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１．事業目的 

（１）対象地域の概要と課題 

駅前はにぎわいを見せており、今や流入人口は多摩地域では一位となっている。

それとは反して、少し駅から離れると、畑の広がる農業の盛んな地域も見られ、

まさに都市と農業の共存する街でもある。 

また、ここ近年は、アニメの舞台としてとりあげられることも多く、アニメ観光

としても注目を浴びている。今後、この立川では、新たな顔として第一デパート

を中心とした跡地に地下２階・地上３２階の複合ビルが建設され、立川駅西側自

由通路と接続する公園広場の整備や北口ペデストリアンデッキとの接続など、利

便性・回遊性の向上が期待されている。 

さらに、家具販売チェーン「IKEA」、大型複合商業施設「ららぽーと」のオープ

ンも予定されており、街での人の流れも変わっていく様子が見られる。 

 

個店来店者を増やす先進商店街の事業手法「まちゼミ」「商店街バル」はすでに取

り組みが開始されている。この部分は安定運営を目指していきたい。 

今後の課題として、めまぐるしく移り変わるまちの状況を受け入れながら、今、

どうあるべきか考え続けていかなければならない問題がでてきている。この時期

考えられることそれは、アニメの舞台にとりあげられたりしている今こそ、それ

をきっかけに街に身近なものにスポットをあて、まち全体がつながりにぎわい、

地域の知名度アップにも貢献できる、街のブランドつくりを行う機会ではないか

と考えている。またそれを情報発信する力、若手の力を発揮させる場としても、

商店街でのSNS活用も並行して考えていくことが必要なのではないかと考えてい

る。 

 

（２）目標（次世代リーダーの育成像） 

・市内商店街の同世代の次世代リーダー達を互いによく知り合い連帯意識を持つ。 

・商店街での組織力強化の必要性を学ぶ。 

 

自分たちが所属する商店街の存在意識を再認識し、街全体を視野にいれた見方、

考え方を学ぶ。今後様々なプランをうちだしていく際に、計画企画から実行まで、

中心となるべく、ﾘｰﾀﾞｰとなる意識をもち、そのスキルも身に着けてほしい。 

自分の属する商店街、もしくは属してほしい商店街の中で、身近にあるものをど

うブランド化できるか、どう情報発信できるか、各現場で発信してほしい。 

課題解決の為には、各箇所、商店街で見えてこない若手を出してもらい、今後の

商店街内で弱い情報発信の役割を担いながら、中心となるべき人物となってもら

いたい。 
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２．事業内容 

 

カリキュラム（日時、テーマ、講師、出席者数、実施内容等） 

第１回  9 月 27日（金） 15名参加 

 テーマ：「なぜ、リーダーが必要なのか？」 

  「商店街観光・ブランド作りとは？なぜ、今、地域のつながりが大事なのか」 

講師：阿部眞一氏（岩村田本町商店街振興組合理事長） 

 

打ち上げ花火的要素の集客イベントから脱却し、何のための商店街活動かを、せ

がれ世代が勉強実践。大型店出店に伴う商店街としての対策などにも取り組んで

きたお話しを伺う。 

1、 将来のビジョンを持ち、仲間と共有する重要性と、リーダーの役割と自らが努

力して取り組んでいく行動力を学んだ。後継者はすぐに社長にはなれるが「経

営者」になれる商人は少なく、多くを学び経験をする必要が有るコトを学んだ。 

2、 シートを活用したワークショップで、本日学んだポイントを各自が整理でき、

自店の環境での展開のイメージがつかめた。また、シートを活用して、互いに

情報交換を行うことにより、更に自己の考え方やビジョンがしっかりと把握で

きると伴に互いのコミュニケーションが深まり、参加者の意識連携が円滑に結

ばれていった。 
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第 2回  10月 25日（金） 17名参加 

 テーマ：「アニメで活性化を仕掛けた商店街」 

 講師：杉原正伸氏（ポッポ街商店街振興組合理事長） 

 

商店街の中で、身近にあるものをどうブランド化できるか、どう情報発信できる

かを中心に、街にとって、アニメを取り上げた事業以上の効果が表れているとい

うことも含め、現況をお話し頂く。 

1.ポッポ街商店街振興組合の現在までの取り組みと、その成果について一過性の

イベントから、継続・育成していくイベント（参加型・商店街内での会場設定）

とし、地域の オリジナル文化の発祥に繋げていく。これらと個店のサービスや

商品のあり方を顧客としっかりと向き合いリサーチし、品揃え等に活かし、商売

の充実をはかることの重要性を学んだ。 

2.上記内容を受けて、別紙ワークシート「街のブランドの見つけ方と、育て方」

を活用し、街の資産に気づき、育てるためのワークショップを展開、人間関係形

成能力の自他理解力とリーダーシップ＆メンバーシップの具体的体験演習の形

態で実施した。 
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第 3回  11月 27日(水）～28日(木)   10名参加 

