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「SDGs」という言葉が多く聞かれるようになりました。
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“やさしい街”になるために

豊かで持続可能な街をめざして
地域に根差して、コミュニティの一端を担う商店街。 街や暮らしのことを考えて実施する取組みは

「誰もが住みやすい街にした
い」というひとりの住民の願い
から始まったあざみ野の「認知
年 で、

症の人にやさしい街プロジェク
ト」
。発足からわずか

年 月の最終日曜日︑晴れ

多くの人とつながることに

一人の声を大切にしたら

あり方について学ぼう。

地域社会を豊かにする商店街の

野商店会協同組合。彼らから、

ロジェクトの立役者は、あざみ

ブメントへと成長した。このプ

ムなどを巻き込み、大きなムー

福祉施設や大学、サッカーチー

1

認知症の人に

年７月︑根岸さんはその思

はないかと思い続けていた︒

くことも多く︑何かできること

ちの暮らしにかかわる悩みを聞

をサポートする中︑地元の人た

ベント﹁多世代交流型ウォーキ

やさしい街プロジェクト﹂のイ

は︑
﹁あざみ野

声が響く︒この日開催されたの

ルパークあざみ野﹂の空に︑歓

わたった﹁アディダスフットサ

12

ウォーキングフットボールと

人﹁桐蔭学園﹂
︑若年性認知症

急ＳレイエスＦＣ﹂と︑学校法

主催の地元サッカークラブ﹁東

受け止め︑地域の福祉・保健サ

黒沼さんは︑それをしっかりと

表理事の黒沼勤さんに伝える︒

いをあざみ野商店会協同組合代

は︑走らない︑強いキック・浮

ービスを担う横浜市の施設﹁地
プ

の人の支援サービスを行う団体
ス

いたボール禁止︑ゴールしたら

ラ

域ケアプラザ﹂に話を持ちかけ

グ

︑そして﹁やさし
﹁GrASP﹂

人たちで︑スタッフには高校生

の親︑高齢者︑若年性認知症の

参加者は︑未就学の子どもとそ

誰でも参加できる競技︒今回の

ました︒自然にコミュニケーシ

とをやるという︑理想が実現し

一緒に︑同じ場所でひとつのこ

﹁多世代のいろいろな方たちと

ームプレイの賜物だ︒

やすい〝やさしい街〟にするた

﹁
︵意見交換は︶誰もが暮らし

黒沼さんは︑振り返る︒

になる︒

会は初めて意見交換をすること

た︒こうしてケアプラザと商店

全員で喜びを表現するなど つ

ングフットボール﹂だ︒

ʼ21

や大学生も混ざり︑総勢 名を

の基本ルールに則って行われる︑ い街あざみ野実行委員会﹂のチ

5

超えた︒このイベントの実現は︑ ョンを取りながら︑気を遣い合

さしい街〟ってなんだろう︑と

めに何かやろうよ︑じゃあ〝や
たり︒こういうことが普段の暮
らしの中にも︑浸透していった
らいいですね﹂
そう話すのは︑このプロジェ
クトが始まるきっかけをつくっ
た︑実行委員長の根岸里香さん︒
医療ソーシャルワーカーの経歴
をもつ根岸さんは︑結婚を機に
あざみ野で暮らし始め︑現在は
不動産業を営む夫とともに働い
ている︒同エリアで住まい探し

右）発起人で実行委員長の根岸里香さん。左）商店
会代表理事で副委員長の黒沼勤さん。このふたりが
中心になってプロジェクトを進めてきた

ったり︑優しい言葉をかけ合っ

70

あざみ野を“やさしい街”にすることをめざして、
’21年3月に発足。3月9日、第1回の会議を開催。
月1回の定例会には関心のある人なら誰でも参加で
きる。最近は会議室に入りきれないほど、人が集ま
るように。活動状況はSNSで頻繫に発信している

走らないフットボール！
総当たりで6試合を行った後は、全員で記念撮影。子どもから
お年寄りまで、
「楽しかった！」との声が上がっていた

02
03

幅広い世代が参加。
「走らない」といっ
てもつい走ってしま
う子どもたちの姿も

「やさしい街
あざみ野実行委員会」とは？

神奈川県横浜市

あざみ野商店会協同組合
4 つのチームに分かれ
て、初対面同士も一緒
にプレー。ゴールを称
え合う姿が印象的

ʼ20

結果として「SDGs」の達成にも貢献する。 そんな取組みの例をここに紹介しよう。

認知症でつながり、
認知症とつながる街へ

SDGsと商店街
特集

視察に訪れて以降、
「お互いパ
クリ自由」として活動。あざ
み野のキャンドルホルダーが
六角橋で展示されることも

根岸さんが黒沼さんに相談

地域ケアプラザと意見交換

六角橋商店街連合会
「まち×学生」視察

実行委員会発足

桐蔭学園・
桐蔭横浜大学と
包括連携協定

サッカークラブ
「東急 レイエス」と
連携・協力協定
六角橋商店街連合会と姉妹商店街協定

2020.12

キャンドルホルダーワークショップ
認知症サポーター養成講座／手こね石鹸づくり
薬、食事、運動の相談会 など

多世代交流ゴミ拾い
ウォーキングイベント

していることも知り︑商店会有
志たちは︑ 月︑六角橋商店街

年３月︑商店会の枠を超え

イベント月間へと突き進む

連携体制を整えて

進めていくこととなった︒

商店街を手本にプロジェクトを

こうして︑あざみ野は六角橋

︵笑︶
﹄と言ってくれて﹂

聞 い た ら︑
﹃もちろんパクって

もらってもいいですか？﹄って

た い こ と︒
﹃ こ れ︑ パ ク ら せ て

﹁これはまさに自分たちのやり

石原孝一さんと意気投合する︒

連合会を視察︒たちまち会長の

12

いうところから始まりました︒
〝みんなであいさつができる街〟
なんかどう？ などと話してい
るうちに〝認知症の人でも安心
して買い物に行ける街が理想だ
よね〟となったんです﹂
商店街の近隣の築 年の大規
模団地﹁すすき野団地﹂にひと
り暮らしの高齢者が多いことや︑
根岸さんが参加していた﹁まち
の相談所﹂という地域活動に︑
認知症に関する相談が多く寄せ
られていることなども明らかに︒
﹁それならば︑
〝認知症の人にや
さしい街〟をテーマに活動しよ
う﹂ということとなった︒
テーマを定めてみると︑身近
に認知症に関心のある人が案外
多いことに気づくように︒
﹁
﹃親が認知症なんだけど﹄と
か﹃もしかしたら自分もそうな
るんじゃないか﹄っていう人が
多くて︒認知症の活動は︑他人
のためだけでなく自分のための
活動でもあるんだと思いまし
た﹂
ケアプラザからの情報で︑同
じ市内の六角橋商店街が︑ 年
から神奈川大学の学生とともに
認知症にかかわる取組みを実践

を下支えするため︑他の組織と
の連携体制を強化することに︒
月には同区内の桐蔭学園・桐

蔭横浜大学と包括連携協定を︑
月には東急SレイエスＦＣと

連携・協力協定を︑六角橋商店
街連合会とも同月姉妹商店街協
定を結んだ︒
こうした体制下で︑大学生に

2020
2020.7

てより広く活動を進めるため︑
根岸さんを委員長︑黒沼さん他
３名を副委員長とした﹁やさし
い街あざみ野実行委員会﹂を発
足︒毎月一度定例会議を設け︑
活動について話し合うこととし
た︒その記念すべき第一回の会
議で︑世界アルツハイマー月間
の 月をプロジェクトのイベン
ト月間と定めたことから︑活動
はより具体化していく︒
一方商店会としては︑地域コ
ミュニティを担う組織の役割を
果たすべく︑このプロジェクト

よる認知症に関する意識調査や︑
プロジェクトを周知するイベン
ト﹁キャンドルホルダーワーク
ショップ﹂などが着々と進めら
れ︑９月のイベント月間を迎え
た︒数々の催しの最終日︑９月
日のクロージングイベントで
は︑学生による調査の報告と溝
上慎一学長による解説︑プロジ
ェ ク ト の 活 動 報 告︑
﹁商福学医
地連携のまちづくり﹂をテーマ
にしたパネルディスカッション
などが行われ︑これまでの活動
を総括︑次へとつながる布石と
なった︒

04
05

2021
2021.3

2020.9
桐蔭学園理事長、
桐蔭横浜大学学長の
溝上慎一さん（右）と
店主にアンケートを
実施している学生たち（左）
実行委員会発足当初から、9月をイベント月間として準備。
認知症サポーター養成講座や、認知症のセミナー、相談会
など数々のイベントを開催

ʼ21

26

2021.7

企画イベントリーダー
浜田悦子さん

地区センターや地域ケアプラザなどでワークショップを十数回ほど
開催。地域のさまざまな人が参加してくれた

2021.9

9

右）牛乳パックのラベルをはがし、思い思いに飾り付けをしたキャ
ンドルホルダー。左）つくる前に必ずプロジェクトの説明を行う

2021.8
活動を周知するため、7月からキャ
ンドルホルダーをつくるワークシ
ョップを行い、9月には40カ所に
設置した。認知症の当事者や家族、
支援者からのメッセージを貼るこ
とで、その声を多くの人に届けた。
「もともと地域で子育てに関するこ
とをやりたいと思っていたんです。
このプロジェクトを通して学んだ
ことを次の活動に活かしたい」

プ ロジェクトの歩み
月1 の開催で、
プロジェクトを推進！

S

商店会が協定を結び、
連携の輪を広げる！

あざみ野商店会協同組合
黒沼勤さん（右）
六角橋商店街連合会
石原孝一さん（左）

2021.12

ʼ16

東急 SレイエスFC
代表
土本和孝さん
世界アルツハイマー月間の
9 月にイベント目白押し！

50

11月の多世代交流ゴミ拾いウォ
ーキングイベントは東急Sレイ
エスとあざみ野商店会が共同で
開催。認知症の人とともにそれぞ
れのペースでゴミ拾いを行った

ウォーキングフットボール
を主催し、会場やボール、
ビブスなどを用意。
「共生社
会ってどういうことなのか、
体感できました」

2021.11

多世代交流型
ウォーキング
フットボールイベント

キャンドルホルダーワークショップ

7
8

SDGsと商店街
特集
認知症でつながり、認知症とつながる街へ

「教育機関として調査して全国データと比較し、この取組み
で何が変わったのかを全国に伝えるお手伝いをしたい」

﹁１年目なのでまだそれほど実
続けられる︒プロジェクトにか

知症になっても︑安心して住み

初回に 人程度だった実行委
感は湧いていませんが︑とりあ

員会の参加者も︑今では 人を
かわるみんなが︑そんな想いを

知り合いがいれば﹃あの店に行
こう﹄ってなりやすいですから︒
最近はこちらから声がけしなく

に認知症サポ

できれば全員

の 半 数 以 上︑

商店会の会員

ョンとしては︑

今後のビジ

よ﹂

くなりました

だくことも多

い合わせいた

の？﹄とお問

て も︑
﹃どうやって参加する

ロレスなどユニークなイベント

ドッキリヤミ市場や商店街プ

催したりするなどの活動を行っ

ポーター養成講座や講演会を開

作成して配布したり、認知症サ

ポスターやランチョンマットを

東急田園都
市線

えず仲間はどんどん増えていま

っという間に実行委員会ができ︑
地域のさまざまな団体を巻き込
みながら賛同者を増やしてきた︑
その急成長の秘訣はどこにある
のだろうか︒
﹁それは︑自分たちが楽しんで
商店会は世代交代が進んでいる

やっているからですかね︒会議
も楽しく笑いながらやっていれ
ので︑私と同年代の理事が多く
しれません﹂
と黒沼さんは笑顔を見せる︒
「この商店街なら安心」
そう思ってもらうために

の開催で知られる六角橋商店街

て泣きながらご家族の話をして

あざみ野商店会
協同組合

パートナーシップで目標を達成しよう

ーター養成講
座を受けても
らいたいと考
えているという︒実現すれば︑
高齢者や認知症の人も﹁この商
店街で気兼ねなく買い物や食事
ができる﹂という絶対的な安心
感が生まれるはずだ︒
一緒にプロジェクトを推進し
てきた仲間のいるこの街なら︑

が、
〝お年寄りにやさしい街〟を
ている。

いるのを見たりすると、やって

あざみ野駅
あざみ野
ガーデンズ

住み続けられるまちづくりを

９月のイベント月間が終わっ
た 後 も︑
﹁認知症サポーター養
成ステップアップ講座﹂や︑
﹁多
世代交流ゴミ拾いウォーキング
イベント﹂など︑活動は途切れ
ることなく続いている︒コロナ
禍の影響で延期となっていた
﹁多世代交流型ウォーキングフ
ットボール﹂も︑年末に実現し
た︒黒沼さんはプロジェクトの

めざして行っているのが「六角

「講演会の参加者が、感極まっ

から、神奈川大学の学生ボラン

すべての人に健康と福祉を
線
東横
東急

右）
「キャンドル
ナ イ ト 2021」 の
ポスター。’18年か
ら継続している。
左）商店街に飾ら
れたキャンドルホ
ルダー

この商店街が取り組む SDGs は…
参加。あざみ野のプロジェクトで作成されたキャンドルホルダーを、

自分が年を取っても︑たとえ認

橋オレンジプロジェクト」
。 年
ティアや地元自治会、企業、ケ

よかったなと思いますね」

ここ２年はコロナ禍の影響で、

石原孝一さんは話す。

と、六角橋商店街連合会会長の

アプラザなどと連携し取り組ん
商店街を認知症のシンボルカ

できた。
ラーのオレンジ色に染め、啓発

対面の企画はほとんど実行でき
ていないが、それでもオンライ
ンや少人数でのミニ講座を開催
したり、著作権フリーの啓発ポ
スターを作成したりするなど、

店街協定を結び、
「お互いの取組みはパクリ自由！」と決めた。9月

横浜市立
横浜市立 あざみ野中学校
あざみ野第一小
六角橋商店街連合会

できる範囲で活動を継続。現在、

のあざみ野のクロージングイベントに、石原さんもパネリストして

DATA

啓発アニメーションも制作中だ。
あざみ野との連携も、大歓迎。

るより、広が

「１カ所でや

ったほうが絶
対にいい。他
の取組みでも
連携できそう
で、大きな相
乗効果を期待
しています」
と、石原さん
は微笑んだ。

’20年12月にあざみ野からの視察を受け入れ、翌年8月には姉妹商

手応えをどう感じているのか︒

若者のアイデアの実現を
商店街がサポート

DATA

超え︑会議室に入りきれないぐ

多様な業種の人が集ま
った実行委員の中心メ
ンバーは、世代が近く
友人同士のような関係

すね︒商店街にも来てくれます︒ 共有しているに違いない︒

商店会では、夜間も安
心して外出や買い物が
できるよう、あざみ野
駅周辺の街路灯の維持
管理も行っている

らいだ︒根岸さんの一言からあ

〝イベントも会議も、楽しんでいたら仲間が集まってきたんです〟
’16

40

右）
「2021認知症サポーター養成ステップアップ講座」はオンラインで開催
された。左）商店街には「やさしい街 あざみ野」と書かれたベンチも

ば︑また参加したいなって思っ

六角橋商店街連合会

東急田園都市線・横
浜市営地下鉄ブルー
ラインあざみ野駅の、
主に西側に広がる
100 軒 余 り の 店 舗
からなる。駅前の商
業地から郊外の住宅
地に向け、ゆるやか
につながり、地域に
根差した活動を行う。

12月開催の六角橋の「キャンドルナイト2021」で飾った。
白楽駅

東急東横線白楽駅近
くの商店街。六角橋
商店街大通り
（約300
m）と、レトロなアー
ケードのふれあい通
りにある約170軒か
らなる。近隣の神奈
川大学の学生ととも
に数々のユニークな
イベントも行う。

あざみ野商店会協同組合との連携
右）商店会員の3分の1以上が「認知症サポー
ター養成講座」を受け、
「神奈川区みまもり協
力店」に。左）
’21年の啓発ポスター

神奈川県横浜市

て︑すぐ動けることもあるかも

「六角橋オレンジプロジェクト」とは？

06
07
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てもらえます︒それと︑うちの

あざみ 野がお手 本にした

SDGsと商店街
特集
認知症でつながり、認知症とつながる街へ

持続可能な未来に向けて
商店街ができること
人 類が地 球で暮 らし 続けていくために︑２０３０ 年 までに
達 成すべき 目 標が﹁ ＳＤＧｓ︵ 持 続 可 能な開 発 目 標 ︶﹂︒
一体 何から 始めればいいのか途 方に暮れる 商 店 街 もあるよ うだが︑
地 域 と ＳＤＧｓに詳しいタレントの大 桃 美 代 子さんいわく
実はＳＤＧｓとは〝 特 別なことではなく ︑ 生 活の中にある 〟 もの︒
ナビゲーター 小 野 寺 愛さんの司 会のも と ︑ 大 桃さんと
全 国 商 店 街 支 援センターの桑 島 俊 彦 との対 談が実 現した︒

全 国 商 店 街 支 援センター
代表取締役社長

イベントに参加できたり︑地元
の金融機関に預金ができたり︒
それがどんどん進化して︑ボ
ランティアポイント︑ノー包装
ポイント︑リサイクルポイント
などができて︒たとえば︑月に
１回日曜の朝に街の清掃に参加
すると︑ボランティアポイント
として１００Ｐを差し上げてい
ます︒清掃を始めたおかげで︑
街に落書きが全然なくなったし︑
みんな街を汚さなくなりました

