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1. 実施機関と事業実施商店街の名称等 
 
 実施機関 川越商工会議所 
住所：〒350-0065 埼玉県川越市仲町１−１２   TEL:049-229-1810  
 

     
 

実施商店街 川越市商店街振興組合連合会 

      
大正浪漫通り商店街              クレアモール商店街 

     

鐘つき通り商店街             蔵の街一番街商店街 
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２．地域の商店街の状況と問題点 
 
（１）地域の概要（人口動向、高齢化率、商業の状況、地域特性など） 
本市の中心市街地は南北に細長い形状で、北部は蔵造りの、町並み等の集積により観光

客を誘引する歴史的・文化的地域、南部は鉄道駅とその周辺の大規模店舗を中心に買物客
を誘引する商業・業務地域となっており集客構造が異なる。 
南北の結節地域については、歩行者通行量を見ても谷間となっており、空地・空店舗が

散見される。 
人口について、南部地域はコンスタントにマンション建設が行われていること等により

増加傾向、北部地域は町並み・景観保全の観点から建築に際する「高さ規制」があり、マ
ンション等の高層建物の建築が規制されていることから減少傾向にある。トータルでは増
加傾向を維持しているものの、少子・高齢化は進んでいる。 
近隣市町を併せて「川越商圏」を構成しているものの、市内郊外のみならず他市町に郊

外型大型店の出店が相次いだことも影響し、本市への買物客流入（吸引率）は減少傾向に
ある。 
観光客の状況については、市が実施する「観光アンケート調査によると、ほとんどが日

帰りで、滞在時間も半日以下と答えた人が約 9 割にのぼり、飲食費、宿泊費、交通費、お
土産等の平均消費額は 3,864円となっている。 
 
（２）地域の動向 
（地域経済状況、大型店の動向、都市計画、環境、まちづくり・産業等の施策や戦略など） 
第三次川越市総合計画基本構想では、当該地域の南部は業務や商業等の機能を充実させ、

また、北部は商業、文化等の機能を高めた魅力ある都市空間を創造し、地域核とネットワ
ークで結び均衡ある社会経済の発展や公共の福祉を増進することで、広域的に求心力のあ
る活力に満ちた都市活動を可能とする市街地整備を図ることとしている。  
また、この計画の考え方を基に、都市計画マスタープラン、中心市街地活性化基本計画

等を策定し、事業の推進を図っている。近隣市町を併せて「川越商圏」を構成しているも
のの、近年、近隣市町に郊外型の大規模店舗の出店が相次いだことも影響し、本市への買
物客の流入（商圏内人口）は減少傾向にある。 
 



（３）地域の核となる施設（大型店、百貨店、公共施設等）の概要 
当該地域の南部は、鉄道路線の 3駅（東上線川越市駅・川越駅、西武線本川越駅）が 

立地するほか、店舗面積が 10,000㎡を超える老舗百貨店の丸広をはじめ、 
ショッピングセンターが 3件立地し、地域の核店舗となっている。 
また、川越駅の西口地区には、県地方庁舎、産業支援施設、ホール等の機能を備えた 

西部地域振興ふれあい拠点施設（仮称）」の整備が進められている。 
北部地域については、市役所庁舎が立地するほか、歴史的・文化的ストックが集積する

地域であり大規模店舗は立地していない。地域の核としては、蔵造りの町並み、時の鐘、
川越城本丸御殿のほか、川越まつり会館等の観光スポットが多く存在する 
 
◆川越商店街振興組合連合会・位置図 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



３．地域の課題 
 

市民の生活に密着した商店街には、高齢化に伴い、地域コミュニティの担い手として
の活動を求められるなど、地域における重要性はますます高まっている。 
① 空店舗の実態把握と活用をどの様にして解決していくか 
② 観光客の滞留時間拡張の為の対策をどの様に具体化するか 
③ 商店街の若手、後継者育成の啓発活動、資金、組織、人材を確保にどう取組むか。 
④ 商店同士の利害関係を調整し、協力意識を高める為の啓発活動をどう進めるか 
⑤ 地域を代表する企業や有力者に働きかけ、協力を依頼する施策はどの様にするか  
⑤ 域資源を踏まえた、メニュー、商品開発、観光都市川越の情報発信をどう高めるか。 
⑥ 地域に存在する多様なＮＰＯ，市民活動を巻き込んで販促活動、イベントを通じて、
産業振興、商店活性、雇用促進にどう取り組むかなどである。 