 テーマ：先進商店街視察などの研修の実施 

 視察先：岡崎・名古屋（愛知県） 

 

まちゼミ発祥の地岡崎のお店の方や、運営部隊の方々にお話しを伺い、街の様子

を視察。また、名古屋市にある、様々な店舗がごった煮的に集積する庶民的な下

町として市民に親しまれている大須地区にある大須商店街を視察。工業地域（中

心市街地外）における大規模商業施設の立地が増加する傾向の中、平成１９年１

１月に１万㎡を超える大規模集客施設の立地規制が行われた。続いて準工業地域

においても立地制限。  

1.「まちづくり会社」を商店街や個店が中心に創業し、岡崎地域の商業の更なる

活性化に取り組んでいる。 

2.大須商店街は、通り（線）から地域（面：ブロック）の概念で活性化事業を展

開、個店のマップ掲載は商店街加盟の有無での差別は無く、地域の生い立ちを大

事に「混在の楽しさ」から賑わいを作り出している。その一方店舗の出入りも激

しい商業地域である。 

 

視察メモを活用し、各先進商店街を訪問し、意見をまとめあげた。 
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【視察目的に対する成果】 

 立川でも、取り組みはじめた「まちゼミ」の先輩地域の長年のノウハウ（顧客対応・商

店街組織内対応）を事務局よりわかりやすい事例を元に説明をして頂き、多くの得るべき

点が見いだされた。 

 また、個店を訪問しそれぞれのお店がどのようにまちゼミを実践し、成果や問題点を次

の更なる展開につなげているかを店主から生の声で聴くことが出来、意識高揚につながっ

た。 

 大須の「混在の賑わい」を活かしたイベント、マップ展開、振興組合内の人材育成の仕

組み（イベント主幹の引き継ぎによる）を知ることができた。 

 

【視察の成果をどのように活かすか】 

 今回の賑わいの対照的な２地域の、それぞれの取り組みと成功事例を知り、時代ととも

に変化する地域の環境にいかに適応した対応が求められるかを再認識することが出来た。 

 方向性と中期ビジョンを常に意識し、地域の関連組織などとの情報共有・連動を活かし

た商店街運営が重要である。 

 参考に出来ることは積極的に取り入れていく姿勢を大切に展開していく。 

 また、商店街を支える個店の強化（お客さま視点の魅力溢れる商品とサービス充実）と

共に、集客施策（イベントやマップづくり等）も参考にしていきたい。 

 商店、商店街、連合会、まちづくり会社、などそれぞれの時代の要望で形態は変われど、

その要は「人」であり育成である。 

 商店街と共に地域を考えたり、イベントに参加して活動をすることで「地域人材育成」

につながる取り組みが出来る「まちゼミ」や連合会事業に挑戦していく。 
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第 4回  12月 16日（月） 17名参加 

 テーマ：「商店・商店街における情報ツールの実践的活用法」 

 講師：竹内幸次氏（（株）スプラム 代表取締役、中小企業診断士） 

 

 ホームページやブログ、ツイッター、フェイスブック、様々なツールの活用を

知ってもらい、SNS はどのように活用していけるのか、街や商店街で活用できる

ITとはなんなのかを検討。 

1.近年までは情報発信の環境としての性格が強く、また専門的な高額なソフトの

活用や専門知識を必要としてきたインターネットの環境が、利用者間の情報共有

や、ネット環境内ソフトウエア（無償利用可のもの）が多く形成されてきている

事実を再認識できた。 

 また、作成時間も短時間でよく、慣れは必要ではあるが店舗や商店街からの情

報発信としての活用としては十分な機能であり、今後の情報発信に役立てて行く。 

2.上記内容を受けて、別紙ワークシートで、顧客の購買行動につながる要素と、

購買後の展開を、自店の商品やサービスを思い浮かべ、店頭対応、ネット展開に

ついて検討をおこなった。 
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第 5回  1月 17日（金） 13名参加 

 テーマ：「商店街活性化プラン作成」 

～輝く個店が育つ商店街活性化プランをつくろう～ 

講師：中山司氏（アウェアネス 代表） 

 

1.「商」ブランディングのポイントについて研修を実施した。 

 情報を伝えるコトの重要性、キーパーソンの見極め、ベネフィットの柱は相手

の利益とする、コンセプトの重要性とわかりやすさが重要なポイントとなる。 

 また、オリジナル性の付加と、実践行動の PDCAサイクルの連続向上性を時間軸

で展開する。これらを、シートに記載しつつ、グループで情報交換を展開し、互

いの情報の共有化をおこなった。 

2.中期ビジネスシナリオ作成シートを活用して、あるべき姿、プロセスステージ 3

セグメントを、個店、商店街、プラス１の 3項目から個人として記載し、その後

2グループにて共同作成を実施した。 
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最後に２グループの発表と情報交換を実施した。中期ビジョンを意識した 2 つの

