能なかぎり集中させることが重要。
あなたは変われますか？

木下斉

一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス代表理事、内閣官房 地域活性化伝道師。
早稲田大学政治経済学部政治学科卒業、一橋大学大学院商学研究科修士課程修了、
経営学修士。専門は経営を軸に置いた中心市街地活性化、社会起業等。高校時代
に全国の商店街の共同出資会社である株式会社商店街ネットワークの設立に参画、
初代社長に就任、4年の社長就任期間で地域活性化に繋がる各種事業開発、関連
省庁・企業と連携した各種研究事業を立ち上げる。

消費者の選択肢が拡がり
マーケットが大きく変化している時代
消費者の意識は時代とともにどんどん変わって
きています。それに合わせてマーケットも大き
く変化してきていると言われています。それで
は何が変わってきているのでしょうか？
人口全体の変化は資料を見るまでもなく―すべ
て上がり調子だったものが、いまはすべて下り
調子で推移。基礎数字として経済活動、消費活
動をする人たちが減少しているということが分
かります。
売り場面積当たりの売上もどんどん減少してい
ます。売り場は増加しているのに、売上は減少
しているため、売り場効率は1991年と2001年を
比較しただけでも、約半分に落ちています。同
じ業種業態、同じ立地、同じやり方で商売を
やっていれば、理論的には売り場効率を相当高
めないと、この縮小率は続いていくということ
になります。
ですがＢｔｏＣのマーケットでは、インター
ネットの物販が飛躍的に拡大し、ついに百貨店
業を超えてきています。

商店街フォーラム

インターネットの物販は営業利益をちゃんと出
しているという状況です。
田舎にいてもゆうパックやクロネコ宅急便が全
国のおいしいものを運んできてくれるし、重た
いものも玄関まで運んでくれるし、時間まで指
定できるように、消費者に便利なサービスを開
発提供しています。
またネットスーパーの登場で、チラシと電話だ
けでも注文可能になり、無店舗業態が拡大。
さらにはネットで注文して、リアル店舗で受け
取りというハイブリッドで成果を収めていると
ころも出てきています。
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生鮮配達という分野では、生協の個配が依然と
して高い伸びを示しています。日用的な生鮮三
品の購買は、生活協同組合と前述のネットスー
パーなどでどんどん選択肢が拡大し、消費者に
とっては、便利な世の中になっています。商売
人からすれば、競合が色々なサービスを展開し
てきているため工夫が求められる状況です。

過去を振り返らず
新しい事業展開と自助努力を
いまは消費者にとっては、購買の選択肢がいく
らでもある時代。わざわざ商店街でモノを買わ
なくてもいいし、サービス受ける必要性もない。
いくら「商店街は地域にとって特別な存在だ」
と叫んだところで、消費者は特別だと思わなく
なってしまったからこそ、買物に来なくなって
しまっているんです。例えば同じ野菜を売るに
しても、店を構えて、「はいどうぞ」といって
も売れないけれど、インターネットで注文する
人たちはどんどん増えている。カタログ販売で、
指示された地域にしか配達しない生活協同組合
ですら事業は伸びています。
インターネットと物流が大きく進化し、時代は
変わりました。そこにどう対応していくのか、
ということが問われているのです。しかし、日
本は東洋の奇跡ともいわれる経済成長を記録し
たことで、過去の経験則にすべてにおいて拘束
されてします。ここをどう変えられるかが商店
街の活性化のすべてだと、私は思っています。
「世の中でいちばん難しいのは、新しい考えを
受け入れることではなく、古い考えを忘れるこ
とだ。現在の為政者や知識人は、すべて過去の
知識や過去の思考の奴隷なのだ」―ケインズの
有名な言葉です。

商店街フォーラム

私たち商店街活性化に取り組む側は、いままで
のやり方を変えて、どこへ向かっていくのかと
いう議論をして、しっかり将来を見据えた事業
展開をやらなくてはいけないということです。
経済全体が成長していたという時代は、自助努
力をせずとも経済成長の恩恵に預かることがで
き、放っておいても商売はうまくいっていまし
た。でもいまは、経済全体が縮小していく時代
へと大きく変わりました。自助努力なしでは生
き残れない時代。どれだけスピーディに時代に
応じた新しい取組をやっていけるかが問われる
ようになっています。
このような厳しい時代、商店街活動も皆で仲良
くなどとやっていられる時間的余裕はもはやな
いと言えます。

土地の価値を上げるには
付加価値の創出が不可欠

国内各地の商店街において、特に商店街と遊休
不動産の問題は、切り離しては考えられない問
題です。全国商業地区価値の変化をみると、土
地の価値は低下傾向が続いています。
この傾向と相まって、不動産の供給が需要に追
いつかなかった時代は終わり、需要が供給に対
して小さい、需給関係が逆転しているという状
況です。
このトレンド下では、これまでのような不動産
所有者こそが絶対的に偉いという常識は通用し
ません。土地やビル等を活用し、そこで商売を
やってくれる人がいるからこそ、不動産に付加
価値が生まれるのです。少しきつい言い方です
が、ランドオーナーはたまたま所有することが
できた既得権者に過ぎないのです。
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コストセンター事業から
プロフィットセンター事業への転換を

どこの商店街でも空き店舗が多くて困ったとい
う声を聞きますが、そのような中でも、不動産
利活用を積極的に進められている方はいらっ
しゃいます。そのような方たちは、単純に坪単
価を引き下げるのではなくて、物件自体の区割
りを変えていこうとか、変動型家賃導入を計画
し、その設計をどのようにやっていくのか等、
上手くいかなくなったこれまでのやり方を止め
て様々な方法を検討し、実際にトライアルされ
ています。
例えば、PCがあればどこでも仕事ができる人た
ち向けにコワーキングスペース※やSOHO事業者の
方たちにシェアオフィスを提供するといったこ
とです。また、単に入居者を集めるだけでなく、
フロア別でのリーシングを工夫し、各入居者同
士でコミュニティを形成していけるようパー
ティー等の企画も行ないます。さらにそのコ
ミュニティに仕事の依頼が来るようにも力を入
れることで、入居者側にとって家賃が単なるコ
ストではなくて、入居することによって自らの
売上に還元されるという価値に大きく変わって
いきます。
皆で場所を共有してもらうというただの場所貸
しとしての不動産利活用ではなく、オーナー自
身が入居者へのメリットを考え、一緒につくっ
ていくというスタンスで賃貸を考えていく時代
になってきています。
このように時代は大きく変化しています。もう
そろそろ過去の成功体験は一度捨て去っていた
だき、変化への対応を始めていかないと手遅れ
になる瀬戸際に我々はいるのです。

※コワーキングスペース
会議室、打ち合わせスペースなどを共有しながら
独立した仕事を行う共働ワークスタイル

商店街フォーラム

私たちは3年前に、エリア・イノベーション・ア
ライアンス(以下「AIA」)という一般社団法人を
立ち上げ、11の地区とアライアンスを組み、現
地のまちづくり会社と一緒になり事業開発を進
めいています。我々は、まちづくりを「事業」
として取り組むことにこだわっております。
そのため皆で話し合い「さあ、がんばりましょ
う」ではいけない訳です。商業地区内の中小ビ
ルオーナーがまとまることでファシリティコス
ト削減を行っていくなど具体的に加盟者の本業
に直結するメリットを提供しています。
「まちづくり会社をつくったのですがどうやっ
たら儲けられるのでしょうか？」、「商店街で
自己再生事業をやりたいのですが。」とよく聞
かれます。鉄則は、儲からないならつくらない
ことです。そんな悠長なことをやっていたら、
救えるものも救えません。私たちは「まず事業
を作っていく」ことからはじめることを基本に
やっています。
商店街の場合には、残念ながら各店舗の本業を
改善していく事業よりも、お金を食っていく事
業（コストセンター事業）の方が多い。政策的
なミスリードもあったと思いますが、お金を
食っていくばかりの事業に、補助金なども投下
してしまっている。支出ばかりで利益の出ない
ところにたくさんお金を使っても未来はありま
せん。これは個別で余りあるほど儲かっていた
時代だったからこそ通用したモデルです。
これからは、商店街のなかでも一部で取り組ま
れてきた利益がでるような事業（プロフィット
センター事業）を組合のなかでやっていく必要
があります。
たとえ数百万円でもいいんです。自分たちで稼
いで、余りある利益を出してから、まちの文化
やお祭りも含めて、支えていけばいい。
まずは、お店の本業にも直結していく事業を通
してまちづくり会社の支援をしていきます。
加入することで、店舗や地権
者の利益に貢献していくよう
な事業こそ商店街やまちづく
り会社のこれからの役割なの
です。
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事業モデルをパッケージ化することで、
事業推進を早めていく
私たちのアライアンスパートナーが進める事業
の一部を紹介します。
熊本城東マネジメント株式会社
建物は建設してから取り壊すまでの費用をみる
と、建設費17％、維持管理費83％と、実は維持
管理費の方に圧倒的に費用がかかっています。
またビル経営・店舗経営にかかるファシリティ
コスト(建物関連費用)は、売上高比率で約14%に
のぼるといわれています。
このファシリティコストを改善するため、熊本
城東マネジメント㈱ではまずはビル・店舗に共
通する一般事業系ゴミ処理費用にメスを入れま
した。
スピードを重んじ、すぐに合意できた54店舗か
らスタートし、現在は150店舗を超えるまでに拡
大。それまで個別契約だったものを一本化し、
契約を見直しだけでなく、ゴミのコンポスト
（堆肥）化による減量なども図りました。
平成20年9月から本格開始し、初年度に
1,754,489円の削減。平成24年3月現在までに、
累計約1,100万円の削減を実現。
加盟店が増加したことで、 現在では一般事業系
ゴミ処理費用の削減額だけで年間で約450万円の
規模になっています。これは、営業利益率が3％
の事業をやっていると仮定したとき、約3.4億円
の売り上げ増に匹敵し、利益インパクトも大き
い事業です。エレベータ保守、消防設備点検な
ど対象事業を追加することで、改善規模は今後
拡大していく予定です。
さらに持続的なまちづくり事業を支えるため、
削減収益の1/3をまちづくり基金として積み立て、
これ活用した清掃活動を実施するNPOへの協賛支
援、集客事業としてス行われているストリート
アートプレックス※の機材購入支援などを行なっ
ています。

