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実施機関名：都市問題経営研究所（大阪府大阪市） 

参加商店街：黒門市場商店街振興組合、戎橋筋商店街振興組合、道頓堀商店会、心斎橋筋北

商店街振興組合、千日前道具屋筋商店街振興組合、道頓堀商店街振興組合、なんさん通り商店

街振興組合、難波センター街商店街振興組合 

テーマ：ミナミの商店街の活性化のための方策（観光化、子育て支援、高齢者の支援と活用） 

 

   

 

１. 事業目的 

（１） 対象地域の背景と課題 

１． 地域の概要（人口動向、経済状況、大型店の動向等の地域商業の状況等） 

・ミナミはキタに次ぐ大阪の繁華街・ターミナル。難波駅南海本線、高野線、近畿日本鉄道大阪

線、奈良線、阪神電鉄、JR 関西線、地下鉄御堂筋線、四つ橋線、千日前線が乗り入れてい

る。 

・人口の減少（中央区全体では平成２０年７万３，２５９人から平成２５年８万６，０３２人増え、老

齢人口は１８．２％から１６．７％に減少、１４歳以下人口は７．９％から８．４％に増え、都心へ

の単身者、子育て世代の回帰が窺える。 

・しかし、黒門市場周辺では住民の高齢化が目立ち、高齢者支援と単身者、子育て世代の支援

が両方とも課題になっている。 

・経済状況は消費増税などの影響で横ばいであるが、一方で飲食店等での人手不足が顕在化

しつつあり、子育て支援による女性の就労支援と高齢者活用が重要な課題といえる。 

・観光客、特に外国人観光客の増加が顕著であり、外国人観光客への対応が重要課題であ

る。 

・ミナミは、阿倍野ハルカス、梅田のグランフロント大阪に挟撃され、対抗策が必要になってい

る。 

 

２．地域の商店街などが抱える問題・課題 

 

 ・空き店舗の増加、業態転換、出店者確保 

 ・団塊世代以降の指導者が育っていないので後継者の育成が必須 

 ・黒門市場ではチェーンの大衆店増加などで、卸の売上減少、高齢化で小売の売上減少 

 ・増加する観光客への対応（トイレ、休憩所、情報提供など） 

 ・阿倍野ハルカス、梅田のグランフロント大阪の挟撃への対応策 
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（２） 目標（塾生の育成像） 

・参加する商店街は大阪ミナミの中心街に属する老舗有名商店街で、以前は大阪の中心街であ

ったが、北にオフィスや交通が集中し、衰退気味であったところへ、昨年梅田にグランフロント大

阪が開業し、今年になって南側のターミナル阿倍野に日本一の高さの阿倍野ハルカスが開業し

たため、挟撃される形となり活性化が必須である。 

・一方商店街では、各個店の後継者は確保されているものの、商店街全体の方向性を定め引っ

張って行く団塊世代より若手のリーダーが十分に育っていない。 

・観光化、外国人観光客の増加、それに対応するための情報化、子育て支援と女性活用など、新

しい課題に対応するためには新しい感覚の女性を含む若手リーダーの育成が望まれる。 

 

２. 事業内容 

（１） カリキュラム 

（全９回 コーディネーター：樹林 清人氏（株式会社インフォマティカ 代表取締役）） 

日時 講義テーマ 講師 

9 月１日(月) 

18:30～20 :30 

都心商店街の生きる道－次世代のリーダー

に期待する 

石原 武政（流通科学大学商学

部特別教授） 

9 月 16 日(火 ) 

18:30～20 :30 

都心商店街の生きる道－激化する大阪流通

戦争の中で生き残りをかけた近隣商店街の模

索 

小柳 和彦 

（オフィス・パザパ代表） 

9 月 22 日(月) 

18:30～20:30 

地域と取り組む外国人観光客へのおもてな

し～外国人観光者受入に情熱を燃やし続け

る旅館経営者の外国人観光感 

澤 功（澤の屋旅館館主）  

10 月 20 日(月) 

18:30～20:30 

外国人観光客対応のための情報提供と免税

販売対策 

渡辺 伸三（㈱ﾒﾃﾞｨｱﾌﾞﾘｯｼ・ﾞｿﾘｭ

ｰｼｮﾝｽﾞ代表取締役 

11 月 14 日(金) 

18:30～20:30 
商業政策の現状と人材・リーダー育成 

桑島 俊彦（烏山駅前通り商店

街振興組合理事長） 

11 月 25 日(火) 

18:30～20:30 
子育て支援と高齢者の活用による生き甲斐対策 

読谷山 洋司（㈱アデーレインタ

ーナショナル代表取締役） 

1 月 14 日( 水) 