たのでは︑と思うことがたくさ

きたことって実はＳＤＧｓだっ

できる前から︑商店街がやって

小野寺 ＳＤＧｓという言葉が

という話の逆︒

れて︑さらに環境が悪化する︑

ると︑管理されていないと思わ

すね︒割れた窓をそのままにす

大桃 ﹁割れ窓理論﹂の逆説で

ね︒

んあるんです︒お二人とも今ま
小野寺

そ れ っ て︑
﹁住み続け

でいろいろなかたちで商店街や
られる街づくり﹂
︒まさにＳＤ

ました︒スタンプ帳を１冊５０

業を︑１９６５年からやってき

ンプ１枚差し上げるスタンプ事

１００円お買い上げごとにスタ

駅前通り商店街では︑商店街で

桑島 私が理事長を務める烏山

と思うことはありますか？

それでも楽しみながら街のため

した金額ではないですが︵笑︶
︒

４００Ｐ＝５００円なので︑大

桑島 ゲーム感覚なんですよ︒

たい気持ちってありますよね︒

が違う︵笑︶
︒人間︑どこか得し

がポイントについて語る時の目

大桃 それにしても︑桑島さん

Ｇｓですね︒

０円の地域通貨として︑商店街

に活動してポイントを貯めてい

商店街で一番大事なもの

大桃 私は秋田県の﹁にかほ出

カードになっているんですよ︒

語に︑商店街を舞台にした﹁ガ

んですが︑立川志の輔さんの落

大桃 その﹁損して得取れ﹂な

それは「信用」

前商店街﹂を取材したことがあ

年末のセールの時期に〝ガラ

ラガラ﹂という話があるのをご
大変︒そこで︑月２回公民館に

ポン〟で抽選会をやるんですけ

るんですが︑にかほってお店が

商店が集まるんです︒電池１個

ど︑ １ 等 は １ 個 だ け で︑
﹁豪華

存知ですか？

円くらいで売っていて﹁これ

点在していて買い物に行くのが

齢者見守り機能〟も付いたＩＣ

今ではスタンプカードは︑〝高

らっしゃいます︒

で買い物ができたり︑商店街の

﹁これって Ｓ Ｄ Ｇ ｓ だ っ た な ﹂

地 域 に か か わ っ て こ ら れ て︑

あの取組みも、
実はSDGsだった？

思ってないです︒
︵高齢者の︶皆

ら︑
﹁いや︑ここで儲けようとは

儲かるんですか？﹂って聞いた

なんともう１個カランと１等が

ったよかった﹂と言ってたら︑

日 に １ 等 が ポ ン と 出 て︑
﹁よか

客船の世界一周ペア旅行﹂
︒初

出る︵笑︶

さんが元気かなと思って﹂と︒
でもそれがちゃんと商売につ

桑島・小野寺 ええー ︵笑︶

きないと感じました︒

で待つ商売って︑大型店じゃで

築いて﹁実はね⁝⁝﹂が出るま

も会って︑ちゃんと信頼関係を

と話が進展する︒人と人が何回

くできますよ﹂
﹁じゃあお願い﹂

か︒そこで︑
﹁それ︑うちで新し

呂が古いって言うんだよね﹂と

ね︒
﹁ お 嫁 さ ん が︑ う ち の お 風

客さんといろんな話をしますよ

業でした︒包丁を研ぐ間に︑お

ぎサービスの方は︑本業が建築

なっちゃう︒

と︒そうじゃないと信用がなく

７個全部︑商店街が負担しない

う公になっているんだったら︑

桑島 それはだめでしょう︒も

ゃいますけど︒

ちゃった２個以外は無効にしち

どうします？ 私だったら︑出

も︒こんな時桑島さんだったら

等を認めたら︑商店街は破産か

てしまったんです︒７個全部１

っていて︑そのうちの２個が出

大桃 実は誤って１等が７個入

ながっている︒たとえば包丁研

桑島 ﹁損して得取れ﹂ですね︒

!?
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株式会社全国商店街支援センター代表取締役社長。全国商店街振
興組合連合会理事・最高顧問、東京都商店街振興組合連合会理事
長、烏山駅前通り商店街振興組合
（世田谷区）
理事長を歴任。商店
街のスタンプ事業の先駆者。’12年春の叙勲では旭日中綬章を受章。
一般社団法人 国際SDGs推進協会理事、新潟食料農業大学 客員
教授。タレントとして、ニュースをはじめ、バラエティ、情報番
組と、幅広い分野で活躍。地域活性化に取り組む団体を支援する
ため全国地方新聞と共同通信が設けた『地域再生大賞』選考委員
を務め、さまざまな地域での取組みを紹介する講演が好評を得る。
NGOピースボートに16年間勤務し、世界中を旅する中で「グロ
ーバルな課題の答えはローカルにある」と気づき、神奈川県逗子
市での地域活動に情熱を注ぐ。’21年まではTokyo FM「サステナ
＊デイズ」にて毎週の生放送で初代パーソナリティーを務め、
SDGsに取り組む国内外の大人と子どもたちを広く紹介。

桑島俊彦

タレント

大 桃 美 代 子 さん

一般 社 団 法 人 そっか 共 同 代 表

小 野 寺 愛 さん

ナビ
ゲーター

08
09

SPECIAL TALK SESSION

SPECIAL TALK SESSION

大桃 さすが︒このお話も︑商
店街の役員の一人が﹁この中に
１等があと５個入っています︒
それもすべて商店街が負担しま

カリスマリーダーより
一人ひとりの声が大事
桑島 商店街で大事なのは︑や
っぱり人間関係です︒商店街組
織ってみんな一国一城の主で︑
関係がフラット︒だから︑上に
立つ人が人心の掌握をして人間
関係をつくるには︑それだけの
人柄が必要です︒昔は﹁先輩だ
から従おう﹂という考えがあっ

小野寺 すごい！ その提案が

たけど︑今の若い人はそうじゃ

もなる︒車椅子の方やペットに

出てきたのも︑みんなで清掃活

か？﹂ と 聞 か れ た の で︑
﹁住民

ズですか︑商店街のニーズです

に 行 っ た ら︑
﹁これは住民ニー

て世田谷区の道路部長のところ

できるはずだと︒その話をもっ

完全なユニバーサルデザインに

住民の方々のニーズを聞いたり︑

みたいなところがあるんですよ︒

って﹁不可能を可能にする芸術﹂

治家にも賛同してもらう︒政治

町会や自治会に声をかけて︑政

んです︒まず商店街で始めて︑

えるようにやらないといけない

ると︑商店街のインフラ整備は

小野寺 ﹁多様性の社会﹂とい
うことですね︒全国を見ていて︑
そういう事例はありますか？
大桃 北海道恵庭市の恵み野地
区︒花ロードで有名になったと
ころです︒ 年ほど前に︑一人

いなところのほうが新しいこと

んかよくわかんないです﹂みた

ダーですか？﹂って聞いても﹁な

れど︑今は﹁ここって誰がリー

ら派生するかたちが多かったけ

カリスマリーダーがいてそこか

大桃 旧来型の成功事例って︑

も変わってきたのでは？

る時代︒求められるリーダー像

ットからいくらでも情報を取れ

があったのが︑今やインターネ

よって経験からくる情報量に差

小野寺 数十年前までは年齢に

ない︒

が︑商店街の植樹に市から助成

ンテストの表彰を行っていたの

って︒最初は主催者が実費でコ

全国から人が見に来るようにな

大桃 花ロードが有名になって︑

敵だからと広まったんですね！

人が自主的に始めて︑それが素

ではなく︑ガーデニング好きな

小野寺 誰かに言われてやるの

ですよ︒

取組みをするようになったそう

世代を中心に︑他にもいろんな

商店街自体も活気づいて︑若い

ンギャラリーになったんです︒

とになって︑通り全体がガーデ

る住民の方 人ぐらいに集まっ

す︒商店街で買い物をされてい

懇談会も定期的に開催していま

桑島 それと︑私たちは消費者

多くの方に伝えたいです︒

が堂々とやってもいいんだよと

をやっていて︑面白いです︒

商店街の前の花壇を整備するこ

地元の商店会や恵庭市も一緒に

んだん素敵な庭のお宅が増えて︑

似したりしながら︑街の中にだ

そうしたら︑その庭づくりを真

審査して︑表彰し始めたんです︒

トとして個人宅のお庭を勝手に

フラワーガーデニングコンテス

のガーデニング好きな女性が︑

30

す！﹂って宣言するんです︒す
ると１等欲しさにお客さんが通
りのずーっと向こうまで並んで︑
結局商店街は繁盛しましたよ︑
という落ちでした︒
桑島 信用って大切だから︒
大桃 でもその潔さがすごい！
私は︑そういう信用できる人が
いる地域で互いを信頼し合って
暮らせるのは幸せなことだと思
います︒そうしたつながりを大
事にするのって︑それこそまさ
にＳＤＧｓですよね︒

金が出るようになったりして︑
今では街全体で取り組んでいる
らしいです︒

住民と 一 緒 に な っ て
行政に 働 き か け る
桑島 一人の住民の方の提案が︑
街全体で取り組む﹁まちなか観
光﹂につながったわけですね︒
そういうこと︑私たちの地域の
清掃活動でもありました︒ある
時参加者の一人が︑
﹁商店街の通
りの舗装が老朽化して傷んでき
て︑雨が降ったら水たまりがで
きるし︑夏は表面温度が ℃に
とって非常に歩きにくい︒これ

を︑遮熱剤を使って整備したら︑ 動をしていたからですよね︒
℃下がるよ﹂って言うんです︒ 桑島 そういう運動って目に見

が提案してくれて︑商店街はア
区が整備費用を全額負担してく

かなり具現化できると思います︒

テンド役です﹂って︒そしたら︑ 住民と一緒にやっていったりす
れました︒住民からの提案が実

「SDGs」なんてハイカラだけど
私もそんな幸せな街に住みたいです！

ていただいて意見をうかがう︒
報告書を必ず提出するというこ
とで区からも支援していただく︒

ってボトムアップしていけば︑

にもものを言っていく︒そうや

いかなければいけないし︑役所

で︑我々商店街も自らを律して

らうことが必要だと思います︒

を得て︑政治の力を発揮しても

いくには︑自治体の理解や協力

で公共財︒公共財として伸びて

うんです︒商店街ってある意味

消費者から直接意見を聞くこと

商店街の活動も生きてくると思

商店街は手柄などいり
ません︒自分たちの街
の価値を上げていけば︑
必然的にさまざま方向
からいいものが返って
きます︒
小野寺 住民一人ひと
りの声を聞いて︑商店
街はつなぎ役として︑
それを行政に伝える︒
それがＳＤＧｓでいう
﹁パートナーシップ﹂
で あ り︑
﹁誰も取り残
さない社会﹂をつくる
っていうことですよね︒

10
11

一人の女性から、商店会や町内会、学校、
恵庭市などを巻き込んだ取組みに広がっ
た、北海道恵庭市の花の街づくり

右）超高齢化社会が進む秋田県にかほ市で、’10年から開催されている「にかほ出前商
店街」
。買い物だけでなく、地域住民の大切なコミュニケーションの場にもなっている。
左）交流スペースでの弁当販売も大切なサービスのひとつ

小野寺 こういう活動を商店街

商店街に昔からあるものがそうなんですね

住民の声が
SDGsのヒントに

を結んだんです︒

木を植えたからSDGsじゃない。

55

20

02
talk theme
10

商店街が元気で、つながりがある。

それってまさしく商店街活動の原点ですよ

SPECIAL TALK SESSION

好きなのよね﹂ってニーズを把

﹁あのおじいちゃん︑この魚が

は何がほしい？﹂って聞いたり︑

さんが多くて︑回った時に﹁次

の相談相手︑文化の創造・伝承

環境︑子育て︑食育︑お年寄り

ニティの担い手︒安全︑安心︑

桑島 まさに︑商店街はコミュ

くれないと生活が不便になる︒

ＳＤＧｓだと思いますよ︒

の原点はまさしく今日流にいう

ハイカラですけど︑商店街活動

んです︒ＳＤＧｓなんていうと

って︑防災の隣組意識ができる

小野寺 確かに︒木を植えたり︑

握していたりして︑ちゃんと必
要なものを届けてくれる︒徳島

販売もしています︒武蔵村山市

なのですが︑このために地域密
小野寺 商店街のお店が協力し

サービスもあります︒

たいなと思います︒

感謝を︑いつも心に留めておき

くりをしてくれていることへの

たちにとって暮らしやすい街づ

る︒私は︑商店街がいろんな方

商店街に助けてもらうことにな

たしていて︑何かあった時にも

商店街は防災・減災の役割も果

気にやっていることがＳＤＧｓ︒

ことがＳＤＧｓで︑商店街が元

のですよね︒自分の生活を守る

じゃなくて︑生活の中にあるも

大桃 ＳＤＧｓって特別なこと

いるだけだと思います︒

ものを︑違う言葉で言い直して

から地域コミュニティにあった

からＳＤＧｓではない︒実は昔

ソーラーパネルを付けたりした

小野寺
には︑輪タクのような自転車で︑

着型の商店街だからできること
合えば﹁誰も取り残さない﹂社
会が実現できますね！

があると思います︒そんな事例
は何かご存知ですか？
などを地域の方とともに担う︒

商店街ですよね︒商店街が元気

られるコミュニティの担い手が︑

小野寺 つながりと幸せを感じ
祭りなんてその典型です︒イベ

になれば︑ことさらＳＤＧｓと

大桃 ﹃とくし丸﹄という移動

ントって平時における防災訓練

言わなくても︑みんなが幸せな

ＳＤＧｓ達成には

大桃 地方では特に︑商店街っ
の側面もあって︑祭りで協力し

社会を実現できそうですね︒

商店街が元気になること！

して︑軽トラックに食料品や生
てライフラインですよね︒商店
合うと非常に人間関係が深くな

街を元気にする地域食堂

は地元のスーパーや商店と協力
活雑貨を積み込んで家々を回る
街はまちの財産で︑元気でいて

〝地域コミュニティ活性化〟へ

るには︑みんなで飲んだり食べ

ファーマーズマーケットやバ

ってきた泉町二丁目商店街。

たりしながらコミュニケーショ

の期待も込めているという︒

年からは地域食堂「310（サ

ンをとるのが一番手っ取り早い︒

ルイベントなど、水戸の街を食

ンイチマル）食堂」もスタート。

310食堂は︑まさにそれがで

﹁地域の人とのつながりを深め

食の支援のみならず、コミュニ

食 堂 の 存 在 を 知 り︑
﹁うちの商

高野健治さんがテレビで子ども

丁目商店街振興組合の理事長・

きっかけから始まった︒泉町二

﹁310食堂﹂
︒それは︑小さな

イズミ﹂で開催される地域食堂

コミュニティスペース﹁マチノ

もつながると思うんです﹂

最終的に街や商店街の活性化に

水戸に住もうと思う人が増え︑

身近にあれば暮らしやすくなり︑

﹁家族のようなコミュニティが

が理想﹂と秋山さんは続ける︒

街全体が大家族のようになるの

生まれ︑やがて広がり︑
﹁いつか︑

案したのだという︒その後︑商
店街内部から﹁高齢者の孤食も
増えているよね﹂という意見が
出 て︑
﹁それなら子どもから高
齢者まで︑誰でも利用できる地
域食堂にしよう﹂とコンセプト
が固まったそうだ︒
同振興組合の副理事長・秋山

大人300円、子
どもは無料で食
事ができる地域
食堂。310は
“み
と＝水戸”の意

店街でもやってみない？﹂と提

そこから小さなコミュニティが

一緒に食事を楽しむのが基本︒

はさまざまな世代の人が集い︑

ト限定だが︑本来の310食堂

コロナ禍の現在はテイクアウ

きるプロジェクトなんです﹂

’16

毎月第 土曜︑商店街にある

広がる日を夢見て

食を起点にコミュニティが

たこのプロジェクトとは――？

ティの将来像までも視野に入れ

で盛り上げる取組みの中心を担

んです︒ドライバーは働くママ

難しそうに思えるSDGs。しかし、具体的な事例から、商店街の日常の活動のなかに
SDGsがあり、それが再注目される時代になってきたことがわかった。

道 さ ん は︑ こ の 3 1 0 食 堂 に

310 食堂って？

茨城県水戸市

泉町二丁目商店街振興組合

3

商店の取組みがあります︒これ

右上）料理は奥のキッチンで手作
りする。右下）協力者から提供さ
れた食材。左）コロナ禍の現在は
テイクアウト形式で活動を継続

から始まって今では全国展開さ
れて︑買い物難民を支えるだけ
でなく︑地域の見守りにもなっ
ているようです︒
桑島 買い物難民の問題は相当
深刻です︒世田谷区商店街連合
会でも︑商店街で扱っている食
料品や日用品を身近で買えるよ
うに︑有志でＮＰＯを立ち上げ
て買い物支援事業を始めました︒

ない社会﹂というのは︑ＳＤＧ
買い物に行きたい人を送迎する

冷蔵庫つきの軽トラックで移動

ｓの の目標の根底にある原則

さ て︑
﹁誰も取り残さ

誰も取り残さない社会は
商店街が支えている
17

12
13

03
talk theme
食 の支 援だけじゃない！

外部の 仲 間 の 力 も 借 り て

はどのようになっているのだろ

で体験できるのはいいですよね﹂

がるので︑それを身近な商店街

は食文化の継承や食育にもつな

くって︑みんなで食べる〟こと

てくれているという︒加えて︑

けて集め︑安定的に無償提供し

テムが︑農家や直売所に声を掛

ーグ茨城の母体であるパルシス

食材に関しては︑セカンドリ

が参加してくれるという︒
月１回︑５年間にわたって継
続してきた310食堂は︑今で
は認知度も高まり︑多い時は

すが︑実際は自主的に勉強して

ゃべりするだけでもいい﹂と話

みの先に︑秋山さんたちのめざ

着実に継続されているこの取組
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の開催日に
は︑中高生の見守り役として大
学生もやってくる︒今は感染予
防の観点から控えているが︑コ
ロナ禍以前は地元の茨城大学に
通う学生たちが積極的に顔を出
し︑自習に励む中高生をそっと
見守り︑時には相談に乗ったり
しながら︑心地良いコミュニテ
ィを築いていたようだ︒
310食堂も

m
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o
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も︑地域コミュニティの絆
を強く太くしている︒コロナ禍