※ストリートアートプレックス
様々なパフォーマンスアート活動をストリート等の
オープンでパブリックなスペースで展開するコミュニティ
プロジェクト

商店街フォーラム

Mercato（メルカート）3番街
北九州市小倉地区では、築50年のビルを地元の
ビルオーナーさんが改修費用を抑えてリノベー
ションを行ない、低家賃で若手のクリエーター
や商店主に貸し出しています。入居者自ら白い
ペンキを塗ったりして内装工事を行ったりもし
ています。
現在は、フラワーデザイナー、カフェ、レトロ
食堂、照明デザイナー、建築家等クリエイティ
ビティの高い若者たちが入居しています。
ビルオーナーさんももう巨額投資はできない。
当然、普通のリーシング（賃貸契約）をしてい
ては当然テナントは入りません。低投資で改装
し、さらにテナントについてもこれまでのリー
シングマーケットには出てこない層に直接コン
タクトして入れていくことで、魅力的な力のあ
る空間になっていった成功例です。

長崎浜んまち商店街
クレジット決済を包括することで、7年間で
約3億円の手数料削減、平均年間利益1,250万円
を実現。さらに電子マネー採用を推進するなど
の事業を行っています。
AIAでは、アライアンス地域で始まった事業を他
地域のメンバーも導入できるよう、プログラム
にまとめ、事業計画から実施までもっていける
ように規格化しています。例えば、まちづくり
会社のマネージャーが熊本のモデルを導入した
いと思った場合、どれぐらいの改善を図ればど
のくらいの収益がでるのか、どういった契約形
態をとったらいいのか、といった事業立ち上げ
に必要なツールを様々用意しています。
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過去の事業のケースをどこかでやっています、
という事例紹介ではなく、確実に事業として段
取りをしていくためのツールを提供していくわ
けです。これにより、もともと3年ぐらいかかっ
た事業も、3か月ぐらいでできるようにしていく
ことで事業開発スピードを劇的に早めています。
そういうプログラムをどんどんやっていくのが、
私たちのやり方です。

地域商業活性化事業の基本は本業。
そのためには、いろいろな政策も必要
さて最後に地域生活者のこころをつかみ地域商
業を活性化するにはどのようにしたらよいの
か？
地域商業活性化の基本は本業の活性化です。地
域産業を構成する各企業の利益拡大につながる
事業に可能なかぎり集中させることが重要。そ
して利益の一部をまちづくりに投資できるサイ
クルを生むことです。地域全体のバリューが上
がれば、プレイヤーも消費者もたくさん集まっ
てきます。
お店を出店する側からすれば、まちの求心性が
失われたらところにはなんの価値も見いだせま
せん。街中にぜひとも出店したいと思わなく
なってしまってからでは遅いのです。
そのための施策をいくつか最後に提案したいと
思います。

3.公共事業分野への進出
公共サービスの市場化による事業移行の必要性が
あります。国内でも高齢者福祉、保育などの児童
福祉、医療分野など多岐に公共サービスの市場化
が進展することへの積極的対応が必要となってき
ており、民間からお金を集めて、共同で公共分野
へ進出することも念頭において考える時代となっ
てきています。
4.新陳代謝の促進
既存事業者だけにこだわらず、若い人材が先頭に
立つことができ、ともに地域の経済再生にあたる
エリアイノベーションの担い手となることが必要
です。
しかし、これらの政策を中心になり推進していく
のは、現在各地域で商業に従事されている方々。
だからこそ、次のことばで、この話を締めくくり
たいと思います。
―あなたは変われますか？
それとも未来の商店街をあきらめますか？―

1.不動産利活用策
既存建築物の利活用にかかわる建築基準法の見
直し、駐車場附置義務の緩和など、各種不動産
関連の課題を解決していくことが重要であり、
積極的に政策を提言していく必要があります。
空きスペースを活用したいと考えている若い商
店主候補の足かせになる法的規制の緩和策は急
務です。
2.負担者受益型政策の推進
固定資産税、都市計画税をもとにした日本版Ｂ
ＩＤ※の可能性を模索し、生産性改善プログラム
などに乗り出す必要もあります。
※ＢＩＤ（Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ
Ｄｉｓｔｒｉｃｔ）は、主にビジネス地域において、
資産所有者・事業者が、地域の発展を目指して必要な
事業を行うための組織化と財源調達の仕組み

商店街フォーラム
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「商店街活性化への取組みの舞台裏」
～事例：地域生活者の心をつかむ商店街とは～
地域のニーズをしっかり把握して、地域にマッチした身の丈サイズの事業を展開する「うちの商店街
らしさ」をもった3つの商店街。その成功には、新規開業者、地元の学生、お年寄りなどを巻き込む、
もともと商店街が持っているコミュニケーション力があった！

■パネリスト
原雅廣 NPO法人匠の町しもすわあきないプロジェクト 専務理事
■長野県下諏訪町 御田町商業会
工業の集積地として発展してきた歴史があるが、工場の移転などで町内の労働人口が減少し、
それにともない商業店舗数は半数以下に縮小。御田町商店街はその半数近くが空き店舗、空
き地、住居になり商店街活性化が急務となった。そこで、商店街を単なる「商い」の場でな
く、「ものづくり工房のまち」として捉えた。継続的に多くの起業希望者が訪れ、地元のた
めの商店街に遠方からも顧客を呼ぶ、魅力ある商店街を目指す。

橋谷惟子 美しい街岡本協議会 会長 兵庫県神戸市
■兵庫県神戸市 岡本商店街
岡本商店街では商店街事業として「石畳」を敷き、美観づくりを行う。また商店街における
まちづくり（美観づくり）やルールづくりに市民が参加して行っており、美しい街岡本協議
会ではオープンカフェ、POT制作体験イベントなど、市民が楽しみながら街について考える取
組みが評価され、2009年度に「神戸景観・ポイント賞特別賞 市民活動賞」を受賞。

尾崎満 諫早市中心市街地商店街協同組合連合会 理事長
■長崎県諫早市 いさはやアエル中央商店街
大手スーパー（ダイエー、サティ）2店の相次ぐ撤退により、商店街に生鮮品を扱うお店がな
くなり、生活者から「生鮮品を扱うお店がほしい」という要望をうけ、すぐさま商店街連合
会により複合商業施設「アエルいさはや」を2006年に設立。また近年は「明るく安全・安心
なエコ商店街」を目指して、太陽光発電や防犯カメラなどを設備し、地域商店街活性化法に
よる認定を2011年3月に取得。

上田弘 （株）全国商店街支援センター 事業統括役
1975年4月 中小企業振興事業団（現在の中小機構）に入職後、融資部、総務部、指導部、中
小企業大学校・新事業支援部において中小企業支援に携わる。その間の1996年には通商産業
省（現在の経済産業省）に出向して中小小売商業振興法の改正など「大店法関連5法」の立法
等を担当する。2011年11月現職。中小企業診断士。

■モデレーター
大西達也 日本政策投資銀行地域振興部 参事役
1984年4月日本開発銀行（現日本政策投資銀行）入行。95年6月フランスパリ高等商科大学ト
レーニー派遣。1996年4月同行英国ロンドン駐在員事務所駐在員。2000年4月日本政策投資銀
行九州支店企画調査課調査役。2005年4月同行首都圏企画室課長（兼地域企画部参事役）。
2007年4月地域振興部課長。

商店街フォーラム
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商店街を「ものづくりのまち」として捉え
まち自体をひとつのブランドとして発信
ディスカッションに先立って、地域コミュニ
ティの担い手である3名のパネリストからそれぞ
れの事例報告が紹介された。
【事例報告】
NPO法人匠の町しもすわあきないプロジェクト
長野県下諏訪町 御田町商業会／原雅廣
御田町商店街の店舗数は30。しかし、その半分
が空き店舗という状態にでした。その打開のた
め、平成10年に御田町商業会所属商店の女将さ
んたち有志が「みたまちおかみさん会」を結成。
そして平成15年に私たちの参加するNPO法人匠の
町しもすわあきないプロジェクトが誕生しまし
た。
下諏訪町は諏訪湖や諏訪大社など観光のイメー
ジが強い一方で、「東洋のスイス」ともよばれ
た精密機械工業のまちであり、「ものづくりの
まち」でした。NPOでは下諏訪の主産業であるも
のづくりで長年培ってきた人材や手法を活用し、
商店街の活性化も含めて地域をにぎやかにする
ことを目指しました。