7:00～21:３0 
東京の街歩き観光と外国人観光客への対応 － 

1 月 26 日(月) 

18:30～20:３0 
活性化プランの検討 － 

2 月 23 日( 月) 

18:30～20:30 
活性化プランの発表 － 
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（２） 視察研修 

視察先：東京の街歩き観光と外国人観光客への対応 

テーマ：築地市場、アメヤ横丁、浅草仲見世、かっぱ橋、澤の屋旅館等 

講師：－ 

視察の目的：大阪で最も多くの観光客が訪れるミナミに匹敵する観光スポットは、東京の銀座から

築地市場、アメヤ横丁、浅草仲見世一帯しかないとの判断から、この地域を視察した。 

 

視察の成果： 

１．築地場内市場：寿司屋を中心に、急増した外国人観光客（特にアジア）の現状を視察。黒門市

場でも凄いと思っていたが、それ以上の繁昌ぶりに一同驚きが隠せなかった。他店に迷惑をか

けない並ばせ方の工夫が参考になった。 

２．築地場外市場：規模の大きさにびっくり。日本人観光客中心に、平日でも賑わっており、銀座か

ら至近で、ミナミの繁華街に隣接する黒門市場との立地の類似も大いに参考になった。路地奥

のスペースの使い方－イートインなどは参考になった。 

３．アメヤ横丁：商店街に隣接する吉池ビルの吉池食堂視察、商店街幹部と交流、商店街視察。

暮れには正月の買物で混雑し、テレビにも頻繁に取材される良く似た市場同士の交流で、大い

に参考になった。外国人観光客対応では、むしろ黒門市場の方が進んでいる（多国語対応の

ガイドブック、メニュー等）ようで、今後の交流・相互視察などを約束しあって、効果があった。 

４．かっぱ橋：千日前道具屋筋の塾生中心に視察。長い商店街で店舗数も多い中で、大きな加盟

店ステッカーを店先に貼付して明確にしていた点、シンボル像の設置など歴史を大切にする姿

勢と歴史を作っていく取り組みが参考になった。 

５．浅草仲見世：店の構え、規模が統一されている点、営業の仕方でも他店への配慮（自店の商

品の食べ歩き禁止など）を行っている点などが参考になった。 

６．澤の屋旅館訪問：座学の講師としてお招きし、講義内容も大好評だった、澤の屋旅館の澤代

表を表敬訪問し、実際の旅館を見学し、座学の内容を実体験でフォロ－。日本で最も受けて

いる外国人への対応を実感した。古い建物だが手入れが行き届いていて心地よい空間となっ

ている。 
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３. まとめ 

（１） 活性化プラン 

プランの考え方・内容説明等 

１．テーマ１ インバウンドに頼らず従来の顧客を大切にするアプローチ 

①現状と課題：卸の顧客（ミナミの飲食店）の減少、小売りの顧客（近隣居住者）の減少と高齢

化、中央区は人口増加、外国人観光客急増、近隣顧客に不満 

②活性化策：地域密着、個々の商店街で取り組む商店街本来の活性化策 

  １）近隣居住者とのコミュニティを重視した商店街活性化策 

  ２）近隣飲食店との連携による活性化策 

  ３）大阪ミナミ（黒門市場）を国内で売り込むことによる活性化策 

  ４）都心居住への期待を反映し周辺人口を増やすことによる活性化策 

  

２．テーマ２ 商店街が連携しつつ活性化する方策 

①商店街を点ではなく面で捕らえる時が来た：流通の多様化の中で、近隣、地域の商店街の連

携の必要性が増してきた 

②商人塾に参加して横の繋がり、人脈ができ、広い視野での状況判断が出来るように学習した 

③商人塾の座学と視察から学んだこと 

  １）大型店、ネットショップにはない地域が連携した実物体験型の販売戦略が見えてきた 

  ２）ファンつくり、顧客の固定化の重要性認識（澤の屋旅館）、歴史と共通目的の重要性（築地

市場、アメヤ横丁） 

  ３）街づくり条例と、所有と経営の分離の重要性（石原先生講義） 

 ④活性化プラン：商店街累計別の共存・共催の取り組み（繁華街型、専門広域卸型、日用買い

回り型など） 

３．テーマ３ インバウンドを中心にした商店街の活性化策 

 ①大阪ミナミでのインバウンド（外国人観光客）対応の現状：免税販売、ムスリム対応、多言語パ

ンフ、休憩施設、トイレ、コインロッカー設置、ＷｉＦｉ設置、体験型イベント実施など（個々の商

店街、個店の対応） 

 ②活性化策： 

  １）インバウンドをキーワードとして面的に広げていく（企業からの発信、商店街からの発信、地

域からの発信） 

  ２）大阪から世界への情報発信：外国人に日本の文化を知ってもらう、外国人が興味もつことは

日本人も興味ある 

  ３）実際に始まった事例：スイスホテルのイブニングウォーク（外国人案内）は実際の効果大 

  ４）インバウンドを通じて企業・商店街・地域の連携、そのためには人の縁 
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（２） コーディネーターの総括（本研修のポイント、重点的に指導した点等） 