がしっかりと見えている︒

す 未 来︑
〝街全体を大家族に〟

も多いそうだ︒

激になってはかどる﹂という声

よりも︑誰かと一緒のほうが刺

﹁自宅でひとりきりで勉強する

い る 中 高 生 が 目 立 つ と い う︒

催されているという︒

派生中︒現在︑市内９カ所で開

されて地域食堂・子ども食堂が

他地域でも︑310食堂に触発

コロナ禍で一時的に休止中︶
︒

食堂を同時開催している︵葵は

ー葵﹂が︑
独自メニューで310

リベル﹂と﹁食と農のギャラリ

ノイズミの近くにある﹁カフェ

その兆しはすでにあり︑マチ

い﹂と口をそろえる︒

子ども食堂を水戸全体に広めた

も310食堂を続け︑地域食堂・

秋山さんと横須賀さんは︑
﹁今後

名ほどの利用者があることも︒

50

継続的 な 運 営 を め ざ す
310食堂の実質的な運営を
担ってきた秋山さんには︑心強
い仲間がいる︒NPO法人セカ
賀聡子さんだ︒食に知見の深い
うか︒大人300円︑子どもに

ンドリーグ茨城の理事長・横須
横須賀さんは︑商店街で地域食
堂を行う意義についてこう話す︒ は無料で食事を提供するにあた

実際︑子どもたちの食育の一
商店街が中心となって今まで実

って︑食材費や人件費を大幅に

助にもなっているようで︑もと
施してきた食イベントのつなが

﹁最近は核家族化が進み︑孤食

もと食事を食べに来ていた小学
りから︑食材を提供してくれる

抑える必要があるはずだ︒

生が︑やがて食に興味を持ち︑
協力者も多いそうだ︒なお︑余

も増えていますが︑
〝みんなでつ

自発的に調理の手伝いをするよ
った食材はフードパントリー
︵困窮世帯 に 食品などを配 る 活
動︶に回すなどして︑フードロ
スを出さない工夫もしている︒
人件費に関しては︑ボランテ
ィアを募ることで解決︒横須賀
さんのネットワークなどでボラ
ンティアの調理スタッフを確保
できており︑毎回４〜５人程度

毎 月 第 3 土 曜 は、
大人300円、子ど
もには無料でカレ
ーを提供している

集まった食材を見てメニューを決め、手際よく調理す
る。地域の子どもたちもボランティアとして参加

NPO 法人セカンドリーグ茨城
理事長
横須賀聡子さん

うになった例もあるという︒

﹂

気軽に食べに来てね！

ところで︑310食堂の収支

食の支 援 か ら 発 展 し
中高生 の 学 び の 支 援 も
310食堂の拠点であるマチ
ノイズミは︑週 日︵コロナ禍
の現在は週 日︶
︑中高生向けの
無料学習室﹁

さんが、市内で別の子ども食堂を運営中。

セカンドリーグ茨城やボランティアなど、外部の協力者のサポートを得ながら運営している

の今︑規模は縮小されながらも

つくる責任、つかう責任

へ と 変 身 す る︒
﹁食の支援だけ

ちに。さらに同店でノウハウを学んだ堅野

住み続けられるまちづくりを

でなく︑勉強場所がない子ども
たちの学習支援をしてはどうだ
ろうか﹂という︑食堂ボランテ
ィアの声からスタートしたプロ
ジェクトだ︒

を開き同じ取組みをしよう」と現在のかた

14
15

学習室といっても堅苦しいも

ンティア参加していたが、
「自分でカフェ

飢餓をゼロに

JR水戸駅より徒歩約 泉町二丁目
商店街振興組合
20 分。水戸駅北口
周辺は、同商店街を
泉町
含め 21 もの商店街
泉町
水戸税務署
がひしめく環境であ
天王町
り、近隣の商店街と
弘道館公園
南町
も連携しながら、広
宮町
水戸協同病院
い視野で“街全体”
備前町
を発展させることを
JR 常磐線
水戸駅
目標に活動している。

の で は な く︑
〝中 高 生 の 放 課 後

当初、マチノイズミでの 310 食堂にボラ

この商店街が取り組む SDGs は…
DATA

泉町二丁目商店街振興組合
副理事長
秋山 道さん

の居場所づくり〟の意味合いが

食堂・カレー部」として活動。オーナーは

「近所に住んでいて、小学３年生の頃から通
うようになりました。料理がおいしいのは
もちろん、孫のように
利用者
接してくれる横須賀さ
の声
んたちに会えるのがう
れしいんです」
（中山友
輝さん／中学３年生）
’23年、商店街の近くに市民会館が移転予定。
それに伴う人流増が予想され、コミュニテ
ィのさらなる活性化も期待されている

2

強い︒秋山さんや横須賀さんも︑

水戸駅近くの「カフェ リベル」は、
「310

チキンのトマト
煮をメインとし
た弁当。栄養バ
ランスも抜群！

市民会館が移転
街の未来に期待！

取材当日のメニュー
マチノイズミではStudy Room310（写真上）の
ほか、週に３回フリースクールも開講。学校へ通
えない子どもたちの居場所にもなっている

右）NPO 法人
sakura 代表
堅野里桜さん
左）カフェ リベル
共同オーナー
長谷川明美さん

1

﹁ただ気軽にここに来て︑おし

活動が街に広がっています

SDGsと商店街
特集
街を元気にする地域食堂

9

長野県辰野町

長野県辰野町。諏訪湖の南西
の小さなまちには、昭和 年半
ばに建てられた 階建ての洒落

40

だが今は、 割の店がシャッタ

ぶ。かつて隆盛を極めた商店街。

たデザインの商業ビルが立ち並

3

った家具など昭和風情をそのま

外装や看板︑さらには年季の入

から閉めようとしている人に︑

﹁店を閉めてしまった人︑これ

時︑赤羽さんは考えた︒

言うのは酷なこと︒それならば︑
実はこのまちでは︑ 年より︑ いっそのことこの状況を逆手に

にっこり微笑み会釈する︒

まに︑しかし奥からは︑令和時

ことだろう︒閉店した旧店舗の

覗いてみる︒すると︑どうした

そんな衰退したまちの店舗を

まった︒

ついに商店街組織は消滅してし

店は次々にシャッターを閉じ︑

トから外れ︑駅の乗降客は激減︒

辰野駅は中央本線のメインルー

ところが︑時代の流れとともに︑

200もの店があったという︒

野 商 店 街 は︑ 全 盛 期 に は 約

いた︒駅の周りに発達した下辰

り換えの客でにぎわいを見せて

ずさ﹂が停車し︑飯田線への乗

主要駅のひとつとして特急﹁あ

かつて辰野駅は︑中央本線の

開けることにこだわらない

閉じたシャッターを

再生する物語が、始まっている。

飛びの店をつなぎ直し、まちを

いているという。点在する飛び

らぶれたまちに、新たな風が吹

ーを閉じている。そんな一見う

6

今からシャッターを開けろ︑と

飛び 飛び の店をつなぐ
代を象徴する爽やかな若者が︑

トビチ商店街

を創出し︑まちの再構築を図る

再利用することで︑新たな魅力

廃れてしまった商店街の資産を

店があると︑逆に開いている新

﹁新しいお店の両側に閉じたお

と︒

とればいいのではないか﹂

ちの個性として捉え︑無理にシ

こうして︑シャッター街もま

した﹂

宝のまちに思えるようになりま

たら︑閉店が多いこの商店街が

来がある︒そう発想を転換させ

も誰かが入ってくれるという未

るし︑空き店舗になったとして

じて住宅化しても存在価値があ

店にもありがとうと言える︒閉

しいお店が映え︑閉じているお

プロジェクトが進行中︒その賛

同者たちによる新しい店が徐々

太さんは︑数年前︑事務所を構

〇と編集社﹂を設立した赤羽孝

事業を行うため﹁一般社団法人

野町にUターンし︑まちづくり

プロジェクトの発起人で︑辰

テラン店主たちもゆるやかに共

新店舗と旧店舗︑若い店主とベ

﹁ ト ビ チ 商 店 街 ﹂ が 誕 生 し た︒

らおうというコンセプトのもと︑

店を歩いて巡るのを楽しんでも

に点在する飛び飛びの魅力的な

ャッターを開けずに︑その合間

えた場所の店主会に出席し︑店

存し︑居心地良いまちの雰囲気

に増えているのだ︒

主たちが店をどう閉じようかと

が醸成されている︒

まる

話しているのを耳にした︒その

16
17

10
12
13

今までと、これから……
まちの資産を引き継ぐ、再生の物語
ʼ19

シャッターが閉まっているお店と、新しい
おしゃれなお店が飛び飛びになっている街
並みが、このまちの個性

2
3
6

1
4
5
7

1）トビチ商店街のキーパーソンたちは、いつもワイワイガヤガヤ。2）地元「ゆがふ農園」の新鮮な野菜はpaypayでも
買える無人販売。3）日用雑貨を扱う「○とen-shouten」は元洋装店を活用。4）バスターミナル跡地を改装してつくった
ダンススタジオ。5）
「Equinox STORE TATSUNO」に入店する「High-Five COFFEE STAND辰野店」スタッフの小
林悠里さん。6）薬局だった店舗を改装した「Equinox STORE」には現在4店舗が入居
8
11

7）アート作品の展示スペース「river side stationery 桂林堂」
。8）○と編集社が運営する、辰野町のサイクルステーショ
ン「grav bicycle station」
。9）
「サカ井時計メガネ店」の酒井猛さんは、若手を優しく見守るベテラン店主。10）
・11）
ミシン店の屋根やドアをそのまま活用した「旅する古物商-hito.to-」店主の山田海斗さん。12）
「Rocaltus TATSUNO ／
PRIME WASH LABORATORY 辰野」スタッフの伊藤萌袈さん。13）
「gallery +○○○」にて「育てる紙束観察展」開催

SDGsと商店街
特集

地方に 可 能 性 を 見 出 し た
“目利き”の移住者が集う
トビチ商店街は︑移住者も魅
世 帯︑

〜

了する︒現在︑辰野町への移住
希 望 者 は︑ 毎 年
100人ほど︒○と編集社理事
の山下実紗さんは︑大学生の頃
地方に興味をもち始め︑辰野町
でインターンシップを行なった
ことがきっかけで移住を決めた︒
辰野町役場で移住者と事業者
をつなぐ業務を行う野澤隆生さ
んによれば︑移住先として数々
の 候 補 地 を 調 べ た 後 に︑
〝何 か
面白いことができそう〟と辰野
町を選ぶ人が多いそうだ︒現在︑
空家バンクには180件ほどが
登録されており︑その内 割弱
が成約済︒それでも高齢者が多
いこの町は人口の自然減が著し
く︑物件は潤沢に供給される︒
﹁不動産屋が登録できない物件
を赤羽さんたちとともに掘り起
こし︑DIYイベントをするな
どして素敵な店舗兼住宅にする︒
素敵なお店ができて人が住むよ

住者が増えることで︑まちには

地域を持続可能にする
ため、関係人口、移住人
口及び共に地域を創る
共創人口・共創パート
ナー（企業）を増やし、
官民連携・民民連携を
推進している

辰野町でのインターン
を経て、
’19年から辰野
町へ。
「 トビチ market」
の企画運営で大活躍

market﹂だ︒ 年後にあ

社会になっていくと思い︑辰野

﹁これからは場所に囚われない
で︑県内外の 店舗が参加︑約

をイメージするためのイベント

し︑その未来に近づく自分たち

従来なかった職種も増えている︒ りたい商店街の姿を具体的に表

町に移住しました﹂

オを立ち上げた︒

の跡地を改修し︑ダンススタジ

木雄洋さんは︑バスターミナル

と話す︑地域おこし協力隊の鈴

ちも多かったという︒

しいと︑涙するベテラン店主た

に人が歩いているだけでもうれ

4000人が来場した︒商店街

ア

イ

ク

イ

現在まちにある︑空き店舗を
ト

これら移住者の個性を活かす
ス

再生してつくられた﹁Ｅｑｕｉ
ノックス

ためにも︑赤羽さんがトビチ商

利用者目線を追求すること︒

ば自分たちが楽しいか〟という

そ れ は︑
〝どんな商店街にすれ

が存在しない︒トビチｍａｒｋ

るジャンルの店が混在し︑垣根

を継承している︒店内には異な

ビチｍａｒｋｅｔのコンセプト

店街で重視している理念がある︒ ｎｏｘ ＳＴＯＲＥ﹂は︑このト

﹁私も商店街で買い物をしたい
ですし︑楽しみたいですからね︒ ｅｔが縁で美容雑貨店の出店を

まれると思うのです︒そのため

きっと外から訪れた人も引き込
った塩梅に︑お互いのお店に相

のお店でシャンプーを買うとい

﹁コーヒーを飲みに来た人が私

関係者にとって魅力的なまちは︑ 決めた大槻拓真さんは︑

には︑単にこのまちにいるから

と︑○と編集社では自転車のレ

た場所にも足を延ばせるように

まち歩きを楽しみながら︑離れ

店舗も︑トビチ商店街の仲間だ︒

物理的に距離が離れた里山の

と︑うれしそうだ︒

足並みをそろえようではなくて︑ 乗効果があります﹂
この理念に共感するから一緒に
やろう︑と言ってもらいたい﹂

商店街の枠を超えた
新しい経済圏を生み出す
ところで︑トビチ商店街の原

ンタルも行う︒トビチ商店街が

惚れ込んだ。本業の傍ら、自分のペ

うになると︑それを見たまた別
点になったイベントがある︒

めざすのは︑従来の商店街の枠

工会の建物を再利用し︑アーテ
ィスト個人の美術館をつくる計
画も︒今後のトビチ商店街の挑

と経済圏なのだ︒
トビチ商店街の構想は止まら

戦に︑期待せずにはいられない︒

開発や販売をめざしているという。

天竜
川

飯田
線

パートナーシップで目標を達成しよう

ない︒ 年は︑福祉施設︵民間︶

起業するにはメリットが大きい」と

の人がやってきます﹂

に店を構えたきっかけは、赤羽さん

10

トビチ商店街

が地域に開放する公園の中に︑

ースで内装を完成させて、オープン。 Kaymakli

つくる責任、つかう責任

福祉施設とカフェが完成予定︒

働きがいも経済成長も

福祉の閉ざされたイメージを覆

辰野駅

人口 2 万人の辰野町
の中心は、かつて物
流の拠点だったJR辰
野駅前から約 800m
にわたって伸びる商
店街。シャッター街
と化したが、新たな
プロジェクトで息を
吹き返し、今後の動
向に注目が集まる。

この商店街が取り組む SDGs は…
DATA

し︑幅広い世代が商店街で出会

クでチャレンジできるため、個人が

一般社団法人
〇と編集社
理事 山下実紗さん

こうしてお店を始めました

54

年 月 日に開催した︑﹁トビチ

ʼ19

を超えた︑新しいコミュニティ

7

ʼ22

ければ家賃も格別に安い。ローリス

辰野町
産業振興課
野澤隆生さん

18
19

12

れたこと。
「辰野町は競争相手もいな

う︑自然な交流をめざす︒旧商

からトビチ market への参加を誘わ

個人事業の設計事務所
を営みつつ、〇と編集
社の不動産事業として
商店街のブランディン
グを推進している
店舗を改装する際は、かつ
てそこにあった店舗の面影
を極力残し、看板などもあ
えて取り外さない。昭和の
香りが漂うお店のロゴや、
インテリアをそのまま利用
することで、独特の個性を
生んでいる。

箕輪町で美容室を営む傍ら、美
容雑貨を辰野町で販売。世界中
のオーガニックのシャンプーや
美容アイテムを取りそろえる

店主
大槻拓真さん

将来的には自身のオリジナル商品の

ローリスクでチャレンジ

大槻拓真さんが「Equinox STORE」

移住促進の事業に携わ
る傍ら、ダンススタジ
オを設立するなど、精
力的に活動する
老舗の靴店「フジタヤ」店
主の桑澤利和さん。最近で
は、協力隊の鈴木さんの要
望でダンサー用の靴を仕入
れるなど新たな試みも。
「若
い世代は我々世代の足りな
い面を補ってくれているか
ら、助かりますよ」

一般社団法人
〇と編集社
代表理事 赤羽孝太さん
多様性の尊重から生まれる新旧共存

80

8

’19 年冬、１日限定で「10
年後の商店街」を体感して
もらうべくトビチmarketを
開催。出店者や来場者がひ
とつとなり、全員で未来の
まちの姿、ビジョンを共有
する機会となった。
テイクアウト専門店「amari
llo」店主の大久保恒平さん
は、都内でシェフとして働
いた後、伊那谷に移住し、
辰野町に出店。
「チェーン店
のないこの街で、オンリー
ワンになれると思い、やっ
て来ました」

1日限定の「トビチ market」でビジョンの明確化
新規事業者・移住者を惹きつける挑戦しやすい環境

辰野町
地域おこし協力隊
鈴木雄洋さん
まちの資産の徹底したリサイクル

30

こうして面白いことをやる移

こうして商店街は生まれ変わりました。

SDGsと商店街
特集
まちの資産を引き継ぐ、再生の物語

段ボールや紙のリサイクル

ドイツ・ブレーメン市のロイ
ドパサージュ商店街と姉妹商店
街の関係にある、東急元住吉駅
前のモトスミ・ブレーメン通り
商店街。環境先進国のドイツの
思想を導入し、各店の特性に合
った環境活動を続ける。SDGs
に先駆けた先進的な取組みが注
目される、商店街の軌跡に迫る。