まちづくりはエンドレスな駅伝のようなもので
す。新しい人がたくさん入ってきていますが、
もともと住んでいた商店街の住民と一緒になっ
て御田町スタイルを生み出して、単純にモノを
売ることからコトを売るまちへ。まち自体をひ
とつのブランドとして発信し、ファンやサポー
ターを増やす活動を始めています。

美しいまちであり続けるために
景観への関心を高める活動を展開
【事例報告】
美しい街岡本協議会
兵庫県神戸市 岡本商店街／橋谷惟子
岡本は兵庫県の芦屋と神戸のちょうど堺にある
小さなまちです。今から30数年前、岡本がマス
コミにたくさん取り上げられるようになり、そ
れが影響したのか家賃が急騰して、結果的に
チェーン店が増えていきました。そのときにで
きたのが「美しい街岡本協議会」で、私は平成
18年から二代目の会長を引き受けています。
私は阪神淡路大震災の前後には商店街の理事長
でしたので、住民と商店街の両方の立ち位置か
ら、商売を一所懸命やることも大事だけれど、
岡本をこれ以上汚くしたくないという思いで務
めています。

あるものを使う、ムリをしない、できることか
らはじめるということをコンセプトに、空き店
舗のリノベーション、活動拠点の設置、地図の
作成、学校と連携したイベントやフォーラムの
開催などを実施。若手の商店主育成のための継
続的な支援にも取り組み、結果的に空き店舗は
なくなりました。

私が会長になったときのいちばんの問題は、設
立から25年経っていた同協議会の存在がほとん
ど認知されていないことでした。みんな自分に
関わりのないことには無関心なのです。
そこで、岡本への関心と愛着を高めることを目
的にしたイベントを行うことにしました。

空き店舗に店をつくることはあくまでも過程で
す。NPOや商店街がプラットフォームとなり、さ
まざまな事業をやりたい人、できる人が活動し
ていけるように、プラットフォームの中で情報
と人材を共有する相互補完関係をつくっていく
ことが必要です。

平成18年には「岡本らしいスナップ写真コンテ
スト」を開催。平成19年は古いまち並みの写真
と今を組み合わせた「街の遺伝子 写真展」を行
い、これはのちに写真集として制作され、小学
校と中学校の副読本にもなりました。
平成20年は写真展の開催とともに、岡本を上か
ら見ようという目的で、まちで一番高い9階建て
の屋上にオープンカフェも開いています。
平成21年からは検討事項を「岡本版屋外広告
ルールの検討」に替え、まちの景観への関心を
高めるイベントを続けました。

商店街フォーラム

Ｐ10

パネルディスカッション

昨年は、看板をはずしたらこういうまち並みに
なるという3Dを作ったのですが、「目立たせた
いのに、なぜ看板をなくさなくてはいけないの
か。それなら商店街をやめる」という声もあり
ました。それならいい看板をとりあげましょう、
商店街とも話し合って、岡本に似合う看板のコ
ンテストをしようということで取り組んでいる
ところです。

昨年度は、全国商店街支援センターの力を借り
て、「明るく安全・安心なエコ商店街」という
コンセプトのもとに、アエルの駐車場の上に太
陽光発電を設置しました。その電力で、商店街
のアーケードにLED照明を新設し、防犯カメラや
無線LANも整備しました。お客様の要望によるも
のです。

大手スーパーの撤退による地元の危機に
商店街の連合会が自ら複合施設を建設
【事例報告】
諫早中心市街地商店街協同組合連合会
長崎県諫早市 いさはやアエル中央商店街
／尾崎満
同連合会は市の中心市街地にある3つの商店街の
協同組合で組織されています。
諫早市にはかつてダイエーとサティという2つの
大きなスーパーがありましたが、平成9年にダイ
エーが閉鎖。そして平成16年にはサティも閉鎖
してしまいました。
いちばんの問題は、まちの中に生鮮品を扱う店
がなくなってしまったことでした。商店街には
それに応えられる店がなかったのです。
大手スーパーとの共存共栄ができると考えてい
た商店街にとってもショックは大きかったです。
市民にとっても問題ですし、地域の商店街もこ
のままではつぶれてしまうということで、平成
18年に、連合会がサティの跡地にショッピング
センター「アエルいさはや」を建設することに
したのです。
建設にあたっては、大きな敷地をどのように活
用するかについて、市民にアンケートを実施。
その要望を取り入れました。

商店街フォーラム

ディスカッションプログラム

商店街がもともと持っているコミュニケーション力
大西 まず、地域生活者をいかにして皆さんの
活動に巻き込んでいくのかということを知りた
いのです。
御田町では30店舗のうち半数空き店舗だったの
が、今はすべて埋まったということですが、元
から営業されていた15店舗の方と、新しく来ら
れた方との親和性ということで工夫をされた点
はありますか。
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原 工夫は特にありません。新しく開業した人
の8割は県外からなので、身寄りがありません。
すると御田町のおじちゃんおばちゃんたちがお
父さんお母さんがわりになるのです。
自然にそうなります。たとえば若い人は夜型で
すから、遅くまで電気をつけて作業していると、
カレーの入った鍋が届けられたりする。
それが日常茶飯事なのです。一方で、だめなこ
とはだめだときっちり言います。
大西

自治体や商工会議所と商店街との連携
大西 尾崎さんにお伺いしますが、若い人を引
き込むための工夫は何かされていますか。

まさにお父さんお母さんですね。

原 それが商店街のもともと持っているコミュ
ニケーション力だと思うのです。
大西 その力は新しい人にも引き継がれている
のでしょうか。
原 背中を見ていれば引き継がれるのではない
ですか。逆にそういう人でないと居心地が悪く
なるでしょう。

西 橋谷さんに伺いますが、看板の利害対立の
お話がありましたが、協議会もしくは住民と商
店街との対立で苦労をされていることはありま
すか。
橋谷 昔は本当に仲が悪かったです。私は当時、
商店街の側にいたのですが、お客様に来ていた
だくためにいろいろなことをしました。
たとえばゴミが落ちているのが嫌なので、ゴミ
箱を作って、朝晩拾ってくれる人も雇いました。
ところが、住民は自宅が商店街を通って小道を
入ったところにあるのでゴミ箱がじゃまになる
というのです。
大西

また、私が協議会の会長を受け継いでからは、
退職したおじさんたちが、暇でしょうがなくて
うろうろしているので、そういう人たちを一本
ずつ釣り上げて（笑）。まちに恩返してよと、
協力してもらっています。

その関係をどう解決されたのですか。

橋谷 今まで話し合いがなかったので、私が商
店街の理事長のとき、当時の協議会の会長とお
話をしました。
まちづくりは商店街と住民が一緒にならないと
いけないということで、自転車の両輪になろう
と。私は商店街を説得するし、会長は住民を説
得するという役割を分担してやりました。

商店街フォーラム

尾崎 アエルには文化関連の施設があって、市
民のサークル活動に利用してもらっていますが、
その施設は地元の大学に
運営を任せていて、
市民も参加する市民学と
ういものを一緒につくっ
ています。大学生の出入
りがあり、その若い学生
さんたちがサークル活動
に参加されることもあり
ます。
大西 それなら商業施設だったときよりも若い
人は多いかもしれませんね。
尾崎 文化関連施設は3ヶ月くらい先まで予約で
いっぱいです。帰りにショッピングされたり、
商店街にも行かれたりしますから、大きな集客
力になっています。
さらに市役所と商工会議所と商店街が3者1体と
なって、そこにNPOなども入ってもらいながら、
祭りなどのいろんな行事を行っており、若い人
の来街が増えていて、活気を呈しています。
大西 今、自治体や商工会議所の名前が出てき
ましたが、商店街とそれらの連携ということで、
上田さん、全国商店街支援センターが商店街を
支援していくときの、他の主体の巻き込みかた
ということはありますか。
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上田 お三方のお話に共通
していることはネットワー
クの重要性ですね。商店街
が地域コミュニティの核と
なり、住民、学生、子ども、
お年寄り、あるいは行政や
商工会議所などとの日常の
ネットワークができている
から事業ができる。まちづくりで自治体を巻き
込む。つまり補助金とか融資とかソフト支援と
かいろいろありますが、そのためには日常の
ネットワークがあることが大事だと思います。
私どもはその応援サポートを一緒になってやっ
ていくということですね。
尾崎 アエルを建設したときには、3つの商店街
から5名ずつが役員になり、全員が連帯保証をし
ました。それがアエルの運営が順調に推移して
いることにもつながっています。