１．本研修の講評 

テーマ１の講評：プレゼンテーション資料は良くなったが、説明が長くてタイムアップし最後ま

で説明できなかったのが残念。時間配分の練習不足か 

テーマ２の講評：内容はまとまってきたがプレゼンテーション資料の図解、視覚化にもう一工

夫があればよかった。説明でもアピール不足の印象、時間配分は良い。 

テーマ３の講評：これまで各商店街が取り組んできた外国人観光客対策を整理し、分析した

上で今後の取り組みについて具体的に提言。資料は簡潔で適格、ビジュアルも良い、プレ

ゼンテーションもテンポ良くメリハリがきいている。 

全体として非常に良かった。 

①プレゼンに座学講習、視察の内容が良く織り込まれている（講義の内容が理解できている） 

②これまでの取り組みがしっかりなされているうえに商人塾の内容が重ねられている。 

③商人塾で新しく気付いた事、塾生同士のコミュニケーションで得られたことが旨く盛り込まれ

ている 

④提言内容も具体的かつ実践的である。 

 

２．重点的に指導した点 

①現状と課題の把握：子育て支援、女性活用、高齢者の支援と活用の必要性の理解 

②商業の重点のシフト実感：物販からサービス、観光、外国人観光への重点のシフトを実感

すること 

③リーダーへの自覚を覚醒させること 

④地域との連携、個店の繁栄から商店街全体の繁栄への視点、またその逆の視点、大局的

な視点を獲得すること 

 

（３） 実施機関の総括（成果や新たな課題、今後の活動方針等） 

１．成果 

（１） 同じエリアにある複数の商店街組織であるが「これまであまり連携しなかった」が商人塾を

通して顔が見えるようになった。交流できたのは大きな成果だと考えられる。 

（２） 今後イベントなどの情報、告知などを相互に連携して行う契機になど、今後の活動が期待

できる。 

（３） 有名商店街が共同しての商人塾であるためマスコミも注目するところとなった。 

 

２．新たな課題  
（１） 塾生の出席率に相当のばらつきがあり、開催日程や開始時間によるものと考えられるが、

商人塾への応募の段階である程度塾生を確保する必要性とその段階で講師や会場の日

程を決定できない事情との時間的なズレへの対応が必要になる。 

（２）老舗の商店街では振興組合員が商売をやめテナント貸ししている場合にテナントが振興組

合に入っていないため、塾生を出せないというケースがあり、組合員以外も「塾生の資格が
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ある」としても組合では取り組みにくいという問題があった。 

 

３．今後の活動方針 

（１）商店街組織の枠を超えた塾生の横のつながりがそれぞれの商店街の活性化につながるよ

う、恒常的、定期的なコミュニケーションの場を設け、情報交換等を継続的に行っていく。 

（２）商店街の活動について絶えず横の連携を意識し、共同事業等を視野に入れた活動を行っ

ていく。 

（３）商店街が活性化策を実現するため、全国商店街支援センター、中小企業庁、国土交通省

の諸制度を積極的に活用していく。 

 

（４） 参加者（塾生）の感想・今後の意気込み等 

 ①商人塾に参加して色んなことが学べ、体験できて良かった 

 ②これまであまり無かった商店街同士の若い者の横の連携が図れたことが最大の成果だと

いう意見が多かった。 

 ③築地市場・アメヤ横丁など東京に視察に行けて、上には上がある（集客等）と実感でき、大

阪ミナミももっとやれると思った。 

 ④親会での連携とは違った具体的な横連携の取り組みが試行されつつあり以外だった（オブ

ザーバーの商店街理事長） 

 ⑤インバウンドの取り組みは東京より進んでいると思う 

 

（５） その他（成果物・報告事項等） 

塾生の発表資料 

 

１．テーマ１ インバウンドに頼らず従来の顧客を大切にするアプローチ 

  

 
   

（以下省略） 
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２．テーマ２ 商店街が連携しつつ活性化する方策 

  
   

（以下省略） 

 

３．テーマ３ インバウンドを中心にした商店街の活性化策 

   
 

（以下省略） 
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大阪ミナミ商人塾修了式（記念撮影） 
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