店舗が参加する

﹁私はこれまでドイツに 回以

“一店一エコ運動”とは？

環境問題とかかわりあう商店街

元住吉
三菱UFJ銀行

時計・メガネ・宝飾

ヤマグチ
フィール
コーポレーション
山本総合企画
まいばすけっと

てんぷら油の回収

一人ひとりの小さな取組みが環境を守る大きな一歩につながる。

青柳

コンコルド
ショップ

高林果実店

住吉書房
アプリ工房

街では 年にマイバック持参運

察で得た知見をもとに︑当商店

動の実態を学んできました︒視

上視察に行って︑現地の環境活

10

やってます！

地域の暮らしを未来へと引き継ぐために、商店街ができることとはーーーー。

住吉神社

鈴木興業

パンドププ

宇野商店

三代目鳥メロ

ブレーメン通
郵便局

キャンドゥ
ウチダインテリアデザイン
徳植履物店

公文式教室
フードハウス大野屋

メンズショップ
ダンディ

ソバダイニング冨士見庵

谷口商会

さき﹂との協働で 年以上継続

ンコンシューマーグループかわ

温暖化防止活動を行う﹁グリー

しようというもの︒市内で地球

何かひとつ環境に良い取組みを

各店舗が節電やリサイクルなど︑

の象徴が︑一店一エコ運動だ︒

くから取り組んできた同商店街

ドイツに学び︑環境活動に早

組合理事長の伊藤博さん︒

ミ・ブレーメン通り商店街振興

しました﹂と話すのは︑モトス

し︑幼稚園や商店街で無料配布

使われていたエコバックを輸入

動を開始︒実際にブレーメンで

ʼ95

祖父母や両親から譲り受けた宝石やジュエリーを現代的
なデザインにつくり変え、思い出と一緒に次代へ継承で
きるサービス。時計のリチウム電池の回収も実施。
酒蔵と縁の深い宇野商店ならではの、酒や焼酎の量り売
りは食品ロスを減らす試み。飲み終えたビンを持参すれ
ば、720mlは30円、1.8ℓは50円を値引きする。

やってます！
フレッシュマーケットわたべ

コルスト

蓬や

アルト住販

尾原精肉店

川崎信用金庫

センチュリー

リトルマーメイド

ゆうき亭
横浜銀行
TSUTAYA
証券ジャパン

成川薬局

商店街事務局

ABCマート

川崎家電

城南信用金庫

上島珈琲店

年間の取組みを聞き取り調査︒

﹁エコ調査隊﹂が各店舗を訪れて

の小学生によって結成された

されている︒毎年夏には︑地元

20

ペットエコデポ
松屋
ブティック ピックル
かまぼこの能登屋
サーティーワンアイスクリーム
スーパーマルエツ
スーパー荏原屋

カクハチ堂

ankh［leaf］
スマイル整骨院

57

ごたえを感じているそうだ︒

藤さん︒長年取り組んできた手

効果を大きくしています﹂と伊

への意識や理解が進んだことも

﹁何より最近は︑お客様のエコ

たという︒

ちの意識も徐々に変化していっ

減のメリットも大きく︑店主た

が︑率先して取り組めば経費削

が高いイメージがあったようだ

当初︑環境活動にはハードル

活動としても注目されている︒

どもたちの環境保護意識を育む

ールを贈呈するなど︑地域の子

には〝エコちゃんず大賞〟のシ

活動の成果が上がっている店舗

1

だんごの美好

サイクルスポット元住吉

ホームドライ

買い物袋持参で
ポイントを付与

家電製品の緩衝材として使われる発泡スチロールを90
ℓの袋に集めて、業者に回収してもらう。家庭では処理
に困るボタン電池の回収箱を店内に設置。
同店の不要なハンガーを５本１組で持参すれば、10円
分のサービス券を配布し、次回以降の割引券として使用
可能。プラスチックごみの削減につなげる取組み。
一店一エコ運動は、地球温
暖化防止活動環境大臣賞
（’06年）、低炭素杯2017
LIXIL賞
（’17年）
他、
を受賞
している

時計・メガネ・宝飾 ヤマグチ
山口枝里さん
宇野商店
宇野慎也さん

神奈川県川崎市

モトスミ・ブレーメン通り商店街振興組合

20
21

鈴木水産

茶仙庵

簡易包装

川崎家電
田村恵子さん
ホームドライ
鈴木富美子さん
配達時の
アイドリングストップ

貴金属の
リフォーム
酒・焼酎の
量り売り
発泡スチロールと
電池の回収
ハンガーの
回収
節水

B
C

B

やってます！
C
E

やってます！
F

やってます！
その他の取組み一例

au

青果のばら売りや少量売りを実施することで、食品ロス
を軽減。福島県会津坂下町の新鮮な野菜を販売し、東日
本大震災の被災地も支援している。
一店一エコ運動を機に、店内の照明電球を省電力のLED
に交換。食品ロスの削減のためにライスのサイズを大、
普通、小の３つに変更し、ゴミの分別も徹底。

D

A
E

高林果実店
髙林富雄さん
ゆうき亭
石渡茂紀さん

F

21

青果のばら売り
少量売り
照明の
LED 化

“一店一エコ運動”に注目
エコ調査隊の子どもたちの質問に真剣に答
える店主。自店の取組みを丁寧に説明する
ことで、子どもたちといっしょに環境活動
への意識を高めていく

SDGsと商店街
特集

エコ調査隊

A
D

やってます！

小さな活動がまちの大きな力に
商店街のエコ活動を調査！
子どもの視点ならではの
するどい質問も！

「地域に役立ちたい」が
SD G s に つ な が る 活 動 へ
年 月 日︑商店街を挙げ

て﹁2021ウィンターキャン
ペーン﹂が行われた︒若手有志
の生バンドが盛り上げる
〝SDGsブレーメン○╳ クイ
ズ大会〟や︑使用済みてんぷら
油の回収︑不要な端材でクリエ
イターが作品を創作する〝リ・
ボーンワークショップ〟など︑
SDGsに直結し︑かつ普及に
つながるイベントが開催された︒

同商店街が長年取り組んできた
店街にしていきたいという︒
く︑私たちの生活の中に身近に

SDGsは特別なことではな

藤さんは強調する︒
あるものなのだ︒

多様な活動の延長であると︑伊
﹁他にも︑平塚市の知的障がい
者施設・進和学園が製作したグ
ッズの販売や︑高齢者の健康増
進を意識してコミュニティセン
ターを訪れるとポイントが付く
〝ブレカ〟を導入しました︒い
ずれも︑SDGsにつながる事
業ですね﹂

だけでなく︑地域のネットワー

取組みだ︒食品ロスを減らせる
きた取組みである︒今後は高齢

店主たちの理解があって実現で

店街事務局のリーダーシップと︑

一連の事業は︑伊藤さんら商

クを通じて集めた品物を地域の
化社会に向けた認知症対策や︑

なエコイベントを実施。さまざ

を活用して、 年夏から継続的

店街は、毎月一度の歩行者天国

松本城の城下町にある中町商

と思いました﹂
︵平島さん︶と

イベントを行うのにぴったりだ

みを活かし続ける中町は︑環境

にしています︒蔵づくりの街並

を活かすくらし〟を活動テーマ

団体と市の協力も得て︑ 年

まなワークショップや体験会を
コに触れる機会を提供した。

歩行者天国を環境と
エコを考える場所に
〝蔵の街〟として知られる松本
市中心部の中町商店街︒ 年夏︑

月から翌年 月まで全 回の

ʼ21
施設﹁蔵シック館﹂と駐車場︒
たソーラークッカーの展示や︑

商店街はこれまで年数回だった

メイン会場は︑商店街の交流

った︒

エコ展﹂を企画する運びとな

﹁ゆっくりのんびり中町 ホコ天

6

電気を使わず太陽の光を利用し

﹁ 私 た ち は︑
〝地 域 に あ る も の

相談︒

トまつもと﹂の平島安人さんに

元の団体﹁自然エネルギーネッ

地消をめざす活動で知られる地

題に詳しく︑エネルギーの地産

務理事の松尾昭さんは︑環境問

そう考えた同商店街振興組合専

いて考えるイベントをやろう﹂
︒

にあわせて環境保全やエコにつ

﹁せっかくならその歩行者天国

した取組みの一環だ︒

促進する〟という松本市と協力

さしい持続可能なまちづくりを

利用を減らし︑環境と健康にや

に 実 施 す る こ と に し た︒
〝車 の

4

家庭で余分になった食料を回
た め に 使 う サ イ ク ル こ そ が︑
デジタル化の推進が目標︒いっ

つくる責任、つかう責任

歩行者天国を︑毎月第 日曜日

ʼ21

1

’21

収し︑
子ども食堂に役立てる〝フ
SDGsの基本理念である︒
しかし︑これらはあくまでも︑ そう地域に根差し︑愛される商
元住吉駅

気候変動に具体的な対策を
東急東横線

エネルギーをみんなに。そしてクリーンに
住吉神社

すぐに意気投合︒さらに地元の

1）
「SDGsブレーメン○×クイズ大会」を開催。2）
リ・ボーンワークショップ出店。3）石けんなどに
再利用するための使用済みてんぷら油の回収

通じて、来場者に環境問題やエ

1

12

22
23

2
3

モトスミ・ブレーメン通り商店街振興組合

東急東横線元住吉駅
前から約550ｍにわ
たって店舗が連なる。
’90年、姉妹商店街の
締結を機に元住吉西
口商店街から名称を
変更。ブレーメンに
も設置されている
「ブレーメンの音楽
隊」の像がある。
右）イベントのフライ
ヤー。左）古い蔵を改
装した個店が建ち並ぶ

長野県松本市

この商店街が取り組む SDGs は…
DATA

1）進和学園が製作したブレーメンの音楽隊をあ
しらった食器。2）ドイツ・ブレーメン直輸入の
エコバック。3）ブレカは全国の商店街に先駆け
て導入されたポイントカード

中町商店街振興組合

8 10

3

歩行者天国でエコを発信！

ʼ21

ードドライブ〟も注目に値する
伊藤博さん（右）と、
グリーンコンシューマーグループかわさき・
徳野千鶴子さん（左）

2

上）フードドライブでは箱からあふ
れるほど多くの食材が集まった。右）
アンケート回答者にプレゼントも
太陽熱でお湯を沸
かしたり、料理が
できる「ソーラー
クッカー」につい
て解説＆実演中

環 境 問 題を学 ぶ体 感 型イベント

商店街にはこんなアイテムも！
ウィンターイベントで
SDGs を推進！

12

太陽のパワーってすごい！

SDGsと商店街
特集
“一店一エコ運動”に注目

数々の先進的な試み！

1

歩行者天国でエコを発信！

EVENT

特集

断熱改修ワークショップ

EVENT

環境絵本の読み聞かせ＆
地球にやさしい石鹸づくり体験

EVENT

SDGsと商店街

ロケットストーブづくり
ワークショップ

「憧れの信州古民家暮らし。でも冬が寒すぎる！」という問

松本を拠点に活動する「ち９わぶ」による、子ども向けの体験

電気やガスを必要としない、災害時も使える燃焼器具と

題を解決する断熱改修のワークショップは、家の断熱のポイ

会。前半は、プラスチックごみの海洋汚染に関する絵本を保育

して改めて注目されているロケットストーブ。化石燃料

ントを講師のレクチャーで学んだあと、DIYにチャレンジす

士が読み聞かせ。後半は、洗剤より環境の負担にならない石鹸

がなくても木片など身近な燃料で高火力が得られ、コン

る本格的な内容。工夫次第で快適さをあきらめずエネルギー

づくりのワークショップを

ロ（熱調理器具）としても使用できる。ストーブ本体の

消費量も減らせるということで、人気のブースとなった。

実施。就学前の子どもも楽

ペール缶は地元企業から提供を受けたリユース。
ペール缶２個を
組み合わせてつ
くる。力を要す
る作業もあるが、
講師が手伝って
くれるので安心

しそうに参加していた。
参加者
の声

「憧れのロケットストーブを
つくることができうれしいで
す。
自宅で使うのが楽しみ！」

右）熱心に話を聞いている子ど
もたち。左）石鹸づくり体験の様
子。皆、上手に完成させていた
参加者
の声

「大学で自然エネルギーに
ついて学んでいるので、
とても興味深かったです」

右）ポリカーボ
ネートを間に挟
み、空気の層を
増やして断熱化。
左）障子を断熱
化させるDIY

出店者
の声

見て、知って、体験して…

環境問題を学び考える

「イベントを通して子ども
たちにエコを体感しても
らえて良かったです！」

「ゆっくりのんびり中町 ホコ天×エコ展」の具体的な内容とは？
’
21 年 11月28日に行われたイベントの様子を見てみよう。

イルミネーションも
エコの灯で！

’21年末から開催された松本城や
市街地を中心としたイルミネー
ションで、中町ではホコ天×エコ
展の趣旨に合わせソーラー蓄電
を一部使用し、常夜灯のライト
アップでレトロな雰囲気を演出

完成品を使った実演。ニオイや煙はほとん
ど出ないうえ、上部に鍋を置いて煮物をつ
くったり、湯を沸かしたりできる優れもの

EVENT

井戸端会議
“10 年後の松本を描こう”

屋外ボードでは気候変動の現状や原因を紹介。円卓状
ボードに付箋を使って、エコな街づくりのために10年

同時開催！
店舗を巡るスタンプラリー

後もあってほしいもの、なくなってほしいものを書き
込む企画では、参加者同士で話が弾む姿も。
「集計結果

イベント時に店舗を利用
すると、オリジナルの折
り紙やメモ帳をプレゼン
ト。
回遊性を高める工夫も。

は行政などに届けることも考えています」
（浅輪さん）

「一度で終わらせず、同じテーマのイベントを継続することもエ
コにつながります」と話す中町商店街振興組合専務理事・松尾昭
さん（左）
、
「自然エネルギーネットまつもと」代表・平島安人さ
ん（中）
、
「自然エネルギー信州ネット」浅輪剛博さん（右）

子どもを対象にした地球にやさ

しい石鹸づくり︑災害時の備え

になるロケットストーブづくり

など︑期間中は趣向を凝らした

数々のブースが並んだ︒

地元メディアが積極的に取り

上げたこともあり︑
﹁最初は﹃エ

コって何？﹄と遠巻きに見てい

た人たちが︑回を重ねるごとに

関心を高め︑気軽にワークショ

28

ップに参加してくれるようにな

11

りました﹂と松尾さん︒取材で

訪れた 月 日も︑多くの人が

歩行者天国をのんびり歩きなが

ら︑買い物のついでに展示を見

たり︑足の向くままブースに参

加したりする姿が見られた︒

﹁地方都市は車移動が多いので︑

ホコ天を実施して歩く人が増え

ること自体︑十分エコなんです︒

それに商店街をゆっくり歩けば︑

人やお店との新たな出会いにも

つながりますしね﹂と話すのは︑

﹁自然エネルギー信州ネット﹂

10

の浅輪剛博さん︒担当した﹁井

戸端会議〝 年後の松本を描こ

う〟
﹂という企画では︑大人だ

気候変動に具体的な対策を

けでなく子どもたちからも地域

パルコ
松本駅

や商店街への期待や要望が多数

エネルギーをみんなに。そしてクリーンに
中町・蔵シック館

寄せられた︒

女鳥羽川

歩行者天国で考えるサステナ

質の高い教育をみんなに

ブルな街の未来︒エコストリー

松本城

中町商店街
振興組合

トとして中町商店街の果たす役

25

この商店街が取り組む SDGs は…

井線
篠ノ

JR松本駅より徒歩で
約 10 分。 中 町 通 り
と女鳥羽川沿いの２
本の通りに、約 120
もの店舗が軒を連ね
る。江戸～大正期に
建てられた蔵造りの
建物が残り、松本城
見物とセットで立ち
寄る観光客も多い。

松本市の地図が貼られた円卓状ボード「えんたくん」に、意見を書き込む来場者たち

割は大きくなりそうだ︒

DATA

気候変動問題がテ
ーマの投票ボード。
質問と選択肢が書
かれたボードに、
シールを貼って投
票する仕組み

24

特集

コロナ禍で減った客足を取り戻すために作製さ
れた、カラフルなエコバッグ。デザインは、書
店「石引パブリック」の店主・砂原久美子さん
が担当。
「BUY LOCAL」
（＝地元で買おう）の
ロゴには、地元のお店を積極的に利用してほし
いという商店街の想いが込められている。

敦賀市神楽町 1 丁目商店街振興組合
（福井県敦賀市）
商店街の女性店主たち14人が立ち上げた「神
楽べっぴん会」
。
「女性ならではのアイデアで地
域を元気に」と活動を続ける同会が、レジ袋有
料化の周知イベントを機に作製したエコバック
が大反響。’21 年度「はばたく商店街 30 選」
の受賞を記念して、期間限定販売をスタート。

種類 1 種類

種類 6 種類

価格 880 円

価格 （右）380 円、
（左）600 円

N

プラスチックごみを減らすための

レジ袋有料化をきっかけに、
商店街では、オリジナルの
エコバッグが次々と誕生。
個性豊かなデザインを楽しもう！

フラッグバッグ
麻布十番商店街振興組合
（東京都港区）

網走を代
表する
ユニーク
な
生
き
物
がキャッ
チー

商店街を彩る105本のフラッグが廃棄されて
いることを知り「もったいない」という想いか
ら、
「フラッグ・リユースプロジェクト」を発足。
可愛らしいイラストと丈夫な素材を活かしたフ
ラッグバッグは港区の障がい者事業所で作製さ
れ、利益は社会福祉協議会に寄付している。
DATA
素材 ポリエステル（ターポリン・遮光スエード）
種類 月替わりのフラッグごとのデザイン数
価格 1,500 円

る
ーによ
ザイナ れバッグ
地元デ
しゃ
二のお
唯一無

LU M

商店街のフ
ラッグが
バッグへと
生まれ変わ
った

“地
元
エコ で買お
バ
ッグ う”
で
メ
ッセ
ージ
を
発信

DATA

ECO BAG
ME E T-UP

CO

価格 無料 ※石引商店街の加盟店にて配布

素材 コットン

DATA
素材 コットン

種類 5 種類

まちづくり会社が主導のフリーペーパー「アバ
シリアソビ」の発行のための寄付金付きエコバ
ッグ。右のデザインは、道内在住のデザイナー
による「シャケグマ」
。左は、市内の子どもた
ちが思い思いに描いたイバラガニがモチーフ。
ハンドメイドの温かみを感じるバッグだ。