 
◆観光都市川越の来外客・観光客の課題 
・年齢は 50歳以上の中高年客が主流で、無料休憩所、トイレ施設、駐車場が不足しており、
これらの施設、環境整備が求められています。 

・鉄道、自動車での来外客が 40％ずつあり、観光客の滞留時間が半日以下の 9割と短い。 
・アジア、欧米の観光客が増加傾向にあり、外国語案内、個店での接客・サービスの充実。 
・蔵の街などの歴史施設は魅力あるが、情報、案内標識の不備。楽しめるイベント欲しい。 
 ・宿泊しない観光客が 98.0％ 飲食費使わない 26.3％ 土産買わない 26.3％ 
 
◆地元住民・川越生活者の課題 
・中心市街地に求められている、生鮮食品店、惣菜・弁当店、公共サービス施設の充実。 
・中心市街地の交通網整理、渋滞解消対策、防災防犯対策、公園・緑地などの憩スペース 
・空き店舗対策・保険医療・社会福祉・保育所・幼稚園、学校教育内容、環境整備の充実。 
・地域で取組む、観光客の受け入れ態勢の啓蒙活動。来街機会や滞在時間の延長対策 
・大型店との差別化、商店街の便利機能の再構築をどう具現化するか。地元生活者は休日
は郊外店や都市圏への流出が顕著になっています。 

 
 
 
 
 
 



４．事業の目的 
 
◆コンセプト 
①観光都市川越の商店街としての使命を自覚し、顧客に頼りにされるお店づくりをめざす。 
②観光都市川越に求められる・観る・知る・学ぶ・集う・遊ぶ・憩う・買う・食べる、     
を創出できる商店街、地域生活者の信頼・納得感を得られる商店街のリーダーの育成。 

③大型店では出来ない対話・ふれあい・専門・個性・便利・感動・サービス向上をめざす。 
 
◆研修目的 
①川越市の商店会の若手リーダーが担うべき、これからの商店街機能と役割とは何か。 
②商店街の協力意識を高める為の啓発活動と利害関係の調整、及び接客サービスの向上。 
③観光都市川越の来外客を個店の購買に結びつけるための、イベントの取組み方の習得 
 
５．塾生の発掘 （塾生の募集） 
 
①中心市街地の各商店会の会長に案内文とチラシを作成し、塾生募集の協力を依頼した。 
②商店街振興組合連合会の会合に出席し商人塾研修の趣旨を説明、各委員の協力を仰いだ。 
 



   



６．事業実施体制 

 
７．事業内容（カリキュラム） 
 （１）実施期間  平成 24年 10月 29日（月）～平成 25年 2月 18日（月） 
（２）回数    ７回 
（３）カリキュラム（日程、テーマ、講師、テーマの概要等） 
 
プログラム１ 
平成 24年 10月２９日（月） 18:30～20:30       場所：山吹会館                           
テーマ：一店逸品運動の取組みと考え方  
講師：太田 巳津彦     ㈱ワイキャップコンサルティング  代表取締役 
内 容：開講式  塾生の紹介 ・講師による講演 ・塾生との意見交換会 
 
プログラム２ 
平成 24年 11月 5日（月）  18:30～20:30      場所：蓮馨寺講堂                          
テーマ：商店街活性化の事例に学ぶ～商店街は何をすればよいのか～ 
講師：石塚 雅明 ㈱石塚計画デザイン事務所 代表取締役 
内 容：講師による講演 ・塾生との意見交換会 
 
プログラム３  
平成 24年 12月 17日(月) 18:30～20:30 川越商工会議所 
テーマ：川越のまちづくりとこれからの商店街に期待すること 
講師：秋山修志   ここまち経営計画研究所  