ビジネスシナリオが作成された。 

・立川ブランド創出プロジェクト ・一坪シェアリング(軒先 SHOP)プロジェクト 
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第 6回  2月 7日（金） 19名参加  

 テーマ：「商店街活性化プラン発表」 

 講師：中山司氏（アウェアネス 代表） 

 

1. ㈱全国商店街支援センター 代表取締役社長 桑島俊彦様より、商店街の現状

と今後の展望について講話を頂いた。 商店街と街の祭りの関連性の例「祭り

は平時における防災訓練」、「商店街は街のコミュニティーの担い手」他 

2. 「聞いてもらえるプレゼンのやり方」について研修を実施した。 

3. 「輝く個店が育つ、商店街活性化プランをつくろう」の企画案の発表会 

中期ビジョンを意識した 2つのビジネスシナリオが発表された。  

・立川ブランド創出プロジェクト 

・一坪シェアリング（軒先 SHOP）プロジェクト 

スピンオフ企画（商店街組織強化実践イベント：オニバルが大成功の報告） 

4. 閉塾式：関連各代表挨拶、修了認定証の授与、記念撮影、他 
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３．まとめ 

（１）目標に対する成果 

 目標であった「市内商店街の同世代の次世代リーダー達を互いによく知り合い連帯意識

を持つ」「商店街での組織力強化の必要性を学ぶ」2つは達成された。 

 事業全体の大きな特徴である先進事例関係者からの肉声の体験談による、知識と技法と

裏話（努力）による参加者全員の情報共有、その後のオリジナルワークショップシートを

活用しての参加者間のディスカッション（所属商店街や個店での活かし方）による情報の

深掘りと、立川地域としてのアイデアの創出が各回できたことが参加者間の大きな連帯意

識強化につながった。 

 岡崎地域や名古屋大須地域の商店街視察に関しても、現地の環境とそこで活動する組織

の工夫と現在までの努力内容、将来に向かっての現在の取り組みをリアルに把握すること

ができた。更に往復の車中内でも大いに立川地域の商店街とそれを構成する各個店の将来

に対する（東京オリンピック開催までに何をするか）VISION を語り合う貴重な時間となっ

た。 

  

 

・ 参加メンバー間の研修内容の情報共有や、THE 商人塾・立川道場の活動内容の情報公開

を SNS(facebook)で展開をした。 

以前より立川市商店街振興組合連合会では、インターネット環境を活用した情報発信等

に取り組んでおり、内部組織の立川商店街研究会では、facebook のグループの活用と

Cloudデータベースの活用を行っている。 
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また、特に「組織力強化の必要性」に関しては、THE商人塾立川道場が終了後に有志が残り、

特定地域（立川駅南口 錦地域）を題材に商店街組織強化事業を立ち上げて実践し（オニ

バル）、地域の商店街の個店に対して大きく影響を与えることができた（商店街未加入個店

に商店街事業を体験して頂き、商店街への加入価値を再認識してもらう）。 
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（２）塾生による商店街活性化プラン 

 

商店街活性化プラン作成に対しての課題解決に向けた今後のアプローチ方法や活動方針 

 商店街が今まで実施してきた内容に含まれる多くのノウハウを整理し、それらのノウハ

ウと新しいアイデアや条件を組み立て、再構築する。 

 また、各商店街の年間イベン卜や、複数商店街の連携プロモーションとの連動も考慮に

入れて詳細計画を構築し、中期ビジョンの中で実践していく。 

 概要の企画&計画策定案を、連携候補先にブレゼンし、意見や工夫提案などを頂き、更に

実現可能で効果的なアプローチ法を模索し、実行計画に結びつけることとする。 

 

 

 

中期ビジョンを意識した 2つの商店街活性化プラン 

  

 ・立川ブランド創出プロジェクト 

 ・一坪シェアリング（軒先 SHOP）プロジェクト 
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立川ブランド創出事業プロジェクト 