’95年にマイバック持参運動をいち早く開始し
た同商店街。右はオリジナルで作製したブレー
メンの音楽隊がモチーフのデザイン、左はドイ
ツ・ブレーメンの子どもが描いたイラストをプ
リント。’07年発行の専門誌「エコバッグ・ブ
ック」の表紙を飾った。

DATA

DATA

網走中央商店街振興組合
（北海道網走市）

モトスミ・ブレーメン通り商店街振興組合
（神奈川県川崎市）

素材 コットン

素材 コットン

アバシリアソビ エコバッグ

オリジナルエコバッグ

隊が
ンの音楽
ブレーメ ュート！
りキ
と びき

石引商店街振興組合
（石川県金沢市）

たちの
女性店主
れた！
から生ま
アイデア

「BUY LOCAL ISHIBIKI」

神楽バッグ

SDGsと商店街

「SORT」
盛岡市肴町商店街振興組合
（岩手県盛岡市）
肴町をテーマに、地元デザイナー 9名によりデ
ザインされたエコバッグ。エコの観点だけでは
なく、
「肴町を訪れる人々がより楽しんでもら
えるように」と、地域と人をつなぎ、街に笑顔
とデザインが溢れる肴町を創出するためにつく
られた。おしゃれなデザインで気分も上がる。
DATA
素材 コットン
種類 16 種類
価格 1,650 円

種類 3 種類
価格 1,500 円

27

26

商 店 街 の歩み

障がい者の自立支援活動を積極的に行
減などの社会状況を背景に、ホームレ

ってきた。最近ではユニバーサルマナ
スとなる人が増えた’00年代。アーケ

ー検定受験会場設置、車いす体験イベ
ード内に野宿する人たちを見てどうに

ント開催のほか、改正障害者差別解消
かしなければと、
「ホームレス自立支

法（’21年6月公布）の啓発活動などを
援センター北九州」の協力を得て、地

障がい者支援団体とともに行っている。

北九州市からの委託によりNPOが運営している、ホーム
レス自立支援センター北九州

NPO法人「自立生活センターぶるーむ」代表の田中雄平
さん。
「商店街でお店を持つのもいいかも」と笑顔で話す

SDGs

商店街が示す
SDGs 達成への道

道な支援活動に取り組んだ。

2000
頃

取組みを重ね、 年、日本初の

銀天街）は、古くから先進的な

町商店街振興組合（通称、魚町

九州市の中心的商店街である魚

JR小倉駅から徒歩３分、北

エコルーフ

町銀天街が昭和 年に全国初の

民力の基盤〟があるという︒魚

の社会問題に対峙してきた〝市

公害や暴力団といった地域特有

北九州市には︑市民が団結し

地域コミュニティに

商店街を人の拠り所となる

のあゆみを紐解く。

存在感を高めていく商店街。そ

SDGｓによって自身の価値と

「ＳＤＧｓ商店街宣言」を掲げた。

’18

この地で 年代初頭に深刻な

取ったという歴史がある︒

建設省に直談判して許可を勝ち

かったため︑店主たちが当時の

前例がなく役所の許可がおりな

アーケード商店街となった際も︑

26

福岡県北九州市

魚町商店街振興組合

日本で初めて「SDGs商店街」と名乗りを上げた、魚町商店街振興組合。

リーマンショックや生活保護受給者削

みとして︑同商店街は︑ 年以

社会的な弱者に寄り添う取組

と︑梯さんは振り返る︒

ならないと強く感じました﹂

拠り所となる場所にしなければ

です︒この時︑商店街を人々の

会とのつながりを失っていたの

はなく︑安心できる居場所や社

﹁彼らは単に住む家がないので

けたという︒

ぎ役をするなど地道に活動を続

レス自立支援センターへのつな

き︑債務整理の手伝いやホーム

寝ている人に声をかけて話を聞

は︑当時︑夜な夜な商店街を歩き︑

かけはし

街振興組合理事長の梯輝元さん

ても対応を迫られた︒魚町商店

で寝ることが増え︑商店街とし

ームレスがアーケード下の店前

増加だ︒夜に雨風を凌ぐためホ

問題となったのがホームレスの

ʼ00

コミュニティの担い手として積み重ねてきた実績が、いま、改めて注目されている。

取 組 みの 内 容

障 がい 者 自 立 生 活 支 援
魚町商店街振興組合は20年以上前から

ホ ー ムレス 自 立 支 援

商店街 の“当たり前”に価値が

SDGs商店街徹底解剖！

地域コミュニティに役立つ場だ

SDGsと商店街
特集

上前から︑障がい者の自立支援
にも尽力してきた︒チャリティ
ー餅つき会を開催したり︑介助
者を募集するチラシ配りに協力
したり︑バリアフリーの勉強会
を実施したりするなど︑当事者
たちと手を結んで活動を行って
いる︒

28
29

20

障がいのある当事者とともに
歩み続ける
一人ひとり声かけして回る
地道な活動

想い

商店街は単にモノを売ったり買ったりするだけの場ではない。

商店街が示す SDGs 達成への道

特集

SDGs で商店街の魅力を

地域社会の課題を解決することで

先進的な取組みで

積極的にアピールしていこう

商店街の再生につなげよう

来訪者に喜んでもらおう

2019

2018

2013

人の心もきれいにする」をコンセプト
に、原宿・表参道で生まれたプロジェ
クト。それが、
「北九州まなびとESDス
テーション」での学びををきっかけに
小倉にも誕生した。現在は小倉・北方・
黒崎・折尾の4拠点に活動が広がり、
北九州の街をきれいにしている。

商店街が親子連れでにぎわうことを願い、'12
年にオープン。子育て支援活動を行うNPOが
自主運営する。親子が遊べるフリースペースを
備え、子どもの一時預かりにも応じる。買い物
中の授乳やおむつ替えにも利用可能。

株式会社リノベリングが主催する、遊休
不動産を活用してエリア再生のためのビ
ジネスプランを創り出す短期集中の実践
型スクール。魚町エリアは好立地のため
賃料が高めだが、リノベーションにより
安く入居できる小さな物件を増やしたこ
とで、資金力のない若手事業者たちでも
開業できるようになった。

リノベ物件「ポポラート3番街」の2階で商店街
に来る親子を明るく迎え入れる
北九州まなびとＥＳＤステーション
アルク農業サービス
農作業代行、農機具
レンタル、農業技術
相談などの業務を手
がける会社が、規格
外の野菜を販売する
ショップを構えた。
安くて新鮮な野菜を
求めて商店街に人が
集まるようになり、
廃棄野菜の減少とに
ぎわい創出に貢献し 農家の収入向上にも一
役買っている
ている。

大学生が中心となって運営し、清掃活動を
精力的に継続している
商店街に掲げられた、受賞をア
ピールするフラッグ

北九州市内の全10大学の連携で生まれた、地
域実践活動拠点。学生をはじめ、地域の人々や
企業などが協働でさまざまなプロジェクト活動
に取り組む。一般公開の講座やイベントなども
開催される。

全国的にも新しい
脱炭素への取組み
’10年、魚町1丁目と2丁目の間に建設
された「エコルーフ」
。国道上に架かる
アーケードとしては全国で2例目とな
る。透過性太陽光パネルを設置して
5kw/hを発電、アーケードの電力とし
て活用している。照明はLEDおよびエ
バーライトを使用。光触媒を塗装する
ことにより、二酸化窒素を除去している。

リノベーションされたビルの地下に学びたい人が
自由に集える場所がある

全長約21m、幅約16m、高さ約8m。雨天時も濡れずに通
行できるようになり、来訪者の利便性も高まった

先進的な取組みで

年以降︑魚町商店街振興組

ʼ10

商店街に若者を呼び込む

合はさまざまな先進的な取組み

2

を加速させた︒そのスタートを

1

象徴するのが通称﹁魚町エコル

ーフ﹂だ︒魚町 丁目と 丁目

を分ける国道１９９号線に架か

る︑透過性の太陽光パネルを載

せたこの屋根は︑５kw／ｈを

発電︒アーケードの電力の一部

として活用されている︒ＬＥＤ

照明や光触媒塗装により︑環境

への配慮も万全だ︒ちなみに現

在アーケードで消費される電力

は︑すべてが自然エネルギー由

来のもの︒電気料金の１％は途

上国支援団体に寄付されるとい

年には通行量の減少や空き

ʼ11

う電力サービスを利用している︒

店舗の増加といった問題を解消

しようと︑新たな人の流れを生

み出す取組みにも着手︒遊休不

動産を活用しエリア再生のビジ

ネスプランを創出する実践型ス

クール﹁リノベーションスクー

ル﹂を全国に先駆けて開催した︒

受講生はリノベーションのビジ

ネスプランを練り上げて不動産

オーナーにプレゼンし︑事業の

実現化に向けてブラッシュアッ

プしていく︒当時はリノベーシ

ョンそのものが目新しかったが︑

梯さんはそこにもうひと工夫を

加える案を発した︒

﹁リノベーションで建物のワン

フロアを小分けにし︑１〜２坪

くらいのスペースをたくさんつ

くってもらいました︒そうする

ことで一物件の賃料を下げるこ

とができ︑創業間もない事業主

や団体︑若い人たちにも借りて

もらいやすくしたのです﹂

かくして狙いは当たり︑多く

の若手創業者たちが︑商店街に

店を構えることに︒それにより︑

学生や親子連れなど︑それまで

には見られなかった若い人々が

行き交うようになった︒

大学生を中心とする地域実践

活動拠点﹁北九州まなびとＥＳ

Ｄステーション﹂
︑子育て支援

施設﹁ママトモ魚町﹂
︑規格外

野菜の販売で廃棄野菜削減に貢

献する﹁アルク農業サービス﹂

など︑地域社会の課題解決に向

けて活動しているさまざまな団

体も︑この時期に商店街に仲間

入りした︒

31

リノベーションスクールとは

ママトモ魚町

2010

エコル ーフ 建 設

グリーンバードとは「きれいな街は、

2011

全 国 初 リ ノベー ションス ク ー ル 開 校

グ リ ーンバー ド 小 倉 チ ー ム 誕 生

S D G s 商 店 街 宣 言！

内閣総理大臣賞受賞

ESD ステーションから生まれた
学生の“お掃除プロジェクト”

SDGsと商店街

30

ジ袋の削減に貢献する︒輸入食
.Ｇ
.ｓｈｏｐ﹂では︑
品店﹁Ｄ
賞味期限が接近したものや端数
となり大手に卸せなくなったも
のを積極的に買い取って︑割引
販 売︒
﹁ 辻 利 茶 舗 ﹂ で は︑ 栄 養
豊富ながら廃棄されてきた茶の
出がらしを活用するため︑醤油
メーカーとタイアップして出が
らしをおいしく食べるためのポ
ン酢を開発した︒さらに店主の
辻利之さんは︑市内の放置竹林
の問題を解決しようと︑竹を活
用するイベント﹁小倉城竹あか
り﹂も手がけている︒
いずれの店舗も︑こうした取

個 店の 取 組 み

講座例

商店街と個店の取組みを
ＳＤＧｓが後押し
北九州市は 年︑経済協力開

卸ししてＳＤＧｓの 項目に照

それまで行ってきた取組みを棚

Ｇｓ商店街﹂となることを宣言︒

れをきっかけに日本初の﹁ＳＤ

れた︒魚町商店街振興組合はこ

た世界のモデル都市﹂に認定さ

ジア初の﹁ＳＤＧｓ推進に向け

発機構︵ＯＥＣＤ︶によってア

ʼ18

らし合わせてみたところ︑ほと
んどすべての項目に当てはまる
ことがわかった︒先進性と行動
力を活かして商店街の魅力を向
上させ︑人を呼び込む努力をし
てきたこの商店街︒それがＳＤ
Ｇｓという名のもとに時代の流
れと合致したのだ︒
商店街の各店舗も︑普段の営
業の中でＳＤＧｓ的な取組みを
実践している︒たとえばカフェ
﹁Ｐａｒｔｓ oｆ Ｌｉｆｅ﹂
では︑ 年から使い捨てないガ
ラスやステンレスストローを取
り入れてきたし︑呉服店﹁ゑり
福﹂で取り扱う大判の風呂敷は︑
大小さまざまな荷物に対応する

認識いただいており︑新商品の

エコバッグとして活用でき︑レ

に取り組む姿勢や積み重ねてき

サンプリングに来られる企業も
多いんですよ﹂

た実践力︑ＳＤＧｓ のほぼ全
ての目標に対して包括的に取り

﹁商店街にかかわる人や物事を

ることもある梯さんは︑

も増えた︒自ら高校生に話をす

は視察や修学旅行生の見学要請

たという︒受賞以降︑商店街に

打ち上げ花火的なかたちではな

いく必要があります︒いわゆる

ざすことで存在意義を見出して

付加価値を設け︑社会貢献をめ

いの場だけではないさまざまな

﹁これからの商店街は︑売り買

梯さんは︑続ける︒

幅広く知ることで︑社会に向け

く︑小さな取組みでも社会に必

組んできた実績などが評価され

ての視野を広げてもらえたら﹂

商店街振興組合は着実にあゆみ

標に向かって︑これからも魚町

ＳＤＧｓ達成という大きな目

ねていくことが大切です﹂

と話す︒商店街のこの包容力は︑ 要とされることを地道に積み重
未来ある若者が社会の多様性や
課題解決のヒントを学ぶための
貴重な教材ともなるのだ︒
最近は︑さまざまな企業と手

を進めていく︒

紫川

魚街商店街
振興組合

を結んだ取組みも特徴的︒たと

線

えば商店街の理事たちの名刺は︑
エプソンとのコラ
ボレーションによ
り乾式古紙再生シ
ステムを活用した
再生紙でつくられ
た も の︒ 印 刷 は︑
市内の障がい者自
立支援施設で行っ
ている︒
﹁この商店街に集
う人は新しいモノ

新幹

組みを〝ＳＤＧｓだから〟では

「今後は竹を加工した商品
の開発なども予定してい
ます」と辻󠄀さん

17

への感度が高いと

DATA

なく︑自分たちと社会に良いこ
とを考えた結果︑当たり前のよ

17

平和通り

うに行ってきたことが共通して
いる︒

大きな 目 標 に 向 か っ て
一歩ず つ あ ゆ ん で い く
こうした取組みが実を結び︑
同商店街は 年︑外務省が主催
する﹁ジャパンＳＤＧｓアワー

消費期限の近い
値引き商品を目
立つ位置に陳列。
お客様に買い物
を楽しんでもら
いながら食品ロ
スを抑える
使用済みのペットボトルでカラフルな風車を作り、
リユースの大切さを学ぶ。

現在

ド﹂において最高賞の内閣総理

リユース風車
（北九州 ESD 協議会）

2022

大臣賞を受けた︒商店街という

近年注目が集まっている昆虫食を学びながら、食
の未来を考える。

ʼ18

1860年（萬延元年）に創業し、市内に3店舗と海外に複
数店舗を構えるお茶の専門店。地元醤油店とともに、栄養
豊富な“お茶がら”を捨てずに食べるポン酢を開発した。
店主の辻󠄀利之さんは、放置竹林の竹で作った灯籠で小倉城
を彩るイベント「小倉城竹あかり」に3年前から取り組む。
世界中からオーガニックやフェアトレードの食品
を集めたショップ。4年ほど前から、消費期限接近
品や大手に卸せない端数の商品を積極的に仕入れ、
値引きして販売するという取組みを行っている。
魚町商店街振興組合理事長の梯輝元さん。
「魚町に生まれ育ち商売を
させていただいているからには、街にできる限りの恩返しがしたい」

辻利茶舗
D.G.shop
東京農業大学生による
ベンチャー企業が企画
した、昆虫食の自動販
売機も設置されている

食べて考える！ はじめての昆虫食
（うつせみテクノ合同会社）

商店街の価値を引き上げる

市民に近い立ち位置でＳＤＧｓ

旦過市場

小倉
日豊本
線

山陽
本線

カラフルなデザインの風呂敷が並ぶ。
「
“もったいない”の精神に
世界が追い付いてきましたね」と社長の瀬口裕章さん
発酵のことや環境のことを学びながら、作り置き
できる、みそ玉をつくる。

Parts of Life
ゑり福

32
33

鹿児島

JR小倉駅南口徒歩5
分の地点から南北に
伸び、南端は市民の
台所と言われる旦過
市場と接する。江戸
時代から続く魚河岸
を起源とし、現在は
北九州市の中心的商
店街となっている。
店舗数は95。

SDGs 宣言を力に変えて
さらなる商店街の魅力アップをめざす

口当たりがひんやりと
しており、冷たいドリ
ンクをおいしく飲める
という利点もある

みそ玉を作って環境を学ぼう
（自然食工房めぐみ）

こだわりのコーヒーなどを提供しているこちらの
カフェでは、’18年からステンレス製およびガラ
ス製のストローを導入している。専用のブラシで
洗って何度も使えるため、コストを抑えながらプ
ラスチックごみも削減できる。
創業99年を迎えた呉服店。店頭に豊富に並んで
いる風呂敷は、さまざまな大きさや形の荷物に柔
軟に対応できる便利な“エコバッグ”
。持ち運び
がしやすく、レジ袋を使用しないことでCO2 の
削減に貢献できる。