 
㈱まちづくり川越 

中心市街地活性化協議会 

川越サンロード商店街  

川越名店街  

 

川越新富町商店街 

連雀町繁栄会  

塾生 

塾生 

塾生 

塾生 

大正浪漫夢通り商店街 
塾生 

その他の川越地域 

近隣商店街 

塾生 

コーディネーター 

 

 
川越商工会議所 



内 容：講師による講演 ・コーディネーター進行による塾生との意見交換会 
プログラム４  
平成 25年 1月 21日（月） 18:30～20:30  川越商工会議所 
テーマ： 地域住民と共につくる観光と商店街再生事業の取組み 
 講 師：小塩稲之   （社）日本セールスレップ・販路コーディネート協会会長 
川越まちづくり会社の役割と観光イベントの取組み、考え方  
講師：中林 明  小江戸観光協会  専務理事 
内 容：講師による講演 ・コーディネーター進行による塾生との意見交換会 
    2月 4日に予定していた研修会が、大分市で開催される、連絡会議および   
成果報告会と日程が重なってしまったため、2人の講師による研修会に変更した。 
参加者数： 名（うち塾生 名） 
 
プログラム５ 
平成 25年 1月 30日（水） 10:00～18:00  秩父商工会議所 
現地視察：秩父市みやのかわ商店街 
講師：秩父市みやのかわ商店街振興組合 島田 前理事長 
内 容：講師による講演 ・塾生との意見交換会 
参加者数： 名（うち塾生 名） 
 
プログラム６ 
平成 25年 2月 25日（月） 18:30～21:00  場所：小江戸蔵里 
テーマ：私の商店街活性化プランを作る（ワークショップ） 
講 師：（株）全国商店街支援センター チーフマネージャー 野田 良輔氏  
内 容：・商店街事業計画の立案の方法を氷見の事例を交えてレクチャー 
    ・事業計画立案のワークショップ 
 
プログラム７ 
平成 25年 3月 14日（月） 18:30～21:00  場所：川越商工会議所 
テーマ：私の描く商店街（プレゼンテーション） 
講 師：（株）全国商店街支援センター チーフマネージャー  
内 容：・塾生による活性化プランの討議、マトメとプレゼンテーション 
    ・野田 良輔氏からの講評・アドバイス 

 
 



８．事業の成果と課題 
 事業目標１  商店街のサービス向上と意識改革を推進する人材の育成 
 
【成果】 
商店街活性化の根幹は、自店の魅力をどう高めるかにあり、お客様サービスをしっかり

構築して伝えていくことの大切さを再認識していただいた。 
個店の魅力発信を「商店街全体」で取り組むことで、その効果が上がるという理解を深

めていただいた。 
以上から、個店が活性化する事と、商店街が連携しながら事業を行うことが、 

活性化への道であるという意識を共有できたことである。 
「自分だけがよければいい」と考えるのではなく「商店街全体でやった方が、自店にと

ってもいい結果に結びつく。仲間と一緒でなければできないことがある」という気づき、  
内なる意識改革を喚起できたことが大きい。 
 
事業目標２  地元住民とともに地域・商店街の活性化に取り組む人材の育成 
【成果】 
 生活便利な商店街に生まれ変わるには、コミュニティとしての商店街の意義をさらに掘
り下げ、川越を愛し、街に住む人のアイデンティティを担うという、意識を高めたことで
ある。 
個店の売上げが向上し、街もにぎわい、商店街が活性化することが、「川越を愛する心」や
「コミュニティアイデンティティ」に繋がることを理解していただいた。 
 時代や環境が変わってしまった今、商店街から離れてしまった市民に、もう一度商店街
に参画してもらう機会は、商店主自らが意図して作らねばならない。 
自店への来客を増やすことは、お店に来てくれたお客様と顔を見て接し、会話をし、販