毎日、少しずつの積み重ねで事業を成し遂げる
【質疑応答①】
質問 いろいろな事業をどのように発想される
のか、それを思いつかれるきっかけのようなも
のを教えてください。
原 それぞれの人にそのときどきのステージが
あるので、あまり高いところを見過ぎず、毎日
できることを積み重ねていくということではな
いでしょうか。1日1個積み重ねれば、1年で365
個になります。御田町商店街の空き店舗がなく
なったのも、一夜にして急にそうなったのでは
ありません。

橋谷 私にとっては、若い人がこんなまちで働
きたい、ここで子どもを育てたいと、そういう
思いを持てるまちに
したいということと、
もう一つ、これ以上、
このまちを汚くしたく
ない、岡本らしさがな
くなるのは困るという
思いですね。

【質疑応答②】
質問 定年を迎えたおじさんたちに協力しても
らっているという橋谷さんのお話に驚きました。
私は、おじさんたちはご自分のいろいろな考え
を持っていて、まとめるのがとても難しいと
思っていたのですが、どのように巻き込んだの
か教えてください。
橋谷 それはまず私の色気（笑）。私が同世代
で、同じまちで育って、小さいときから知って
いたという気安さはあります。
確かに男性は年をとると、頑固になったり、
ちょっとプライドが傷つくとすぐ怒ったりする
から、そこは上手に（笑）。困っているから助
けてくれないかと。人間頼られるのはうれしい
じゃないですか。それで、この間はありがとう
と礼を言えば、また手伝ってやるということに
なります。
もっと親しい人には、ぶらぶらしているのなら
手伝ってよと言うこともありますし、向こうか
ら暇でしょうがないから何かやらせてくれと
言ってくることもあります。
【質疑応答③】
質問 諫早市の尾崎さんにお訊きしたいのです
が、サティの跡がアエルになっているというお
話でしたが、元ダイエーだった建物では農商連
携をされているとお伺いしたのですが、それは
どのようなものなのでしょう。

商店街フォーラム
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尾崎 ダイエーの跡は空き店舗になっていて、
現在、1階の店舗が空いていますので、そこに
毎日、市内周辺の農家の方たちの商品を置き、
販売しています。これは(株)まちづくり諫早が
開設しております。
新鮮な野菜が安く手に入ると喜ばれており、
平日で1日平均600人来客しています。

地域のニーズにマッチした
「金太郎飴」ではない商店街を
大西 最後に、これから皆さんの地域をどうし
ていきたいのかという将来像、抱負、目標を宣
言していただけますでしょうか。
原 昨年の12月、全国商店街支援センターの支
援で、東京の御徒町に期間
限定ショップ「御田町スタ
イル」をオープンしました。
単に御田町にあるものを売
るのではなく、まちを売ろ
うということで、写真や仕
事道具などを展示し、御田
町に暮らす人や流れる時間、日々の風景などを
紹介したところ、実際に御田町のファンになっ
て、翌月に実際に御田町に訪れていただいた方
が何人もいました。その延長で、次は御田町ロ
ンドンをやろうかと（笑）。これは夢想のよう
なものですが、外向きにはそれぐらいのパワー
を持ちたいと思っています。そして内向きには、
おばちゃんたちの次を担うおかみさんたちが
育って欲しいということですね。
橋谷

屋外広告物条例をつくって、岡本はすて
きな看板のまちだと言わ
れるようにしたいです。
住んでいる人も商売をし
ている人も、気持ちよく
岡本はいいねと言える
ようにしていきたいです。

商店街フォーラム

尾崎 今後の計画ですが、現在、商店街内にア
エル2を準備中です。そしてアエル3、4はダイ
エー跡地と周辺空き地を再開発し、平成26年を
めどに計画しております。
それから全国商店街支援
センターの支援で作った
無線ＬＡＮを活用して、
インターネットの宅配サ
ービスをやりたいですね。
市や関係省庁との折衝が
ありますが、ぜひがんば
ってやりたいと考えています。
上田 商店街は全国津々浦々、いろいろなタイ
プがあって一言では言えません。そのいろいろ
な地域で商店街が不況になっています。
全国商店街支援センターでは、そんな中で成功
しているモデル商店街をもっと普及させたいと
思っていますが、モデルはモデルです。皆さん
には「金太郎飴」ではない商店街を目指してい
ただきたい。地域のニーズをしっかり把握して、
地域にマッチした身の丈サイズの事業を展開で
きる、「うちの商店街らしさ」を提供する商店
街が出てくるよう、私どももサポートを続けて
いきます。
大西 パネルディスカッションのテーマは「商
店街活性化への取り組みの舞台裏」でしたが、
舞台裏というのはどう
も深すぎるようで、こ
の場では掘り下げきれ
ませんでした。しかし
サブタイトルの「地域
生活者の心をつかむ商
店街とは」については、
お三方のお話から少し
ご披露ができたのではないかと思います。
生活者があってこその商店街なので、その心を
つかむということをぜひ考えていっていただけ
れば幸いです。
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「地域の資源（＝活性化のタネ）の
活かし方・伸ばし方」
商店街の活性化は、植物の土とタネにたとえられる。大輪の花を咲かせるには、地元や観光客と

の交流での土壌づくり、また水・肥料となる外部協力者との関係が欠かせない。地域資源（＝活
性化のタネ）の活用を事例で紹介し、ヒントを探ります。

■パネリスト

土蔵康司

京橋中央商店街振興組合 副理事長
（大阪府大阪市）

出口巳幸

株式会社FBCまちづくり研究所 代表取締役所長
（大阪府大阪市）

安部研一

若松商店街連合会 会長
（福岡県北九州市）

牛島源

若松商店街連合会 現地マネージャー
（福岡県北九州市）

大志田典明

まちなか再生支援法人 仙台エリアマーク事業協同組合 常務理事/商業企画担当
（宮城県仙台市）

■コーディネーター

柳井雅也

東北学院大学 学長室副室長/教養学部地域構想学科 教授

将来的に商店主を目指す希望者を
細かなサポートで育てる仕組みを構築
(株)全国商店街支援センターが実施している
「新たな商店主育成事業」「現地マネージャー
育成事業」「商店街活性化モデル創出事業」の
各事業を活用した3つの商店街の取り組みを事例
とし、東北学院大学の柳井雅也教授をコーディ
ネーターとして、各事例の報告とパネルディス
カッションが実施された。

京橋中央商店街は大阪市都島区京橋地区に位置
する。設立は昭和49年と古く、国道1号線に面し
た約260mの間に約100店舗が集積。昔ながらの情
緒が残る近隣型の商店街として発展してきまし
た。しかし、副都心中心部の有力な商店街であ
りながら、空き店舗が増えていることが課題で
です。

【事例報告】
京橋中央商店街（大阪府大阪市）
「新たな商店主育成事業」を活用した大阪市の
京橋中央商店街からは、同商店街振興組合の土
蔵康司副理事長と、その支援機関である(株)FBC
まちづくり研究所の出口巳幸社長が出席。出口
氏による事例報告が行われました。

商店街フォーラム
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商店主育成の場を提供
そこで京橋中央商店街では、開業を希望する人
のために起業セミナーを実施することにし、参
加者をチラシやインターネット、商店街掲示板
などを利用して募集しました。
最も効果があったのは地域１万世帯へ配布した
チラシで、参加者は10名。以下、商店街掲示板
等を活用したPRによる参加者が5名。支援機関で
のPRが2名、商店街のホームページでの募集案内
が1名でした。
起業セミナーは平成23年
の9～10月に4回実施。商
店経営や出店計画づくり
、開業者からのアドバイ
ス、出店後の課題などが
講義されています。
セミナー終了後、出店申
込者の審査を経て、11月
に出店者を2店決定。商
店街の空き店舗が整備さ
れ、出店者は空き店舗で
商店経営のノウハウを学
んだ後、商店街所有の店舗施設に移転して12～1
月まで試験開業を行いました。
この間も、専門家による経営指導や技術指導を
細かく実施しました。
その後、1店は体調不良のために閉店しましたが、
残る1店舗で共同経営をしていた2名（占いの店
とアクセサリー店）が、2月に完成した同商店街
の井戸端ステーションに移転し、それぞれ別の
店として営業展開しています。

井戸端ステーションは地域の人が気軽に集い、
利用しやすい「井戸端コミュニティ」の場を提
供するもので、2階にカルチャー教室や育児コ
ミュニティに利用できる
井戸端会議室などを設置
しています。そして1階
に常設のチャレンジショ
ップを備えることで、新
しい商店主の育成を持続
的に行っていく仕組みを
つくりました。