うおゼミ（まちゼミ）も
SDGs をテーマにしています

個店によるSDGs の取組みが

ʼ19

SDGsと商店街
特集
商店街が示す SDGs 達成への道

空缶アルコールストーブを作りませんか？
（松永不動産×MIKAGE1881）

空缶を使ってキャンプや非常時の湯沸かしなどに
使える携帯コンロをつくる。

PART

ふるさと納税というふたつの手法に注目。危機を抜け出すための糸口を探った。

大村 まず︑クラファンを始め

いでしょうか？

掴めていない人は多いのではな

くための、具体的なイメージを

す。しかし、それを成功へと導

体や、商店街が最近増えていま

から 代が多く使うツイッター

若者向けの企画であれば︑学生

方を変えるべきです︒たとえば

する層により︑告知や宣伝の仕

ジェクトの特性やターゲットに

ットは有効な手段ですが︑プロ

ファン自体の認知度が高くない

大村 皆さんが思うほど︑クラ

要になるのですね。

―― 意外にも、地道な作業が必

だったりします︒

を作成し配布するほうが効果的

き た い の は︑
〝お金が自動的に

るうえで最初に理解していただ
のクラファンは︑主に地元の人

が向いています︒一方︑商店街
用している人には知られていま

ためです︒日常的にSNSを活

者会見に喜んで駆けつけますか

高いですよ︒メディアの人は記

の配布と記者会見は宣伝効果が

ります︒特に︑プレスリリース

大村 活用する価値は大いにあ

きますか？

アも、宣伝に役立てることはで

―― テレビや新聞などのメディ

宣伝するほうが有効です︒

ーポン券を買ってください﹂と

ださい﹂と言うのではなく︑
﹁ク

そ う い う 人 に は︑
﹁支援してく

―― クラファンに取り組む自治

大村 クラファン

ありますか？

どのようなものが

れることとしては、

お金以外にも得ら

が大切なのですね。

らう仕組みづくり

―― 周りに見ても

大事です︒

ることが︑とても

いう共感が得られ

張っているな﹂と

﹁地元のために頑

大村 もちろんネ

選ばれる努力と
戦略が必要です
ピ ン と こ な い︒

援といわれても

ん︒ゆえに︑支

少なくありませ

ことがない人も

単語すら聞いた

ィング〟という

ラウドファンデ

と も 多 く︑
〝ク

用していないこ

ンはSNSを利

すが︑一般の主婦やサラリーマ

ら︑商店街の人も実施すべき︒

は︑商店街や地域

数万件の中から

がターゲットですから︑チラシ

―― 広報戦略は具

特に地方新聞やケーブルテレビ

の宣伝にも使える

大村和彦さん

集まるわけではない〟というこ
とです︒ページを
作成し︑リターン
を設定し︑ウェブ
サイトに掲載した
ら そ れ で 終 わ り︑
という感覚だと成
功は難しいでしょ
う︒数万件もある
クラファンの告知
の中から︑自分た
ちが選ばれるため
の努力と広報戦略

ら注目されるクラウドファンデ
体的に何をすれば

が必要です︒

ィング（クラファン）
。成功に
い い の で し ょ う。

は高い確率で来てくれますし︑

うえに︑チャレン

Flatier 代表

いなと思います︒

これからもっと増えてくるとい

域に︑クラファンに詳しい人が︑

なかありませんよ︒商店街や地

にこれほど有効なツールはなか

的かもしれません︒地域活性化

に得られる副産物のほうが魅力

間も増えるので︑実はお金以外

の数が明確にわかりますし︑仲

になります︒応援してくれる人

クラウドファンディング
の 最 大 手「CAMPFIRE」
の社外パートナー、また
キュレーターとして’18年
より活動。総支援額８億
４千万円の実績を誇り、
プ
ロジェクトのサポートな
ど多岐にわたり活躍する。

近年、商店街活性化の観点か

導く秘訣を、その専門家として

うのが効果的なの

SNSで発信を行

活躍する大村和彦さんに聞いた。 インターネットや

クラウドファンディング

今はオンラインで参加してくれ

ジの過程で︑今後

でしょうか？

るメディアもありますから︑ト

の商店街の在り方

最初の一歩として

ライすることをお勧めします︒

を考えるいい機会

得られるんです！

たくさんの副産物が

実は、お金以外にも

―― クラファンは、主催者や実
施する団体の信用や価値で、
集まる金額が変わってくる
こともありますか？
大村 そうですね︑知名度
の高い団体や個人は有利で
す︒ただ︑頑張ろうとする
人や団体を応援するシステ
ムですから︑知名度が低く
ても挑戦できます︒そのた
めには︑プロジェクトペー
ジに趣旨が明確に掲載され︑

40

クラウドファンディング

PROFILE

クラウド
ファンディング

SPECIAL INTERVIEW

34
35

ふるさと
納税
クラウド
ファンディング

商店街における
クラファン活用術とは？
コロナ危機を乗り越えるヒント

PART

乗り越えるヒント
コロナ危機を
PART
PA RT

コロナ禍の商店街における深刻な状況を打破すべく、クラウドファンディングと

未来まで見据えて

何が残せるのか

大村 若者を積極的に巻き込む

べきです︒彼らはＳＮＳの使い

方が巧みで︑常にアプリを開い

て反応をつぶさに調べています

し︑拡散の仕方が上手です︒

考えてチャレンジ！

商店街 の 挑 戦 を

成功へ と 導 く 三 原 則

つのポイントがありま

3

―― ズバリ、成功の秘訣とは？

大村

古川グルメ商店街を

―― ふるさと納税は、魅力ある

自粛で苦しむ青森の

す︒プロジェクトメンバーの姿

プロジェクトタイトル

返礼品を設定した自治体に支持

コロナ危機を乗り越えるヒント

クラファン DATA

や想いをストレートに伝えるこ

と︑人を巻き込む努力をするこ

など、精力的に活動を行っている。

と︑そしてシンプルでわかりや

店街にある通りの愛称の募集や、YouTube での発信

すると、約1カ月で100万円以上が集まった。返礼品

すいリターンの設定です︒

ロナ禍に突入。藁にもすがる思いでクラファンを開始

―― メンバーの姿が見えれば、

支援者の温かな声に心底支えられたそう。その後も商

共感が得やすいですよね。

内では約30年ぶりの新生商店街だが、その直後にコ

大村 はい︒特に︑商店街のク

券の金額分の寄付を申し出る人もいて、厳しい状況下、

ラファンは〝人〟や〝人柄〟が

はお礼のメッセージだけで構わないという人や、商品

ポイントになります︒頑張って

’19年に発足した古川グルメ商店街は、青森県庁舎
から近い4本の通りにある18軒の商店からなる。市

いる人の姿を見ると︑素直に応

［ 古川グルメ商店街・青森県青森市 ］

援したくなりますからね︒

取組みを通して支援者とコミュニケーション
苦しいなかでの温かい声が支えになりました！

―― 今まで商店街に縁のなかっ

た人も、巻き込むべきですか？

モデル事例

どうか救ってください！
目標金額

1,000,000 円

PART

成功につながる

支援総額（支援者数）
クラウドファンディング

1,083,280 円（240 名）

1

期間
POINT_

2020/04/22-2020/05/31
お礼のメッセージ／
商店街で使える商品券

4

3

大村' s CHECK

POINT_

P O I NT _

シンプルで
わかりやすい
リターン

いかに
多くの人を
巻き込むか

メンバーの
姿や想いを
ストレートに伝える

若干のボーナス分をプラスしたクーポ
ン券の発行や、魅力あるアイテムが効
果的。差額は広告費の一環と考えよう。

“知り合いの知り合い”くらいの層まで
届ける努力をして、みんなで達成感をど
れだけ味わえるかも重要なポイント！

メンバーの顔を見せたり、プロジェクト
への決意をつづるなど、がんばってい
る姿を効果的に伝えるページづくりを。

リターン
2

1）商店街の設立を祝う関係者の皆さん。2）コロナ禍に伴う自粛は、商店街に大きな打撃を与え
た。3）ラーメン店などの飲食店が豊富。4）グルメに限らず衣料品を扱うブティックなども並ぶ

特に ココ が良かった！

が集まっていると思います。ク

ラファンでも返礼品は重要なの

でしょうか？

大村 返礼品をないがしろにし

てはいけませんよ︒たとえば︑

商店街のロゴがついたＴシャツ

を︑そこまで多くの人がほしい

と思うでしょうか︒自己満足の

品ではなく︑対象となる層を思

い描き︑喜んでもらえる返礼品

を考えましょう︒そして︑お金

を出さずとも︑拡散に協力して

くれた人に感謝の気持ちを伝え

ることも大事です︒そうしたこ

との積み重ねが︑必ずプロジェ

クトの未来につながります︒

―― クラファンは商店街の可能

性を広げることにもつながるの

ですね。これから取り組もうと

している人たちへのメッセージ

をお願いします。

大村 商店街は年配の人が多い

イメージですが︑クラファンは

自分たちで撮影した写真や手書きのメッセージから
なる手づくり感あふれるページが好印象に

若い人を巻き込むきっかけづく

が伝わってきて、支援したい気持ちになれるページです」

りにもなります︒一緒に取り組

たのだとわかります。この商店街の人たちの優しさ、実直さ

んだ若者は長く応援してくれま

商品券のみでシンプルですが、関係者が一生懸命考えて決め

すから︑きっと将来のためにな

込んでいないのがいいですね。返礼品はお礼のメッセージと

ります︒お金以外に何を残せる

「クラファンのページ作成をプロに依頼せず、無理につくり

か︑先を見据えて取り組んでい

ただきたいですね︒

サイトに試行錯誤の跡が見られ、
関係者の想いが伝わってくる

37

つのポイント

36

モデル事例

モデル事例

ユニークなラインナップが光る
返礼品で地域の魅力をアピールしました！

行政や団体との迅速な連携がカギに
街全体が一丸となって取り組みました！

［ 新潟市上古町商店街振興組合・新潟県新潟市 ］

［ 四日市商店連合会・三重県四日市市 ］

若者も多く、活気がある新潟市の上古町商店街。この

ァンを実施したところ、新潟銘菓の「浮き星」を筆頭に

三重県最大の人口を誇る工業都市・四日市市。全国か

最終的には3億円近くを集め大成功。スピード感をもっ

地で生まれ育ち、都内で編集の仕事をしてきた金澤李花

地域の食材を活用した返礼品も好評で、全国各地や商店

らの出張者が多いが、それがコロナ禍で激減。飲食店が

て取り組めたことや、連合会と市役所の緊密な連携や話

子さんは、
“歩くだけでワクワクする街をつくりたい”

街の仲間から多くの支援があった。さらに、立ち上げパ

深刻なダメージを受けた。そんななか立ち上がったのが、 題性も功を奏し、わずか１日で目標額を達成したという。

とUターン。さまざまな人が店を開くことができる「上

ートナーの迫一成さんもオンラインショップを利用して

飲食店応援「さきめし券」プロジェクトだ。緊急事態宣

現在は、スマホやネットで購入できる「四日市プレミア

古町の百年長屋 SAN」を構想した。
’21年9月にクラフ

支援を募り、12月には無事、SANのオープンが実現した。

言発出の直後にスタートし、目標額500万円に対して、

ム付デジタル商品券」の発行に取り組んでいる。

コロナ危機を乗り越えるヒント

クラファン DATA

クラファン DATA

プロジェクトタイトル

プロジェクトタイトル

オール四日市！

新潟市・上古町商店街（カミフル）
に「複合施設 SAN（さん）」が
オープン！

飲食店応援『さきめし券』
プロジェクト

目標金額

目標金額

2,000,000 円

PART

5,000,000 円

支援総額（支援者数）

支援総額（支援者数）

クラウドファンディング

2,363,277 円（127 名）

1

期間

2020/04/28-2020/05/29

リターン

リターン
4

3

2

1）築100年の長屋を改装した「上古町の百年長屋 SAN」
。2）エントランススペース。3）外壁
に掲示されたクラファン協力者の名前。4）新潟の伝統菓子「浮き星」を使ったメニュー

大村' s CHECK

特に ココ が良かった！

参加店舗で使える食事券／
HP上で名前の紹介

4

大村' s CHECK

2

特に ココ が良かった！

市や各種団体と連携し、
圧倒的なスピード感で実行

「地元ならではのギフトセットや体験型のワークショップを

「コロナ禍に飲食店を応援するため、前売り券を返礼品にし

返礼品に盛り込み、支援したいと思える工夫に満ちています。

たクラファンは、けっこうたくさんありました。この『さき

またページの好奇心をそそるデザインも魅力で、おしゃれな

めし券』は先駆的な例です。約500事業者がかかわったこ

街が立ち上がるという期待感があります。地元の子どもたち

とが驚きで、まさにオール四日市。運営側は入念に根回しを

メインのロゴや館内イメージなどを、温か
みのあるイラストでそろえセンスが光る

3

1）オール四日市で団結して取り組み、２億円達成を喜ぶ関係者。2）コロナ禍で閑散とする商
店街。3）イベントでにぎわうかつての商店街の様子。4）市内の飲食店で使える「さきめし券」

創意工夫に富んだ返礼品と
地元も巻き込む積極的な活動

の意見も取り入れ、場づくりに反映している点もいいですね」

39

1

期間

2021/09/29-2021/10/25
お礼のメッセージ／オリジナルグッズ／
新潟おいしいギフト／
複合施設 SANオンラインツアー／
ワークショップ参加券／
外壁に名前の記載 など

293,611,000 円（14,029名）

したのでしょう。人海戦術で情報を拡散した点も見事でした」

トップには街のキャラクターを用いてキャッチーに。
SNSなどにおける告知の際も目を引いたという

38

PART

地域の魅力を発信するコミュ
ニケーションツールとしても注
目される「ふるさと納税」の返
礼品。商店街の専門店のおすす
め商品を返礼品にまちのファン

させるきっかけにもなった︒店
主の高齢化が進む同商店街では︑
﹁ ふるさと納税をやってみたい
けどパソコンが苦手﹂
﹁日々の
仕事が 忙 しくて手 が 回 らない﹂
という声が多かったため︑まち
づくり会社が受注や発送を代行
することにしたのだ︒以来︑店
側は商品を用意するだけですむ
ようになり︑負担が大幅に軽減︒
﹁それならやってみようか﹂と
興味をもつ店が増え︑ふるさと
納税スタート当初は 店舗のみ
だったが︑現在は 店舗が参加
するようになった︒
田中さんがふるさと納税に力
を入れる理由は︑
〝網走ファン〟
を増やしたいからだという︒
﹁ふるさと納税は︑網走ファン

商店街への思い入れは人一倍強
網走に興味をもってもらい︑そ

サイトで網走市のペー

ふるさと納税ポータル

税にも活かしている︒

その強みをふるさと納

中央商店街振興組合の理事長で

の代表・田中雄一さんは︑網走

﹁株式会社まちなか網走﹂
︒同社

仕切るのは︑ 年に設立された

商店街のふるさと納税を取り

まちづくり会社の設立は︑商

社を立ち上げたんです﹂

に動けるように︑まちづくり会

て︑よりスピーディかつ主体的

ること︒そのミッションに向け

むまち全体のにぎわいを創出す

ています︒こうして観光客や移

が増えていったらいいなと思っ

たから移住しようか﹄という人

﹃もう一度行こうか﹄
﹃気に入っ

肉のまるゆう 店主

まちの活性化につながりますか
ら﹂

ふるさと納税への出
品が刺激となり、パ
ッケージの改良に取
り組む店も。菓子店
「ダニエルドゥノウ」
は市補助金を活用し
人気の「流氷ラスク」
のパッケージをリニ
ューアル中。
返礼品が複数回届く
人気の「定期便」
。商
店街でも 1 度の申し
込みで 4 店舗の味を
月替わりで味わえる
「商店街定期便」を
’22 年 2 月 に ス タ ー
ト。まちの新たな魅
力を知るきっかけに。

返礼品をきっかけにパッケージを改良！
4 店舗の味を届ける定期便がスタート！

ʼ18

PART

［ 網走中央商店街振興組合・北海道網走市 ］

をつくりたい――。まちづくり
会社がリーダーとなっ
て取り組む網走中央商
店街の事例を紹介。

返礼品を通じて
網走の魅力を全国へ
網走中央商店街は︑
網走市内で唯一の商店
街︒長さ約600mに
も及ぶ長いアーケード
に沿って︑肉屋や魚屋︑
ケーキ屋など︑多彩な
専門店が軒を連ねる︒
街 の 菓子店の 手 づくりラスク﹂
い︒

を増やすきっかけになると思う

道のプロがいる﹂とい
などの品々が返礼品として並ん
こから﹃実際に行ってみようか﹄

ジ を 開 く と︑
﹁商店街
もあり︑商店街の老舗﹁フジヤ
4

住者が増えれば︑商店街を含む

の精肉店が目利きした
店街のふるさと納税参入を加速

んです︒まずは返礼品を通じて

うのは︑商店街の大き
﹁僕の最終目標は︑商店街を含

﹁専門店がある＝その

1

4

な強み︒同商店街では︑ でいる︒

左から網走市観光商工部商工労働課に所属し、ふるさと納税を担当する篠原宏寿さん、商店街振興組
合の理事長とまちなか網走の代表を兼務する田中雄一さん、網走市地域おこし協力隊としてまちなか
網走に派遣されている浦雅人さん、まちなか網走の事務・廣木紀美子さん

清水秀男さん

書店﹂の 代目︒生まれ育った

網走スウィーツスポンジ屋 店主

高崎裕康さん
ふるさと納税

千秋庵 店主

藤田恵美子さん

網走ポーク﹂や︑
﹁商店

コロナ危機を乗り越えるヒント

TO PIC_ 1
TOP IC _ 2

鮭とば、オホーツクの塩など、地
元食材を使ったラスクがうちの名
物。ふるさと納税を通じてたくさ
んの人に味わってもらいたいです
ね。
「返礼品のラスクがおいしかっ
た」と直接お電話をもらったこと
もあり、励みになってます。
網走にちなんだお菓子をメインに
作っています。ふるさと納税には
興味があり、市の事業者説明会に
も参加したのですが、自分でやる
にはハードルが高くて。田中さん
にお声がけいただいて出品するこ
とができました。

VO IC E _
VO IC E_

「北海道オホーツクラスク」
詰合せセット
四元豚「網走ポーク」
ロース 1.2kg
「千秋庵のお菓子」
詰合せ 30 個セット

VO IC E _

“ファンづくりのきっかけ”に
ふるさと納税は大きな一歩

40
41

返礼品は、吟味して納得できた肉
だけを仕入れた網走ポークやジン
ギスカン。リピーターの方も多い
です。昨年テレビ番組で網走ポー
クが取り上げられた際には、１カ
月の上限を超える申し込みが殺到
して驚きました。