① 事業の背景情報の共有化→危機感や目的意識の共有化 

 ２５年１０月の市資料→２４年 178,692 ２５年 178,407 ５５年 156,686 

 昼間人口は、２２年 203,252（昼間人口比率 1.13、近隣市は 1.00以下）→２７年 197,464 

 中央線の乗降客数も減少方向、地域間競争の激化→テーマ発信力のないまちは認知さ

れない。 

② 北口駅前の大型開発計画 

ピンチをチャンスにするには→大型店の買い物客を市内店舗に誘導！ 

流入する来街者への情報発信（発信するイメージの策定） 

発信ツールを工夫する前に Seed（発信すべき種：ネタ）の明確化  

③ PDCAの前に R！（Research：調査、研究） 

エリアのイメージづくり 

無い物ねだりはダメ！→まちの歴史や特性や StrongPointは何？ 

時代に即応したテーマ、カテゴリー：駅周辺の飲食店(多）、都市近郊農家(多）＋競輪場、 

日本一の高校自転車部、健康、食の安心安全、人口減少社会→地域経済循環型システム 

（地産地消）グルメブーム、東京オリンピック、地域ブランド、子育て支援と食育 

④ 地域の農家と連携し、安心で安全かつ新鮮で美味しい食材 

地域ブランド商品の立ち上げ→地域経済循環型システム（相互扶助の絆）、ブランド化

した食材やレストラン→世界から立川へ 

⑤ イベントからムーブメントへ 

明確なビジョン→目指すべき「街」のかたちは？ 

メディアとの共同キャンペーン「子どもが元気に育つまち」 

食育、見守り、子ども連れ顧客への対応、安心安全→地域における商店街の役割 
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一坪シェアリング（軒先 SHOP）プロジェクト 

① 商店街が抱える課題の解決 

シャツター店（閉店時間が早い店先、定休日の店先、その他） 

駅から離れた店・・・知ってもらいたい！ 

物販店、サービス店の普及。 

 

② 街中、賑わいの演出 

ワクワクする奥行きのある街づくり 

 

③ 軒先の活用（クラフトアート、イベント、ケータリングサービス、仮店舗、マルシェ 

チョット楽しい、明るい、小さな店舗のワクワク横町 

どこに？どんな店舗？が現れるか？ チョット不思議な演出の横町 

 

④ 街中の街の奥行き拡大 

立川らしさの拡大 アート！ 自然公園！ 近隣農家のフレッシュ野菜！ 

 

⑤ 立川だからの創出・・・委員会の設置（ルールの作成）→特区申請 

規制や制度、所有者など多くのハードルに挑戦し、新しい商店街と街のコラボをめざす。 
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（３）新たな課題とその対策について 

＜新たな課題＞ 

・ 開催時間帯と参加者に関して 

今回、女性経営者が多く参加して頂き、女性ならではの感性と視点が全体の意見の中で、

新たなポイントとして輝きをはなった。一商店街より 2～3 名の塾生に受講してもらう

ことが理想であるが、個店の営業時間や業態（物販・飲食・サービス）によって開催時

間帯の検討が必要である。 

 対策案：商人塾の開催時間帯の変更（朝 or 昼 or 夜）の検討。業態別に分科会を連動さ

せて、それぞれの特異性の中で商人塾参加者が中心となり展開をする。次世代経

営者への情報伝達と参加行動を誘発する仕組みを構築する。それらを中期視点で

捉え、より多くの若手経営者の参加を促進させ「若手経営者の仲間づくり」と共

に共通の目的を柱にベクトルを統合して商店街と個店の相互発展をめざす仕組

みとする。 

・ 参加者より、今回の商店街活性化プランへの具体的な取り組みについて、継続し 

て研究会等で取り組みたい旨の要望がだされた。 

  対策案：2つの立川未来ビジョンについて、たちかわ商店街研究会内で具体的な取り組

みについて検討する。 

 

 

（４）今後の活動の展開 

・立川道場 2014 

 今回の成果としての「2つの立川未来ビジョン」をより深掘りして、具体的な展開に持っ

て行ける形態の内容で実施する方向で検討する。（今後の可能性をよく見極めたうえで、

商連役員、行政、関連団体などの意見もふまえ、場合によってはブラッシュアップしてい

くこととしたい。） 

・facebook内の立川道場グループは、今後も運営しメンバー間の情報共有や情報発信を 

 していくこととし、「若手のチカラの発揮の場」として充実をはかっていく。 

・今回の立川道場スピンオフとして誕生した特定地域（立川駅南口 錦地域）を題材に 

した商店街組織力強化事業については、商店街はイベントなどで人を集め、個店はそこ

に集まった人をお客様にしていくという従来の手法ではなく、チェーン店などと比べＰ

Ｒ力が弱いとされる中小個店に直接お客様を呼び込むことにより、商店街事業をわかり

やすいカタチで知ってもらうキッカケとすることに成功した。 

今後は、若手経営者を中心に更なる活性化と組織力強化を目的として、同様の事業につ

いて研鑽していきたい。 
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平成２５年度 ＴＨＥ商人塾！事業 

 

委託元：株式会社全国商店街支援センター 

〒１０４－００４３ 

住所：東京都中央区湊１－６－１１ 八丁堀エスワンビル４階 

 ＴＥＬ：０３－６２２８－３０６１ 

委託先：立川市商店街振興組合連合会 

 〒１９０－００１２ 

住所：東京都立川市曙町２－３８－５ 立川ビジネスセンタービル１２F 

ＴＥＬ：０４２－５２７－２７８８ 

 