若手の力で地域と商店街を繋ぐ
【事例報告】
若松商店街（福島県北九州市）
現地マネージャー育成事業を活用した北九州市
の若松商店街からは、同商店街連合会の安部研
一会長、そして育成を受けた当事者である牛島
源氏（現地マネージャー）が参加し、報告が行
われました。
若松地区は人口約8万人。石炭の積み出し港とし
て昭和30年代まで栄えたが、石炭産業の衰退と
ともにまちも衰退しました。
若松商店街は店舗数約180で、そのうち35店舗が
空き店舗となっています。業種はブティック、
市場などバラエティに富み、商圏3km以内に住ん
でいる方を対象とした最寄り型の商店街です。
ここ数年は事業継承がスムーズに進み、若干数
ではありますが、若手経営者も増加しています。
同商店街の若手経営者が中心となっている組織
が「若松がんばろう会」。もとは平成15年に若
松商店街連合会の若手の会として発足したもの
で、商店街のイベント事業を行っていました。
しかし、商店街の活動だけでは地域活性化につ
ながらないという危機感から、商店街以外の若
手の商業者や企業の後継者にも入会を呼びかけ、
平成22年に再発足しました。
この会は「繋ぎ役」なのです。まちづくりの活
動をしている人はたくさんいますが、ばらばら
では力も出ません。
ばらばらに活動している団体を繋ぐ接着剤にな
るのが目的です。

商店街フォーラム
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＜平成23年度の主な活動＞
●NHK地域ドラマ『オヤジバトル！』の
撮影への全面協力
●わかまつわいわい大縁日
●商店街ハロウィンパーティ
●若商バザールと「Waka Shop」
わかまつわいわい大縁日は、ふだん商店街に足
を運んでいる人たちと、お酒を飲みながらざっ
くばらんな話をする商店街のイベント。今回は
若松のB級グルメを作ろうということで、若松
ぺったん焼というものを打ち出し、参加者に是
非を問いました。
8割の方から賛同を
得ることができまし
たので、次の展開
に取り組んでいる
ところです。
商店街ハロウィンパーティは、地域の幼稚園や
保育園の子どもたちに商店街ラリーをしてもら
うものです。
子どもたちが来てくれ
ると、親御さん、そし
ておじいちゃんやおば
あちゃんが商店街に来
てくれるという効果も
あります。
また、若商バザールは若松商業高校の学園祭に
おいて、商店街の商品を高校生の手で販売する
事業。「Waka Shop」は商店街での若松商業高校
の生徒による販売体験事業で、どちらも好評を
博しました。
牛島氏は、自らが担う現地マネージャーの役割
を次のようにまとめています。

1月30日に商店街内の市場が火災により全焼しま
した。被災した11店舗のうち6店舗は3月1日まで
に商店街の中の空き店舗で営業を再開していま
すが、それに先立ち、火災から2週間後に商店街
で復興支援セールを行いました。
このときは大変な数の
お客様にきていただき、
地域に商店街が必要と
されていることを実感
しました。
今回、受けさせていた
だいた育成事業で培っ
たノウハウを活かし、
さらにお客様に必要と
される商店街にしてい
きたいと思っています。

まちなかカレッジの運営で商店街への
関心と接点を増やす
【事例報告】
サンモール一番町商店街（宮城県仙台市）
商店街活性化モデル創出事業を活用した仙台市
のサンモール一番町商店街からは、同商店街の
支援機関であるまちなか再生支援法人仙台エリ
アマーク事業協同組合の大志田典明常務理事が
参加。同氏による事業報告が行われました。

＜現地マネージャーとしての役割＞

サンモール一番町商店街は、仙台市一番町通り
の南側に位置し、特色ある横町や野中神社が隣
接。近年では週末にマルシェジャポンが開催さ
れています。
マルシェジャポンは農林水産省の支援により
全国8都市で行われている都市住民参加型市場
（マルシェ）です。

●組織の円滑運営
●事業を行う際の運営
●新事業の提案
●組織内の黒子的存在に

昨年の大震災のときは、大手スーパーマーケッ
ト等が軒並み営業再開できない中、各店舗の創
意工夫により商品を提供して、マルシェジャポ
ンセンダイが開催されました。

商店街フォーラム
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食料調達のために集まる人でごったがえす状況
で、商店街の多様な店舗の存在は、災害などの
危機に対して意外と強靱であることが、広く市
民に認識されることになりました。
同商店街では、平成27年度開業予定の地下鉄東
西線の開通とそれにともなう一番町駅（仮称）
の乗降客を商店街に
取込むことを目標とし、
平成22年度から商店街
活性化に向けた取組み
を本格的に開始してい
ます。具体的には下記
の取組みを行っており
ます。
＜活性化事業計画＞
ソフト
●空き店舗を活用したチャレンジショップ
●観光案内スペースの設置＆商店街情報発信
の強化
●地酒などを紹介・提供するオープンカフェ
ハード
●アーケードの改修
このソフト部分に重点を置いた事業が、サン
モール一番町ふれあいビレッジ事業で、そのな
かに「まちなかカレッジ」の開催があります。
商店と市民がサンモールを舞台に交流する体験
型コミュニティで、「いつでも、どこでも、街
の塾」と銘打ち、サンモールの路上や神社の境
内などで行っています。費用はワンコイン500円
に設定しました。

サンモールの仮想店主になる
というのは、起業・開業希望
者向けのもので、実際にサン
モールの中を歩いてもらって
、物件調査を行うところから
始めました。
空き物件を発見したら、
そこでどんな店をやるのかの仮想プランニング
のワークショップとそのプラン発表、それに対
する専門家のフィードバックを行い、本格的な
開業支援へとつなげます。

＜「仮想店主」の効果＞
●起業・開店の具体的イメージを伴った
アドバイス
●他の起業・開店希望者との相互作用
●起業・開店ネットワークの構築
●取材される側（すでに開業している
店舗）の気づき
●新規開業の登場による商店街の新陳
代謝活性化と多様化

起業・開店希望者にはさまざまな段階があり、
明確にいつまでにやりたいと思っている人と、
いつかやりたいという人がいます。
この「いつか」を「今度」にしてもらうために
は、その人の目線に立ったフィードバックが必
要だと考えています。

＜まちなかカレッジの目的＞
●市民にサンモールを知ってもらう
●市民にサンモールへ集ってもらう
●サンモールの仮想店主になる
●サンモールの店づくりを学ぶ

商店街フォーラム
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ディスカッションプログラム

商店街が種から大きな花を咲かせるために
柳井 京橋中央商店街の井戸端ステーションで
すが、土地の取得など予算を使うことへの周り
からの反応はいかがでしたか。
土蔵 かつての理事経験
者からはきつい反応も
ありましたが、地域商店
街活性化法による補助金
をいただいていることや
事業計画を説明しながら
理解を得ました。
中には頑固に反対される方もいましたが。
安部 年配の方は、昔の
良かった時代の成功法則
をそのまま当てはめよう
とされますね。

柳井 若松商店街では事業継承がスムーズに進
んでいるというお話がありましたが、それはな
ぜ可能だったのでしょうか。
安部 若松は比較的歴史が浅くて、商店街も二
代目の方が多いということがあるのかもしれま
せん。それと若手に共通しているのは地元を本
当に愛していることですね。だから先輩方も次
に渡しやすいのでしょう。

商店街フォーラム

牛島 郷土愛が強いというの
は実感しています。若手が
スムーズにやらせていただい
ているのは先輩方に理解があ
るからです。

大志田 来年、仙台でもチャレンジショップの
常設を予定していますが、京
橋中央商店街の井戸端ステー
ションでは、入居した後のバ
ックアップはどうされている
のでしょうか。

出口 定期的に店に行って指導をしています。
毎日、日々の売り上げや
仕入れなどの日報をつけ
ることを義務づけ、その
日報を見ながら対応をし
ています。

大志田 サンモール一番町の今回の事業はNPOと
組んでやることが多かったのです。そのことで、
何がよかったかというと、きっちりしすぎてい
ない。ある意味ゆるやかだったことが仮想的に
やってみようという事業にはとても効果的だっ
たと感じています。
＜まとめ―柳井＞
商店街の活性化は植木鉢
の土と種の関係にたとえ
られる。種は商店街で、
土は周辺の住民や観光客
だ。土がなければ種は育
たず、種も土がなければ
芽も育たないし、花も咲かない。両者が連携を
とるには肥料や水が必要だが、その役割を果た
すのがNPOあるいは全国商店街支援センターなど
の外部のステークホルダーだろう。
商店街が大きな花を咲かせるために、みんなで
追究していきたい。
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「震災経験から学ぶ、
商店街の危機管理と地域の支え方」
宮古市商店街の東日本大震災からの復旧・復興の取組みは「不満・愚痴を言い合う会」からスタート。
「商店街で徐々に店が開く様は、花が咲く過程を見ているよう」と地元のお客様の声。
やはり早期の復旧・復興は、商店街が地元との強い絆を結んでいたからこそ。

■パネリスト

佐香英一

宮古市末広町商店街振興組合 理事長
（岩手県宮古市）

前川亘

宮古市中央通商店街振興組合 代理 現地マネージャー
（岩手県宮古市）

山崎俊幸

宮古市産業振興部商業観光課 主任
（岩手県宮古市）

■モデレーター

東朋治

有限会社協働研究所 取締役/商業復興支援統括マネージャー

商業者の方から愚痴や不安を聞くこと
から復興支援は始まった
(株)全国商店街支援センターでは、東日本大震
災で被災された地域に、商業復興支援マネー
ジャーを派遣しています。この分科会では宮古
市を例に、「震災経験から学ぶ、商店街の危機
管理と地域の支え方」について考えていきます。
まずは、統括マネージャーとして現地に入った
東朋治氏（阪神大震災で被害が大きかった神
戸・新長田の2つのまちづくり会社で11年間タウ
ンマネージャーを兼務した経験を持つ）から、
現地の状況や活動内容が報告された。