ふるさと
納税

自慢の返礼品で商店街の魅力をアピールします！

私たちも、
ふるさと納税やってます！

リピーターも
増 えました！

まちの魅力をお礼にこめて……
行政やまちづくり会社など多方面の連携がカギ！

コロナ禍の今だからこそ、感謝の気持ちとともに地域やまちの魅力を発信しようと、
ふるさと納税の返礼品を活用する商店街が増えている。その一部の事例をご紹介。

DATA

東京都目黒区

福島県福島市

自由が丘商店街
振興組合

県庁通り商店街
振興組合

寄付金額：16,000円

寄付金額：19,000円

丘ばちはちみつ
（自由が丘産はちみつ）
100ｇ×2 個セット

こけし裕而
( 夫婦組 )

網走市地域
おこし協力隊

チームワークがカギとなる

商店街の「ふるさと納税」

商店街のふるさと納税は︑ま

ちづくり会社﹁株式会社まちな

か網走﹂が代表事業者となり︑

現在︑約 のポータルサイトに

返礼品を出品︒

受注はまちづくり会社が一括

管理し︑注文を受けるとお店に

連絡し商品を用意してもらう︒

それを集荷し︑まちづくり会社

から発送するという仕組みだ︒

受注は事務の廣木さん︑集荷は

1

3

1）いつでも相談し合える関係の田中さんと篠原さん。2・3）まちづくり会
社では朝市開催やフリーペーパー発行も行い、商店街の活性化に貢献

さっそく 年 月から︑ 度の

申し込みで商店街の 店舗の味

が楽しめる﹁まちなか網走おす

すめ便﹂がスタートした︒

さらに篠原さんは︑返礼品の

出品をきっかけにデザインやパ

ッケージの重要性に気づき改良

を希望する事業者に︑製品パッ

ケージの改良に使える市の補助

制度をすぐに紹介︒申請時はま

ちづくり会社もサポートし︑現

41

在︑リニューアルが進行中だと

いう︵ともにＰ 下段参照︶
︒

行政・個店と手を取り合って

のふるさと納税︒今後のさらな

10

2

まちづくり会社が進める商店街

ふるさと納税の現状を聞いた︒

網走市から派遣されている地域

おこし協力隊の浦さんが主に担

る盛り上がりに期待したい︒

9

﹁網走市のふるさと納税は今年

ʼ21

当し︑受注から発送までスムー

菓子司つじや「三杯もちにマッチするドリップ
コーヒー SET×2 箱」

7

年目︒申込み数は 年には

寄付金額：10,000円

ズに行うことができている︒

秋田県大仙市 ／ 花火通り商店街

網走中央商店街振興組合

昭 和 44 年 に 発 足、
流氷硝子館
最盛期は100店舗
網走川
ほどの店があった。
現 在 は 約 55 店 舗
網走駅
に半減し、まちづ
桂台駅
網走市立
くり会社が中心と
郷土博物館
なって活性化に力
を注いでいる。

万件を突破し︑寄付総額も同年

21

DATA
DATA

株式会社
まちなか網走

﹁まちづくり会社は︑受注や発

12

月時点で 億円を超え︑当初

20

送の手間賃をお店から得て収益

の目標・ 億円を達成しました﹂

年の躍進は︑コロナ禍で巣

ʼ21

化しています﹂と田中さん︒一

ごもり需要が増えたことに加え︑

方︑お店は手間が減るというメ

リットがあり︑Ｗｉｎ Ｗｉｎ

43

市や商工会議所が事業者に呼び

花火通り商店街の「菓子司つじや」と「Cafe VICOLO」がコラ
ボレーション。地元名物の三杯もちと、それに合わせてつくら
れた特別焙煎ドリップパックコーヒーのセット商品。’20年の繁
盛店づくり支援事業をきっかけに誕生し、返礼品に加えられた。

の関係が成立しているという︒

支援事業からも返礼品が誕生しています！

沼垂テラス商店街の
新名物「沼ネコ焼」
10 個セット

かけて返礼品のバリエーション

支援センターの

寄付金額：10,000円

ふるさと納税に取り組むにあ

山中温泉アイスストリート
厳選アイスクリーム
詰め合わせ 10 種類

沼垂テラス商店街

を増やしたことが奏功した様子︒

寄付金額：12,000円

新潟県新潟市

たって︑田中さんは行政との連

湯の本町商店振興会

DATA

返礼品を定期的に届ける﹁定期

石川県加賀市

’16年に商店街のPRのため誕生し
たのは、看板猫をかたどった愛ら
しいお菓子。その 2 年後には返礼
品に採用。日本屈指の米どころ・
新潟県産の米粉を使用した生地は
もちもちの食感で、よもぎを使っ
た笹団子や酒かすを用いたこしあ
んなど、味の種類も豊富。焼き印
による猫の多彩な表情は全国各地
の愛猫家にも人気で、商店街の知
名度アップに貢献している。

携も大切にしている︒網走市観

DATA

便﹂も好調だったことから︑篠

アイスクリームの年間消費量が全国
トップクラスの石川県。
「山中温泉ア
イスストリート」では49種類ものア
イスを販売中。源泉入りのご当地も
のからラー油を使った変わり種まで
個性派ぞろい。会長の梅田隆平さん
は、
「コロナ禍の影響で温泉街には客
足が戻っていません。地域活性化の
ために返礼品を提案しました」と話
す。その効果もあり商店街の認知度
が上昇中だ。

猫型お菓子で
認知度アップ

‑

返礼品
（商品）集荷

注文受付／発注
／発送

（現在約10サイトに掲載中）

光商工部商工労働課の篠原宏寿

ふるさと納税

コロナ禍で遠のいた
お客さんへアピール

商工会議所

原さんは﹁商店街でも定期便を

「東京オリンピックマーチ」を作曲し、NHK朝の連続テレビ小説「エ
ール」のモデルにもなった福島市出身の作曲家古関裕而・妻金子さ
んをモチーフにした夫婦こけし。土湯伝統こけしの工人の手でひと
つひとつ丁寧に仕上げられ、胴体には音符の柄があしらわれている
のがポイント。
「商店街の特産品でまちを活気づけたい」という想い
から誕生し、
「癒し」とともに福島のまちの魅力を届けている。

事務手続き代行

各種助成金案内

さんは︑よき相談相手のひとり

’09年から始まった、自由が丘で養蜂に取り組む「丘ばちプロジェ
クト」
。メディアにも登場し話題となったそのハチミツが’21年から
返礼品に加わり、自由が丘での環境活動がより多くの人に認知され、
地域のブランドを全国へ発信する機会となった。
「自由が丘の街なか
で、こんなにおいしい蜂蜜が採れるなんて」と納税者から驚きの声
が上がるほど、なめらかで優しい味わいは定評がある。

商店街の特産品で癒しとまちの魅力を

事業者募集／アドバイス
各事業組合への案内

始めてみては？﹂とアドバイス︒

地元の環境活動から生まれた商品を全国へ

網走市

だ︒篠原さんに︑網走市全体の

コロナ危機を乗り越えるヒント
PART

DATA

網走中央商店街振興組合（各店舗）

ふるさと納税サイト運営
／管理

ʼ22

4

2

1
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商 店 街 にあふれる“ E G A O ”

渡 部 多 一 郎さん
「レディスファッション 山形屋」
神明通り商店街振興組合／福島県会津若松市

守 崎 哲 平さん

40 〜 60 代女性に向けた洋服・グッズをセレ
クト販売。
「商店街の仲間とともに、街をより
元気にしていきたいです」

「café n2」
天神橋商店街振興組合／高知県四万十市
東京から移住し’
20 年 4月に開業。
「地域の方々
の集いの場としての拠点になれば」と、広い
テラスで毎月イベントを開催している。

速水佑一郎さん
「ティーカフェ カラー」
水道筋商店街／
兵庫県神戸市

林 八 重 子さん
いっせい

な

お

「ラ クーポラ」
魚町商店街振興組合／福岡県北九州市

いち か

山内一 成さん 凪 音さん 初 華 ちゃん

パティシエとして手づくり
スイーツを提供。
「NPO法人
わくわく西灘の会員として
商店街、西灘エリアの活性
化にも取り組んでいます」

’
18 年にオープンしたイタリア雑貨の店。
「子
どもの頃から親しんできた商店街を、皆さん
と力を合わせて盛り上げていきたいです」

「Flour Holic」
網走中央商店街振興組合／北海道網走市
’
21 年 12 月に開店したお好み焼き・もんじゃ
焼き店。オーナーの一成さんは網走育ちの 24
歳、３児のパパ。
「お子さま連れも大歓迎！」

次 代 の 商 店 街

は 、 私 た ち に お 任 せ！

瀬尾 萌さん
「Cafe & Dining GOOD DAY」
境町商工会／茨城県猿島郡境町

細 谷 貴 子さん

地元農家の食材をふんだんに盛り込んだピッ
ツァやケーキが自慢のカフェ＆ダイニング。
「地産地消で街に貢献していきたいですね」

「HARU Shoe Studio」
中町商店街振興組合／長野県松本市
夫婦で靴店を経営。２階の工房ではオーダー
シューズ製作や靴修理も。
「まだオープン６
年目。商店街の老舗に学びながら精進中です」

浅野恵一さん
岡 本 勇 二さん
「岡本野菜店」
門司中央市場商業協同組合／福岡県北九州市
店は父親の代から 60 年続き、2 代目としてと
もに営む。
「地元で採れた鮮度抜群の野菜、フ
ルーツを販売しています。おいしいですよ」

45

高 梨 修 平さん
新 井 健 弘さん
「株式会社マルヤ住宅」
春日部駅東口商店会連合会／埼玉県春日部市
昭和 41 年創業の不動産会社。
「高層マンショ
ンが増えたので、新しくこの街に住み始めた
人たちとも何か一緒にやっていきたいですね」

「六角橋焼小籠包」
六角橋商店街連合会／神奈川県横浜市
SNS でのユニークな発信も人気の焼小籠包
専門店。
「商店街が個店を巻き込みながら、い
ろんな取組みをしてくれるのでうれしいです」

「アサノベーカリー」
あざみ野商店会協同組合／
神奈川県横浜市
大正 8 年創業の地酒専門店
「浅野商店」の 4 代目は、日
本酒食パンの開発者。
「ご当
地の日本酒を使ったパンを
各地に広めたい！」
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繁盛店づくり支援事業

S HI E NJ I GYO

実践コース

R EPORT

チーム一丸となって取り組む
次代へつなぐ店づくり

令和

東武鉄道の 路線が交わる要衝

だ︒ 年完成に向けた高架化工

事では駅の東西がつながり︑市

ʼ31

春日部駅東口の６つの商店街

からなる「春日部駅東口商店会

連合会」
。地域に支持される専

街地の発展が期待されている︒

そんな中︑ 年秋に同連合会

が取り組んだのが︑繁盛店づく

ʼ21

門店も多い魅力的な商店街を次

代へと継承すべく、繁盛店づく

り支援事業の実践コースを活用

﹁青柳﹂や﹁市川寝具﹂のよう

な創業100年を超える老舗も

含まれており︑こうした老舗が

培ってきた歴史に基づく信頼と

専門性は︑量販店にない強みだ︒

﹁この商店街の魅力は︑店主同

士の仲が良く︑団結して地域を

盛り上げていこうという想いが

強いことです﹂と話すのは︑市

して、店舗の改善にチャレンジ。 り支援事業︒参加したお店には︑

店主たちの取組みには、地域か

らも熱い視線が注がれる。

老舗がもつ強みを

顧客に訴える店づくり

埼玉県東部を代表する都市で

ある春日部市は︑江戸時代に日

光街道の宿場町として栄えた歴

史を有する︒また︑春日部駅は
川寝具の市川智行さん︒

講師が直接店舗に赴きアドバ

イスを行う臨店研修では︑参加

した 店の店主が︑互いの研修

現場に足を運び︑各店の長所を

指摘し合う光景があった︒中華

料理店﹁けいらく﹂がメニュー

についてアドバイスを受けた際

には︑この店の本格料理の味を

知る仲間として﹁店主のイチオ

シを知りたい！﹂と発言が飛び

出すなど︑研修は始終和やかム

ード︒そこには市職員も同行し︑

一緒に店づくりについて考えた︒

5

度

支援事業

1

RE PORT

春日部駅東口商店会連合会［ 埼玉県春日部市 ］

臨店研修は午前9時の開始。自店の研修の前後に、他店の現場に足
を運ぶ積極的な店主の姿があった

3年

2

商店街は日々、さまざまな悩みを抱えている。

店の魅力を上手にアピールできない、空き店舗の活用方法がわからない、
やってみたいことはあるけど実行に移せない……。
そんな悩みに寄り添い、サポートを行うのが全国商店街支援センターの支援事業だ。
支援事業を活用し、より良い未来へ向かって挑戦し続ける商店街の取組みを現地からレポート！

R EPO RT

R EPO RT

RE P ORT

4

3

1・2

商人塾
支援事業

トライアル
実行支援事業

繁盛店づくり
支援事業

次世代を育成し、
地域連携を促進する

商店街の新規取組みを
実践的に支える

店の魅力を高めて
販売力と集客力を伸ばす

メン バ ーの 結 束 力 が 自 慢 です！
この事業の魅力！
一例としてすぐに実践で
きるPOPを使った売り場
づくりで、お店の魅力を
顧客にアピール。コロナ
禍でも売上アップや集客
力向上に効果を上げる。

「実践コースの臨店研修
は、勉強というよりは、
みんなで楽しみながら
取り組んでいます」と
話す、参加した店主の
皆さん
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R EPO RT

R EPO RT

6 ・7

5

空き店舗総合支援
パッケージ事業

トータルプラン
作成支援事業

空き店舗問題を解決する
アクションを起こす

商店街の未来と
進むべき方向性を切り開く

46

支援事業紹介

SHI E NJI GYO

R E P O RT

長年の信頼は店の財産

地域に必要とされる存在に

今回の臨店研修では︑顧客が

商品を見た時に購買へと結び付

そうした唯一無二の店の強みを︑

Case

2

専門店の圧倒的な強みを
キャッチコピーで語りかける

商品の特性や店の専門性をわか

りやすく伝える手法も学んだ︒

﹁専門店ならではの〝権威付け〟

の重要性を実感しました︒たと

えば︑当店にはオーダーメイド

店の魅力を分析
春日部には三世代にわたって

し発表し合った︒ 愛されている店も少なくない︒

つちかわれた信頼と経験は財産

える︒市川さんが言う︒

終 了 後 に は︑

し合うため︑関

﹁我々店主の意識が変わること

であると︑店主たちは口をそろ

心や理解が深ま

で︑まちの魅力向上に寄与でき

﹁お互いに評価

り︑自分でも気

る商店街を創り︑次代へとつな

アー
スカ
バン
イツ
パー
リー
クラ
ライ
イン
ン

づかない自店の

春日部駅

いでいきたい﹂

春日部市民
文化会館

特性を知ること

春日部駅東口
商店会連合会

ができた﹂など

春日部商工会議所

の声が上がった︒

40

実は︑一連の事業への取組みの

背景には︑ 〜 代の若手商業

者が︑地域のにぎわいや住みや

かす かべ

30

右から、市川智行さん、飯山直生さん、石川慎也さん。
「粕壁商店街 NEXT PROJECT」のメンバー

1

“タッチポイント POP”で、
訴求力のある店内を実現
栃惣せんべい・都築千恵さん

1910年創業の寝具店。
“ご相談POP”を既存のパネルと組み合わせ
て気軽に悩みを相談できる店であることをアピール。オーダーメイ
ドの寝具の製作が強み。5㎜単位で高さを変えられるまくらを注文
できるブース「自分だけのオンリーワン枕」を設置。

日光街道に面したせんべい店。来店者の目に留まる位置に、手に取
りやすい商品を置いた。目を引く奥の棚はクリスマスをテーマにし
た飾り付けで季節感を演出。春日部のイメージカラーの藤色の敷紙、
メッセージを添えた“タッチポイントPOP”も彩りを添える。

Case

Case

4

御菓子司 春日部 青柳・小川晴美さん

すさを向上させようと立ち上げ

大落古利根川

た﹁粕 壁 商店街 ＮＥＸＴ Ｐ

ＲＯＪＥＣＴ﹂の活動がある︒

そのメンバーの一人︑パソコン

春日部駅の東口に
位置する春日部駅
東口商店街。春日
部市民文化会館な
どの文化施設や、
日光街道の面影を
残す歴史的建造物
も多い。

修理業者の飯山直生さんは︑

﹁
〝まちバル〟など︑商店街が

一体となったプロジェクトで地

域全体を盛り上げています﹂と︑
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商店街に密着した企画に情熱を

P. 6 4

燃 や す︒
﹁けいらく﹂店主の石

川慎也さんも︑

﹁近くにあってよかったと思え

る商店街になれば︑お客様も離

れません︒その手法を学ぶ︑今

回のような研修もイベント実施

と同様に大切ですね﹂と語る︒

繁盛店づくり
支援事業

DATA

Case

春日部を離れた人に贈りたい
魅力的なギフトをアピール

研修最終日となった’22年1
月27日には参加店全員に表
彰状が授与された

ここで紹介している
支援事業の詳細はこちらへ

ここを改善！ 魅力再発見のための臨店研修

市川寝具・市川智行さん、順子さん

で寝具をつくる技術があります︒

講師の並山武司さんの
話に真剣に聞き入り意
見交換する参加者たち

きやすくなるポイントや︑店を

覗き込んだ人を引きつけるディ

えることが必要だと学びまし

他の事業者たちも参加する全

た﹂と市川さんは言う︒

の強みを再認識し、次の改善目標へと意欲を高めていた。

POPなどを使ってお客様に訴

を超えて第三者の視点を知ることができた店主たちは、自店

スプレイの作り方などを学習︒

知っているか」をテーマにしたワークショップで、業種の枠

その効果の表れか︑研修中も来

やポイントを全員で共有。
「お互いのお店についてどれだけ

客が絶えないこともあった︒接

臨店研修後の全体研修では、市役所職員も参加し、改善手法

客につながるタッチポイントP

OPを使った売り場づくりなど︑ 体研修では︑第三者の目線で各

全体研修ではワークショップを実施

1

1900年創業、参加店舗で一番の老舗。先行予告ボードで、クリス
マス限定の和菓子の近日発表を告知し、次の来店や予約につなげる。
顧客視点では事務用品が目立つため、ショーケースにカラーバック
のPOPを設置。視線を春日部銘菓のPOPに誘導するように工夫した。