売活動を行う機会を増やすことである。「商店街での営みが、川越を、そして豊かな地域社
会を守ることである」という使命感や誇りを自覚していただいた。 
 
事業目標３  川越中心市街地の商業者が連携出来るイベントやネットワークの創出 
【成果】 
 研修後の意見交換、秩父のみやのかわ商店会の視察を通じて、塾生同士が語り合い、  
仲間意識を持てたことは大きな収穫であった。 
 具体的には、研修で学んだ「逸品の会運動」が、一番街商店街でスタートしたこと。   
次に菓子屋横丁商店会に波及し、順次、「小江戸川越・逸品の会」の連絡協議会を組織して
いく機運が高まってきた。 



更に「商店街のぞき見ツアー」「まちゼミ」を企画する構想も生まれつつある。 
顧客と商店との情報交流、買い物機会の創出を目的に、試飲、試食、実演、体験、講習、
景品、割引等の、買い物交流を企画し、商店主同士が協働する。これらの事業が成功する
かは、連携者同士の熱意、使命感、責任感、行政の協力で決まる。タウンマネージャーの
コーディネート力と「川越・商人塾」の研修が起爆剤となり、塾生の「士気力向上」に    
大いに貢献したことは間違いない。 
この研修を契機に事業として、取り組みたいイベントも具体化しつつある。 

①地域の文化活動、②お寺コンサート、③朝市、バザール、④ちんどんフェスタ、⑤Ｂ級
グルメ大会、⑥キッズフェスタ、⑦七五三街歩き、⑧赤ちゃんハイハイコンテストなど。 
  
 
９．新たな課題とその対策について 
 
商店主対象の研修会は、当初、商店主の参加意識が低い点が主催者を悩ませ、     

問題となった。自店の営業があり、既存事業や会議などの合間を見つけての参加は、   
厳しく、毎回、参加を呼びかけるのに苦労をした。 
 
①塾生の参加意識を上げる対策 
  前述のとおり、川越市の中心市街地は南北に細長い形状をしており、北部地域は蔵造
りの町並み、時の鐘、川越城本丸御殿、川越まつり会館等の観光スポットがあり、一番街
商店街、菓子屋横丁商店会などを中心に賑わっている「歴史的・文化的地域」である。 
南部地域は鉄道駅を中心に大規模店が集積した「商業・業務集積地域」となっている。 

商業については、北部地域は観光客、南部地域は買物客といった集客構造となっており、
約 30あまりの商店街（会）が組織されている。 
北部の歴史的・文化的地区（明治・大正の街並み）南部の商業・業務地区（平成の街並

み）に対して、結節エリアの中央通商店街（昭和の街並み）とそれぞれ、趣が異なる。 
従って、多くの商店街を抱える川越市では、それぞれの思惑や課題も異なり、商店街単

位での研修の方がまとまる。各商店街の会長をリーダーに、商店街単位で抱える課題解決
の研修から取り組むのが上手くいく。この方式で、中央通商店街や菓子屋横丁会の別の研
修会を実施した時には、１商店街だけで、25～30名の出席者があった。従って、今後、川
越商人塾を実施する機会があれば、前半は個々の商店街研修でスタートし、合意形成され
てから、後半に中心市街地共通のテーマで研修するツーステップ方式で実施してみたい。 
   
 



１０．今後の展開  事業を通して気づいたこと、得られたこと 
 
本事業をきっかけに、塾生同士が中心市街地ネットワークを築くことができたため、  

情報交流、お互いの商店街やイベントに出向く等の一歩踏み込んだ交流による相乗効果が
期待される。 
本事業の終盤２回で、塾生各々が、商店街活性化プランを作成し、発表をしたことで、

具体化出来そうな事業プランも出てきた。塾生の意識も向上し、「新しいことをやってみた
い」という意欲が高まっている。 
塾生が商店街活動に励みながらも、将来への不安や閉塞感を抱えている点も痛感した。

後継者難に対するプレッシャーもある。 
今回の研修会に参加した塾生は、各店の事業目的や目標はそれぞれ異なるが、研修で得

た達成感やつながりの意識が、商売をがんばろう！という気持ちを奮い起こす原動力とな
ったことは間違いない。 
このような気持ちを日々積み重ねることが次に向けての行動を生み出す効果があること

を理解していただいた。 
当会もチャンスがあれば、このような研修事業を続けて活用できたらと思う。 
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