商店街フォーラム

赴任直後の宮古市中心市街地の現況
（平成23年5月中旬）
海に近い中央通商店街振興組合では、浸水被害
は2ｍ程度。被害は甚大。5月下旬には1～2割程
度が営業再開したが、約50店舗中、5割が解体を
検討。末広町商店街振興組合は、浸水被害は1ｍ
程度で比較的被害軽微。8割が4月中旬までに営
業再開。約70店舗中1割が解体・廃業を検討。
空き店舗には中央通商店街
からの移転が相次ぐ。
5月に赴任しましたが、被害
が甚大だった中央通商店街
から、「商店街解散も仕方
がないが、可能なら思いと
どまらせてほしい、もう一
度商売をする気力をみんな
にわかせてほしい…」とい
う声を聞きました。
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バラバラになった商業者が集える、情報を共有
できる場の設定が必要でした。とにかく話に耳
を傾けることから始めました。不安や愚痴を言
いたい。それを言い尽くすと前向きな意見が出
始めてきました。
この「不安や愚痴を言い合う会」が定例の「中
央通商店街朝会議」（末広町商店街でも発足）
に発展していきました。
このとき心がけたのは、阪神大震災の経験や復
興方策を一方的に押しつけないことでした。
2つの震災には大きな相違点がありましたから。

東日本大震災商業復興支援マネージャーとして
の活動を役割
1.被害状況の精査確認、ニーズ・意向調査
2.復興方策に関する事例紹介と講義
3.コンセンサス形成支援と復興ビジョン策定
サポート※会議体の設定が重要
4.補助事業等復興関連施策の情報提供と
申請サポート
5.現地マネージャーの確保と活動支援
6.行政等関連機関との連携と調整
※ワンストップで関連機関とをつなぐ
ことが重要
7.復旧・復興のノウハウ（マニュアル）作成
8.イベント等のソフト事業企画の実施と支援
今回は被災地におけるイベントの意味を強く考
えさせられました。
具体的目標を失った商業者・商店街の人たちが
イベントを企画することで、もう一度集まり、
話し合い、前向きにお客様と会ってみようとい
うきっかけづくりになったのです。
イベントは、単なる賑わいの創出だけにとどま
りませんでした。

宮古市の２つの商店街の
復旧・復興に向けての取組み
阪神大震災と東日本大震災の相違点
①店舗の資金力
阪神大震災
バブル景気の名残り（平成7年）があり、再投資
の資金力がありました。
東日本大震災
長期不況の影響で再投資する資金がない状態。
②商店主の年代
阪神大震災は40代
東日本大震災は60代

「不安・愚痴を言い合う会」からスタートした
宮古市の2つの商店街の復旧・復興に向けての取
組みは下記のようなプロセスで進んだ。
平成23年5月25日
「宮古あきんど復興市実行委員会」発足（当初
は末広町商店街単独だったが中央通商店街も朝
会議を通じて参画）ー震災から3か月後を復興の
キックオフとして、活動することを決める。
6月10日・11日
「宮古あきんど復興市」

ほかにも、地域環境など相違点は多かったが、
この2つが大きな問題でした。60代の商店主が、
また多額の借金をしてまで店を再開するのかと
いう問題が浮き彫りとなりました。

商店街フォーラム
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7月中旬
「中心市街地被災商店街復興ビジョン検討会
議」発足。

参加した人たちの笑顔を見ていると、ここが被
災地なのかと見紛うくらいですが、ここまで、
復興に努力を重ねることができるようになった
ことを象徴する感動的なイベントでした」

ディスカッションプログラム
各商店街で取りまとめた内容をもとに、9月中
旬に両商店街で統一。
以降、市の復興支援計画、まちづくり検討会
（市主催）への提言・反映
10月9日、10日
「宮古あきんど復興市2011秋」
他に地域商業活性化支援事業を実施し、「宮
古三気（元気・活気・人気＜じんき＞）ＵＰ
事業」（末広町）「新春初売・復興イルミネ
ーション事業」（中央通）などが展開された。

商店街・住民の復興への思いが昇華した
商店街レッドカーペット
1月8日に開催されたのが、「商店街レッドカー
ペット」。
住民・商店街が一体になったイベントで、自分
自身にお祝いがある（例えば好成績をおさめた
、還暦、出産、新成人といった）人が、末広町
商店街に設置された幅1.8ｍ、長さ150ｍのレッ
ドカーペットを歩くというもの。
新成人約60人を含め、約200人が実際にレッド
カーペットの上を歩いた。

事業をスムーズに進めるうえで
現地マネージャーの必要性は高い
東 まず、行政として商業復興にどのように取
り組んだかをお聞きしたいと思います。
山崎 商店街の被害状況の把握はもちろんです
が、震災後すぐ、被災した人たちにとって利子
補給制度が必要になるのではないかと検討に入
りました。
4月には建物の修繕や商品仕入れの資金確保に対
応する制度、6月には商店街振興組合の早期の立
ち直りを図るために商業振興対策事業などを議
会に提出。様々な機能をもたせ、事業者支援を
進めています。
東 行政も様々な形で動いていますが、商店街
としては復旧に対し、どのように取り組もうと
思われましたか？

商店街レッドカーペットでは、親戚や知り合い、
知らない人がみんなで、幸運が来ることを祈願。
まさに「地域が絆を深めて復興再生をめざそ
う」という願いが昇華したもの。
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佐香 まず、安否確認。
そして自助努力としてみんなでやれる事業、ヘ
ドロやがれきの撤去は翌日から始めました。2日
後には、商品を並べた店もありました。
あとは、市・県・国からの支援策などの情報が
錯綜していたので、しっかりとした情報収集、
そしてその発信に努めました。
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佐香 3月25日には組合の役員会を開き、その後
商工会議所、行政を含めた3者、4者の共同の説
明会をもち、会員に施策を説明していただきま
した。また、商店街のスタートラインをどこに
おくかということを検討し、6月11日の復興市を
決め、再スタートをきれるようにしました。
東 私がいちばん苦労した
のは、現地マネージャーの
確保でした。1ヶ月常駐し
ましたが、そのあとは月に
1週間程度しか地元に入れ
ない。
その間を埋めていただくのが現地マネージャー。
どうしようかと思っていた。
そのときに出会ったのが、前川さん。災害復旧
ボランティアとして「宮古あきんど復興市」の
イベントで手腕を振るっていました。
佐香さんなどとも相談し、この人でどうだろう
とスカウトしたわけです。
前川さん自身、商店街と関わるのは、初めて
だったと思いますが、どのように関わっていこ
うと思っていましたか？
前川 私は宮古出身ですが、他の土地で働いて
いました。震災があり、生まれ育ったまちの風
景を目の当たりにしたとき
、自分で何ができるのかを
模索しながら、災害ボラン
ティアをしていました。
現地マネージャーのお話が
あったとき、小売の経験は
あるが、どんな活動をした
らよいかわからなかったので、正直不安な部分
がありました。まずは、東さんが築いてきた朝
会議などの継続。精神ケアではないですが、皆
さんの話を常に聞くことを心がけています。
事業主さんで下を向いている人を、上を向いて
いけるようにしていきたいと思って日々活動し
てきました。
また活動を通して、営業再開のきっかけづくり
ができればと思っています。
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東 前川さんの活動の必要性を、現場ではどの
ように感じていらっしゃいますか？
佐香 商店街組合の理事長を13年やっています
が、私がいっても耳を傾けてくれないことも、
前川さんがいうと伝わるということがままあり
ます。
外からの声の方が、商店街では通りやすいとい
うことがあるのかもしれませんね。
そのほか、いろいろなコーディネートを含め、
助かっている部分が多いですね。
山崎 私も現地マネージャーの必要性は高いと
思ってます。
前川さんがいるおかげで、事業実施がスムーズ
に、リズミカルに進んでいます。それは、前川
さんの人柄、性格が商店街の方々に受け入れら
れ、打ち解けたということだと思います。

復興ビジョンは「スローなまちづくり」から。
東 宮古市の中心市街地として、これからはど
んな方向性で進んでいったらいいとお考えです
か？
佐香 6月の「宮古あきんど復興市」が終わって
取り組んだのが、復興ビジョンの作成です。商
圏軸も減り、急激な経済の沈滞がくることが考
えられます。
では、次の世代に、商店街を引き継げるよう
にするにはどうしたらよいか。
結論として打ち出したのが、「スローなまちづ
くり」。一気にあたらしいまちをつくろうとす
るのではなく、時間をかけてまちをつくってい
くというのが、私たちの選択。
イメージとしては、イベントを通じて若い家族
が加わり、商店街が地域内の交流の場となる―
「はじめてのおつかいができる商店街」。
そういったビジョンを実現するために、我々の
果たす役割は大きいと認識しています。
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東 それをフォローする行政の支援策としてど
んなことを考えていらっしゃいますか？
山崎 最大の課題は、県や市が新築等で事業の
再開を促進するために一
定の割合を補助する「グ
ループ補助金」制度に関
する支援です。また、宮
古市中小企業振興資金も
拡大し、資金繰支援を図
りたいと考えています。
商店街のまちづくり計画を推進する検討委員会
に出席させてもらいました。現場の意見を取り
入れたさまざまな支援策の推進に努力したいで
す。
東 災害時の商店街の役割が見直されています
が、災害を想定して商店街としてどのような平
時の取り組みが必要だとお考えですか？
佐香 宮古は被災地のなかでも、復旧が早かっ
たと思います。日頃から、災害に備えて地域内
の行政や一般住民の方との連携が取れていたこ
とに起因します。市や商工会議所にオブザー
バーとして参加いただき地域商店街活性法に基
づく事業計画を商店街独自
でつくっていました。また、
20年前から商店街は大きな
コミュニティ施設という確
固たる信念をもって、地域
ネットワークづくりを進め
ていました。
学校教育、福祉、伝統文化
を推進する現場と交流を重ねていきました。
だからこそ、復興時のイベントにも喜んで参加
していただけたのだと思っております。
6月、10月の復興市は、新しい交流の場であり、
感動の輪が広がる再開の場となっていました。
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東 商店街で買い物をしているお客様から「商
店街に徐々に店が開いていく様は、花が咲いて
いく過程を見ているようだ」という声が聞かれ
ました。商店街は現地の人の心を前向きに変え
る力があるのかもしれません。
【質疑応答】
質問 今は復興特需もあるでしょうけど、人口
減少などもあるし、長期的にはどのように対処
していこうと思っていますか？
佐香 商圏は縮小します。我々は、そこで一店
一芸を掲げています。それぞれの専門店が知識、
技術など、自覚してなかったものを見つめ直し、
それをＰＲして強みに変える。また、もっと
もっと地域の連携を深めるために宮古の三気
（元気・活気・人気）を広げる活動をしていま
す。それらを続けることが商店街の活性化につ
ながると信じています。
＜まとめ―東＞
宮古市の復旧は、もの
すごいスピードで展開
されています。
また復興計画は、トップ
ダウンではなく、33地域
に分かれた地域の合意の
もとていねいにつくられ
ているので、計画が実行に移されたなら、それ
が進むのはさらに速いと予想されます。ただ、
人口増加は望めず、限られた人口・商圏のなか
で、コンパクトシティとしての再生が進むこと
が想定されます。その過程で、店の廃業は、あ
る面適正化を促進
したといえるかもしれない。
商業地と隣接した空いた土地に公営住宅を建て
るなどの施策をし、もっと便利な商業地域とし
て活性化されることを望んでいます。これから
も、(株)全国商店街支援センターでは、この事
業をさらに進めていきます。
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「明日からの第一歩。
魅力ある個店づくりからはじめる商店街活性化」
個店の魅力づくりのポイントは、常にお客様の目線を意識した売場づくりとサービス、そして新しい

タッチポイントの創出。個店の魅力が上がれば、お客様だけでなく、他の店舗も意識しだし、点から
始まった活性化は線へ、そして面（商店街）へと広がっていく。

■パネリスト

池田章

株式会社ビジネスナビゲータ 代表取締役
（島根県松江市）

川島晴美

めのうの店 川島 代表取締役
（島根県松江市）

相楽守

中小企業診断士、一級販売士
（富山県砺波市）

小幡和彦

砺波商工会議所 指導課長
（富山県砺波市）

■モデレーター

並山武司

I&C INSTITUTE 代表

実践的なプログラムで様々な波及効果も。
この分科会のテーマである「明日からの第一歩。
魅力ある個店づくりからはじめる商店街活性
化」に関連する(株)全国商店街支援センターが
行っている「核店舗創出による商店街活性化事
業」の概略を紹介します。
「商店街は個店の集積である。その個店に対し
て集中的に実践アドバイスすることで個店の魅
力づくりをし、商店街の核となる店舗に育成。
それを商店街全体に波及させる」ことを事業目
的にしています。
研修プログラムは、6か月間。専門の講師を派遣
し、商店街でモデル店舗を5～6店選出。ファ
サードやレイアウト変更などの実践的アドバイ
スを行う臨店研修を軸に、参加店会議、リレー
ションシートによる通信指導、商店街でのノウ
ハウ共有を行う全体研修を組み合わせることで、
より効果が上がるプログラムとなっています。

まずは、「置けば売れていた」時代からの転換
ができない、具体的な改善方法が分からない、
お店を変えるのが怖いという事業者に、とにか
く改善の行動―ＰＤＣＡサイクルの実践を促す。
この実践にあたっては、
①お金をかけず、すぐ実行できることから
②講師から押しつけはしない
③店主がやりたいこと

これが基本となっています。

商店街フォーラム
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とにかく行動してもらい、成功体験を得ること
で、事業者自らすすんで改善できるようになる
ことをポイントにしています。
アドバイスの具体的内容は、ファザード改善、
レイアウト変更、商品提案、販売促進、接客、
社員育成など、多岐にわたります。
3年間80商店街で実施してきたが、
●売上高・来客数の向上
●商店主のモチベーションアップ
→組織の活性化
●参加者の交流
などといった、様々な波及効果も生まれていま
す。この事業の具体的な手法、成果を松江市、
砺波（となみ）市を実例にみていきます。

改善実施例
あゆみ（ファッション店）
指導項目：店内外の美化／ディスプレイのコー
ディネート提案／使用什器の削減／商品の見直
し／仕入の計画化
課題は多かったが、これを少しずつ改善しても
らいました。そうすると、不思議なもので、新
しいお客様が入るようなった。また、商品の総
数を絞ったことで、仕入れが楽になり、しかも
売上が向上。商店主には、改善の手ごたえをつ
かんでいただいた。

10店あれば10者10様の課題と解決策がある
【事例報告】
松江市中央通商店街、京店商店街
担当講師：池田章
「お金をかけず、お店を儲けさせる」という魔
法のようなお題で、3年間、うち2年は松江で2つ
の商店街を担当しました。基本的には、特別難
しいことをしているわけではなく、課題を見つ
け、改善策を指導していきます。10店あれば、
10者10様の課題と解決策があります。
店舗で事業者に、話を聞き、実際に見て、まず
は課題を見つける。
何を見るかといえば、例えば店の入口。お客様
が前を通った時、注目し興味をもち、入りやす
い入口でなくてはいけない。また、店内に入っ
て、お客様が買いたくなるような陳列がなされ
ているか…など。
お客様に買っていただくためにはどうしたらよ
いか、顧客の購買心理に対応した売場づくりを
中心に考え、品揃えの改善、接客など各店舗に
合った解決策を提案してきました。そして私た
ちが直接手を出すのではなく、事業者が自ら、
その改善策を実施するように指導しています。

商店街フォーラム

富田茶舗
指導項目：ファサード（正面外観）の改善／商
品陳列の改善／店内プロモーションの意識づけ
入口にポスターがはられ、店内の見通しが悪
かったので、すべてはがしていただいた。商店
主はポスターで情報発信をしているつもりだっ
たので抵抗があったが、店内の見通しがよく
なったことで、従業員の方に変化が現れた。外
から見られることで、外を通るお客様に関心が
向けられた。それによって、積極的に従業員の
人たちが陳列方法を考えるといった波及効果を
得ることができました。
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めのうの店川島
指導項目：入りやすい入口づくり／グループ別
の売上集計＆分析／売上実績に基づく売場の再
配置／オリジナル商品の積極販売
研修プログラムの評価
めのうの店川島店主・川島晴美
うちの店はめのう専門店で、お客様の9割が観光
客。最近は、中高年層から若い層にお客様の中
心が移っていたので、入口が重い感じで、若い
お客様は入りにくいかな、と思っていたところ、
臨店研修で指摘していただきました。
また、勘でやっていた売上数字をデータ化する
ことを後押しされ、何が売れ、何が弱いかが必
然的に分かるように。それに従い、レイアウト
も変えていき、客層の変化に対応できるように
なりました。
看板商品のディスプレイ等も変えたことで、両
方の層のお客様に喜んでいただいています。

迎えにきた家族の車で、素通りしてしまうとい
う環境があります。逆に大きな病院、6つの銀行
があるというチャンスを生む環境もありました。
まず共通してやったのが、入りやすさ、買いや
すさを考えた、ファサードと店内の改善でした。
また、おもてなしの心から生まれるマナーの改
善の指導なども行いました。さらには、新規顧
客への働きかけのために、サービス付加価値に
よる特徴づけ、趣味グループへの参加や新しい
グループづくりなど、新しい戦略・戦術も検討。
病院・銀行などで配布した参加店による共同チ
ラシなどは、一定の成果を上げています。
改善実施例
澤田花房（花屋）
指導項目：ファサードの改善／ディスプレイの
改善／駐車場の案内表示
ポスターをはがし、また店内の倉庫のような陳
列を変えたことでショーウィンドー効果を得て、
また駐車場の案内表示をしたことで、来客増に
つながりました。

共同チラシなど
新しい戦略・戦術は一定の成果を。
【事例紹介】
砺波市駅前商店街、本町商店街
担当講師：相楽守
まずは何を、誰に、どのように売ろうとしてい
るのかという戦略、ハード、ソフト、そして
ハート面の戦術について、関心をもってもらう
ことから始めました。各店舗によって、取り組
む課題は違います。
砺波の商店街の特徴として、鉄道の駅から降り
て、商店街で買いまわる人がいません。

商店街フォーラム

お食事処 志げ乃
指導項目：駐車場案内の地図表示／ショーケー
ス内のメニューの値段表示
店内改装を控えていたので、今できることで改
善。病院へ来る新規のお客様を取り込むために
メニューに値段をつけ、また駐車場の案内表示
を行い、利用者増加につながっています。
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靴とバックのタカヤ
指導項目：入りやすい入口づくり／看板商品の
積極販売／趣味のグループづくりと参加

ディスカッションプログラム

入口を入りやすく、また季節ごとに展示替えを
したことで、ショーウィンドーの魅力がアップ。
また市民のウォーキングの会への参加により、
看板商品のウォーキングシューズファンの拡大
につながりました。

点から線へ、線から面へ。
この取組みが広がりを見せた事例
並山 松江、砺波でいろいろな取組みが紹介さ
れてきましたが、松江の事例では、個店を活性
化することで、面として商店街への広がりがあ
りましたか？
研修プログラムの評価
研修に立ち会った小幡和彦・砺波商工会議所指
導課長
ここからが出発点。点が線に、そして面になれ
ばと痛切に思っています。共同チラシ配布以降
は、お客様からあの店はなんかやってるぞ、少
し変わってきたなといわれるようになりました。
また、店主の意識が変わってきたのが大きいで
すね。「ちょっと見てよ、ここ直してるんだ」、
「あそこの店も、レイアウトを変えてるよ」と
いう話が聞かれるようになってきました。
「自分たちで動かなければ、何も変わらない」
と理屈では分かっているんですが、実行に移す
前で立ち止まってしまう。
それを後押しするのが、私たちの仕事だと思っ
ています。商店街の方は何を大事にしているか
というと、人と人とのつながり。
店主との信頼関係をさらに深め、これをきっか
けにして、さらに商店街の活性化をしかけてい
きたいです。

商店街フォーラム

池田 平成22年は参加店舗
の5軒中4軒が飲食店でした
が、参加店会議などで話す
機会が増え、事業者同士の
結びつきが深くなり、もと
もとあったが、活動してい
なかった商店街の飲食部会
が復活しました。そして三色鍋というメニュー
を協力してつくり、松江市主催の「まつえ暖談
フェスタ」に参加。さらに毎週水曜日には会議
がもたれるようになりました。そして、昨年春
には商店街でグルメグランプリを主催。
2年前までひっそりとした商店街がいまは元気あ
るまちになっています。
並山 川島さんのところは、取組みのあとのお
客様の反応にどんな変化がありましたか？
川島 ファサードを入りやすくしたことで、若
いお客様が増え、客層のかたよりがなくなり、
売上も向上しました。パワ
ーストーンブームの中、若
い人向けに出した商品を、
年配の方も「専門店だから
安心して買える」と、買っ
ていただいています。
まさに相乗効果ですね。
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並山 砺波の事例では、ものの特徴を生かして
情報発信をされていますが、次のステップとし
て、地域産品のブランド化という構想などはあ
りますか？
相楽 何を目指しているか
といえば、各店主さんとも
地域の一番店を目指してい
ます。漆器屋さんなどは、
富山での一番店を目指す
とのことです。そのほか、
店の逸品づくりを進めて
いきましょうという話があります。
参加店だけではなく、他の店にも働きかけをし
ています。
並山 個店の魅力づくり、改善を今後継続して
いくために、商工会議所としてはどんな連携の
手法をとっていこうと思っていますか？
小幡 うちの会頭は、まちづくり、地場産業の
育成、若手の育成を商工会議所の3本の柱に挙げ
ています。我々は後方支援の部隊ですので、商
店街の売上アップ、維持
のための支援を継続して
いくことが大事。私は
現場主義なので、できる
だけ、事業者の皆さんと
お付合いをし、なんでも
悩みを聞き、それを改善
していくことしかない。
それが、遠くていちばん近い方法かなと思って
おります。
【質疑応答】
質問 そもそも商店街の活性化は、魅力ある個
店づくりだけで達成できるのか、できないなら
何が必要なのか？
池田 個店が強くなれば、商店街が活性化する
かといえば、活性化しないでしょう。
魅力的な個店づくりは、いままで活性化の事業
をやってこなかったところの、一つのポイント
にすぎません。
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商店街の活性化は、エリアとしての取組み、個
店の取組みなどが複合的にマッチングして、初
めて達成できるもの。
全体を見ながら個の部分に入り込んでいくなど
地道にやっていく必要があると思います。
それより自分たちの地元を活性化したいという
気持ちこそが大事なのではないでしょうか。
＜まとめ―並山＞
繁盛店に行くと必ず見受けられるのが次の3つの
ポイント。
①お店の強みを持っている
②お客様の目線をしっかり意識している
③お客様とお店が交流できる場をつくる
もっとも大事なのが③。具体的にはお店にくつ
ろぎのスペースをつくる、同好の集いの場を提
供するなど挙げられる。
これが、お客様との新しいタッチポイントを生
み出し、買い物だけでなく、体験の場となり記
憶として残ることになる。
これをしっかりやったことが、事例のなかで、
しっかり成果につながったともいえる。
これは商店街で使われるキーワード【コミュニ
ティ（交流）＆ソサエティ（社会の機能）】と
いう言葉につながる。
これからの商店街は、日常生活の中で、社会
にとって必要な機能を
もたなければならない
ということ。平成24年
は、商店街にとって千
載一遇のチャンスが訪
れるといわれている。
団塊の世代の人たちが
65歳で4月以降に退職し、
商店街に訪れたり、コミュニティに参加したり
という行動をとることが想像に難くないからだ。
今回の事例で見られた、繁盛店づくりや活性化
のヒントを参考に、この大きなチャンスを生か
してほしい。
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アンケート結果報告
●商店街フォーラムにはこんな方が参加されました

大学関係
者・学生
2.8%

未回答
0.6%

その他
17.6%

行政
23.9%

商店街および
商店街を支援
する商工会・
商工会議所等
の中小企業団
体、民間団体・
個人

55.4%

●商店街フォーラムは参加者の6割以上が満足と回答。
不満
0.0%
やや不満
4.5%

未回答
13.1%
ふつう
14.8%

満足
26.7%

まあ満足
40.9%

●商店街フォーラム、今後の商店街向けイベントに対して
こんなご意見がありました
・商店街の活性化は、日本全国、地方自治体の大きなテーマです。このようなフォーラム
が東京のみならず、地方都市においても開催されていくことをお願いしたい。
・市民活動団体と商店街が協力しあってまちを盛り上げている事例を紹介していただきたい。
・分科会１では、サンモール（仙台市）のまちなかカレッジの仮想プランニングカレッジが
目からウロコでした。常設も予定という事ですが、是非、この仕組みを全国展開してくだ
さい。全国の商店街のコーディネーターにはいろいろなアイデアマンがいるなあという実
感です。
・昨年度実施したような「元気な商店街」が来ていて、直接話が聞けるような広場があった
方が良い。
（一部抜粋）
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■新聞記事掲載
東奥日報

2012年2月22日（水）

奈良新聞

2012年2月22日（水）

秋田魁新報

2012年2月22日（水）

伊勢新聞

2012年2月22日（水）

岩手日報

2012年2月22日（水）

山陽新聞

2012年2月22日（水）

山形新聞

2012年2月22日（水）

中国新聞

2012年2月22日（水）

福島民報

2012年2月22日（水）

日本海新聞

2012年2月22日（水）

福島民友新聞 2012年2月22日（水）

山陰中央新報 2012年2月22日（水）

茨城新聞

2012年2月22日（水）

山口新聞

2012年2月22日（水）

下野新聞

2012年2月22日（水）

四国新聞

2012年2月22日（水）

上毛新聞

2012年2月22日（水）

愛媛新聞

2012年2月22日（水）

埼玉新聞

2012年2月22日（水）

徳島新聞

2012年2月22日（水）

千葉日報

2012年2月22日（水）

高知新聞

2012年2月22日（水）

神奈川新聞

2012年2月22日（水）

佐賀新聞

2012年2月22日（水）

山梨日日新聞 2012年2月22日（水）

長崎新聞

2012年2月22日（水）

東京新聞

2012年2月22日（水）

大分合同新聞 2012年2月22日（水）

岐阜新聞

2012年2月22日（水）

宮崎日日新聞 2012年2月22日（水）

北國新聞

2012年2月22日（水）

南日本新聞

福井新聞

2012年2月22日（水）

2012年2月22日（水）
計33紙

■新聞広告掲載（事前告知）
募集告知広告掲載紙
1.東京都/東京新聞

2012年2月23日（木）

2.埼玉県/埼玉新聞

2012年2月23日（木）

3.千葉県/千葉日報

2012年2月23日（木）

4.神奈川県/神奈川新聞

2012年2月23日（木）

＜掲載広告（半２段モノクロ）＞
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