Topics

離れた場所からでも学べる
リモート中継を導入！
臨店研修の様子は、現場からリモート中継を実施。一人
店主で店を離れられない等、現場に来ることが叶わなか
った臨店研修実施店以外の参加者もリアルタイムで視聴。
さまざまなアング
ルで配信したため、
講師が繰り出す売
り場づくりのテク
ニックには画面の
向こうからも、感
嘆の声が上がった。

3

メニュー表の改善を図り
おすすめを顧客に伝える
Chinese restaurant けいらく・石川慎也さん

随所にこだわりを感じさせる様にメニューを改良、おすすめの料理
に“スポッター”を差し込み、料理とワインのペアリングを提案す
るなど、町中華にはない要素を盛り込んだ。会計の際に注目しやす
い位置にコースメニューのチラシを置き、
リピーター獲得につなげる。

Case

5

語りかけるPOPを用いて
商品を目に留まりやすく
靴のくわばら・桑原百恵さん

店内を商品ごとにグルーピングし、語りかける口調が味わい深い、
桑原さんの手書きショートPOPで親近感を。シューフィッターが選
ぶ靴は贈り物としての人気が高く、クリスマスシーズンに合わせた
ギフトパッケージを提案。
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支援事業紹介

繁盛店づくり支援事業
誘客につながるのではないかと

﹃さかい河岸土産研究会﹄を発

足しました﹂と︑境町商工会の

野本照美さんは話す︒

商工会では 年にわたり︑町

内の各事業者と﹁一店逸品カタ

ログ﹂の製作にも取り組んでき

た︒その事業者の中から今回の

18

シンゲツ ヌーヴェルリュネ

3

地元食材で無添加の菓子・パ
ンをつくる洋菓子店。さしま
茶のラングドシャを石山製茶
工場と共同開発。お茶の風味と
色味が生きる。研修をきっか
けに、茨城発祥で都内にも出
店する「サザコーヒー」のコー
ヒーを使用した商品も開発中。

石山まさみさん

飯田佳久さん

研修ではまず︑講師のアドバ

イスをもとに﹁ビジネスモデル・

キャンバス﹂を描き︑コンセプ

トを明確化︒町内の名産を用い

てそれぞれがコラボレーション

し︑贈答品になるような商品を

開発するという方向性を決める

まで︑何度も話し合いを重ねた︒

﹁パッケージなどが完成して商

品が目に見えてくると︑参加店

同士で積極的に意見交換する姿

Case

地元名産・さしま茶エキス（石
山製茶工場）を加えた、無添加
の石鹸と美容クリーム。石鹸
はお茶がほのかに香り、アロ
マを感じさせる一品。茶葉天
然の緑の発色にもこだわり試
行錯誤を重ねた。ふるさと納
税サイトにも掲載がスタート。

埼玉県と千葉県に隣接した境

町は、利根川に沿った町で古く

から文化交流の地として栄えて

きた。今回、境町商工会は「恵

み巡るまち境」のビジョンを掲

げ、繁盛店づくり支援事業・商

環境変化対応パッケージコース

を活用。事業者同士が連携を図

り、新たな商品を生み出した。

新商品の共同開発が

地域の結束につながる

茨城県西域の猿島郡に位置す

る境町︒自然豊かな町の中心部

には﹁道の駅さかい﹂があり︑

町内には日本を代表する建築

家・隈研吾氏による建物が点在︑

県外からも多くの人々が訪れる︒

さらに︑自治体初の自動運転バ

上記９項目をベースとして、他の自治体の例など
も交えながら参加事業者が意見を出し合い、イメ
ージや商品づくりの方向性を固めていった

スが運行するなど地域活性化の

対する対価

取組みに注目が集まっている︒

・顧客との関係・接点

﹁テレビや雑誌など境町のメデ

・収入・価値提供に

ィア露出が多くなり︑道の駅の

・コスト

・顧客にもたらす価値

村上晴泰さん 村上真奈美さん

コラボレーション編では、
新しい商品の開発を通し
て集客力・販売力のある
個店づくりをサポート。
個店同士の連携も高まり、
モチベーションも向上！

利用客も大幅に増加して活気が

・資源や強み

さしまの精 石鹸・美容クリーム

この事業の魅力！

出てきていますが︑商店街の個

・顧客セグメント

1

ドラッグニシワキ 境店

店への集客はコロナ禍の影響も

・主な活動

あり落ち込んでいるという問題

道の駅さかい

・販路

がありました︒そこで︑道の駅

境町役場

・協力者・連携相手

で目に留めてもらえるような商

境町商工会

ベジフラワーボックス

右上）道の駅さかい
には、さしま茶や銘
菓などが並ぶ。右下）
隈研吾氏の建築も注
目されるサンドイッ
チ店「さかいサンド」
も人気。左）地元農
家による新鮮な野菜
や米を販売するほか、
沖縄県国頭村の公設
市場も併設している

品を個店から提案することで︑

町の中心には境町
商工会や役場、 道
の駅さかいなどが
集まる。ふるさと
納税も好評で、 寄
付額は県内で 5 年
連続１位を達成し
ている(’19年度)。

利根川

2

「眺めて美しい、食べておいし
い」がコンセプトの、花と野
菜を詰め込んだボックスは、
野菜ソムリエの資格を取得し
た生花店と地元の農業女子と
のコラボレーション。規格外
野菜を活用し、フードロス対
策にも一役買っている。

ビジネスモデル・キャンバスを活用
DATA

2

研修を通して新たに生まれたコラボ商品

福島澄江さん 柿沼正男さん 柿沼貞子さん

が見られました︒お互いの存在

が刺激になったようです﹂

その影響は 店舗だけにとど

まらず︑現在では 店舗以上に

取組みが広がっている︒また︑

ふるさと納税の返礼品となる商

品をつくってほしいと︑町から

のリクエストもあるという︒

﹁まずは︑最初の目的としてい

た道の駅での商品展開︒その次

に︑マルシェなどを開催し商品

をPRしていきたいと思ってい

P. 6 4

ます︒シーズンごとにコンセプ

トを変えて新しい商品を出した

いというアイデアもあるんです

よ﹂と︑野本さん︒

境町の新しい特産品が︑さか

い河岸土産研究会から生まれる

日は︑そう遠くないだろう︒

繁盛店づくり
支援事業

10

4
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境町商工会（さかい河岸土産研究会）［ 茨城県猿島郡境町 ］

フラワープラネット

日本で初めて海外に渡った歴
史を持つお茶・さしま茶をパ
ックにし、地元の主婦たちと
ともに製作した船形の籠に入
れたセット。
「お茶のある豊か
な生活を送ってほしい」との
想いを込めて、さしま茶の特
産地である境町から発信する。

SH IE NJ IGYO

個店のやる気が街を盛り上げる！
コラボ商品の開発で新たな価値を

Case

シンゲツ

ここで紹介している
支援事業の詳細はこちらへ

51

支援事業に参加したのは︑薬局︑

石山製茶工場

4

生花店︑洋菓子店︑製茶店と業

Case

種もさまざまな 店舗︒

茶の友と楽しむ福茶

﹁新しい商品の開発といっても︑

4

業種の異なる店同士がどのよう

Case

に連携をとっていくのか︑それ

境町商工会の主任・経営指導員の野本照
美さん。課長補佐の内海正晴さんと二人
三脚で、ともに事業を推進してきた

ぞれの意見をまとめるのが最初

の難関でしたね﹂

18 年続く
境町の一店逸品

商環境変化対応パッケージコース
コラボレーション編

50

ワークショップの後は市役所の会議室で

販促ツールの確認や当日開催予定の抽選会、

ナ禍でもしなやかに活動を続け

都ともいわれるこの街で、コロ

る四万十市・中村。土佐の小京

きた︒その後︑長引く新型コロ

上と商店街の連携に力を注いで

業﹂に取り組み︑個店の魅力向

姫の会は﹁繁盛店づくり支援事

年 月から 月にかけて玉

ているのが「四万十 玉姫の会」
ナの影響の中でも︑歩みを止め

母なる四万十川が悠々と流れ

だ。昨年度の「繁盛店づくり支
ないのが彼女たちだ︒

店街ポスター製作〟
〝手 づ く り

店街マップのリニューアル〟〝商

び 商 店 街 に 呼 び 戻 そ う と︑
〝商

が遠のいてしまったお客様を再

援事業﹂を実施︒コロナ禍で足

今年度は﹁トライアル実行支

援事業」を経て、今回挑戦した
「トライアル実行支援事業」で
取り組んだのは――。

コロナ禍で離れてしまった
お客さんを呼び戻そう！
街のシンボル・四万十川の鮮

れら商店街の元気な女性陣で構

る︒
﹁四万十 玉姫の会﹂は︑こ

徒歩圏内に６つの商店街が広が

まち歩きツアー 抽選会＆スタ

ＯＩ︵ロイロイ︶
・お店めぐり＆

定のイベント﹁おまちＬＯＩＬ

として 年 月 ・ 日開催予

やかな赤鉄橋から北東へ進むと︑ 店頭看板〟に着手︒その集大成

成されている︒

市まちづくり課計画係 地域おこ

の作業である︒講師は︑四万十

として風通しの良い広い場所で

れた︒コロナ禍の今︑感染対策

役所の駐車場のガレージで行わ

ワークショップは︑四万十市

ちで︑これからも盛り上げてい

が元気になるんだ︑という気持

店街が︑そしてその先に街全体

のこと︑この取組みの先には商

にしたいという想いはもちろん

ちのお店をこのイベントで元気

と感じていただきたい︒自分た

た方々に︑いい雰囲気の街だな

し協力隊・土居佑志さんにお願

きたいですね﹂と玉姫の会会長

なったのだ︒

いした︒もともと他県にて空き

の乾梢さんは話す︒
この日の研修は︑ワークショ

いぬい

家をリフォームして地域を活性
化させる活動をしていたという︑

ップの後︑数時間にわたる全体
とイベント実施に向けての確認

会議も行われ︑活発な意見交換

DIYにうってつけの人物だ︒

多くの協力者たちと

を操作︒この取組みの協力者で

者たちが電気ドリルなどの工具

の指導に従い︑玉姫の会の参加

店頭看板づくりは︑土居さん

も明るく元気に街を盛り上げる

がら︑玉姫の会は︑コロナ禍で

からの力強いサポートを受けな

力隊︑観光協会︑高知県中央会

四万十市役所︑地域おこし協

作業が入念に行われた︒

ある市役所と高知県中央会の

活動に邁進している︒

ともに明日へと進んでいく

方々と︑心をひとつに作業に没
頭した︒そして赤い看板は無事
完成する︒
﹁その場にいた人全員に釘を一
本ずつ打ってもらい︑みんなで
つくり上げた過程がとても楽し

ンプラリー﹂
︵ロイロイは︑幡多
地域の方言でぶらぶらするの
意︶を企画︒専門家の淵上環さ
んの助言のもと︑着々とイベン
トの準備を進めていった︒
月 日には︑店頭看板を製

作するワークショップが開催さ
れた︒お店を訪れるお客様に︑
玉姫の会や地域の情報を発信す
る店頭看板︒それを玉姫の会の
イメージカラーの赤色で彩り︑
お客様を迎えようということに

後川

駅
村
中
至

十川
四万
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地域おこし協力隊の土居佑志さん(右)を講師に迎え、商店街、四万十市役所、観光協会が参加したワークショ
ップ。協力し合いながら交流を深めることで、地域の絆も生まれ、たくさんの笑顔を生み出した

かった﹂と参加者たちは充実の
表情だ︒

23

道
鉄
お
ろし
佐く線
土 毛
宿

商店街が考えた新たな取
組みを後押し！ 計画づ
くりやスケジュール管理
など、イベント実行のさ
まざまな過程を、専門家
が企画的にサポート。

﹁店先に赤い看板が並ぶことで

3

22

2月22日、23日の
イベントは、コロ
ナ禍の影響で一部
内容を変更して実
施。500 円ワンコ
インセールなどで
にぎわった
四万十市役所

この事業の魅力！

商店街に一体感も生まれ︑訪れ

1

ʼ22

52
53

2

一條神社

雄大な自然に恵ま
れた高知県四万十
市。一条通商店街、
大橋通商店街、京
町商店街、天神橋
商店街、東下町商
店街、栄町商店街
がともに活動する。

目を入念に確認して

25

四万十市商店街
振興組合連合会

トライアル
実行支援事業

いった。
4

ʼ21

DATA

1
2

など多岐にわたる項

1
イベント当日の様子
ここで紹介している
支援事業の詳細はこちらへ

広報の進捗報告、そして当日のコロナ対策
1）お店めぐり＆まち歩きツアー
のマップ。2）チラシ。3）右から、
四万十市観光商工課・永野菜月
さん、地域おこし協力隊・橳嶋
広樹さん、土居佑志さん。4）活
発な意見交換が行われた

四万十市役所の屋根付き駐車場は広々としておりコロナ対
策も万全。
「手際の良さはさすが商店街の女将さんたち」と
土居さん。最後は自然に拍手が起こり誰もが満足げだった
「自分たちの力だけでは実現しない取組み
です。皆さんとともにひとつひとつ進ん
でいくのが自信にもつながります」と、
玉姫の会会長の乾 梢さん

た
発 揮し
を
ク
ワー
チーム 板 づくり
看
プ
ショッ
ワーク
スタンプラリーに関するマニュアルの確認、
3

四万十市商店街振興組合連合会女性部 四万十 玉姫の会［ 高知県四万十市 ］
全体会議を行い、イベント開催に向けての

3
“知って”
“来て”
“買って”もらう
商店街の魅力よ、届け！
イベントまであと一歩！ 全体会議で気持ちをひとつに

SH IE NJ IGYO
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トライアル実行支援事業
支援事業紹介

最終調整を行った。イベント時に活用する

1）スクリーン越しの質疑応答。
「地域への愛で動いている」との熱い言葉に、歓声が上がった。2）グループディスカッションの様子。
3）沖縄の講師たち。4）司会はコーディネーターの坂本友里恵さん。5）司会と講師はチャット機能を使いながら研修を進めた

くわく西灘﹂を発足したのだ︒
﹁今回は︑地域の多様な人材と
さらにつながり︑商店街と地域
が相乗的に魅力アップできるノ
ウハウをぜひとも学びたい﹂
と松本さんは意気込みを見せる︒

個店の魅力を伝える
ECサイト術を学ぶ
取材したのは︑商人塾の 第
回目の研修︒それまでは︑
﹁新

しい住民層に魅力を伝えるため
の情報発信媒体とコンテンツの

の実施となった︒

廣岡大亮さん

森本元気さん

オリジナルブランド商品の生み

ためにオンラインショップ﹁マ

街でコロナ禍に街を元気にする

講師は︑沖縄県那覇市の商店

出し方﹂を学んできた︒今回の

チグヮーストア﹂を開設・運営

つくり方﹂
﹁地域の強みとなる

研 修 は︑
﹁ECサイトのつくり

ト子さんたち︒開業までの段取
りや︑商品セレクトのコンセプ
ト︑サイトの構成やデザイン︑
１年半の運営で見えてきた課題
などが丁寧に説明された︒オン
ライン研修であるにもかかわら
ず︑会場には臨場感があふれ︑
活発に意見が交わされる︒研修
後︑塾生からは︑
﹁成功例だけで
はなくリアルな課題も聞けて参
考になった﹂との声が上がった︒
﹁サイトをきっかけに実店舗に

水道筋商店街の若手店主が中
心となり、活動の幅を広げるた
め 年４月に発足したNPO法
人わくわく西灘が、 年度「商

’20

人塾」を開催した。平均年齢
代の次世代メンバーが、水道筋
の課題解決へと動き出す。

新しい住民層に合わせた
商店街のあり方
地域密着型の商店街として長
きにわたり住民に愛されてきた
水道筋商店街︒その周辺エリア
の様子が最近大きく変わりつつ
ある︒商店街の南側にJR摩耶
駅が新設︒それに伴うマンショ
ン建設により︑住民の世帯層が
変化した︒子育て世代が急増し︑
商店街は︑新しい住民層に向け
た魅力の打ち出しと情報発信が
求められるようになる︒
その手立てを見つけようと︑
NPO法人わくわく西灘は︑今
年度︑商人塾を開催した︒実は︑
理事長の松本敏治さんをはじめ
とするこの組織のメンバーは︑
年にも商人塾に取り組んでい

る︒その時の学びを活かし︑商
店街の垣根を超えてこの地域を
総合的にマネジメントする﹁わ

足を運んでもらえるような︑そ
んな魅力的なECサイトをつく
りたい︒子育て世代に向けたイ
ベント開催などの策もどんどん
練っていきますよ﹂
と松本さん︒コロナ禍でも︑次
のアクションに向けて︑人と人
がつながり︑新しいアイデアの
芽がしっかりと育まれている︒

JR 摩耶駅
王子公園駅

「商店街の枠を超えて地域の人とつなが
り、水道筋界隈を盛り上げたい」と、8
商店街3市場の有志が地域住民とともに
結成した、NPO法人わくわく西灘
商店街や地域の課題に沿
って専門家や実践者を招
き「商人塾」を開催する
ことで、次世代リーダー
の発掘・育成と、地域連
携を促進する。

’21

神戸市立
稗田小学校

この事業の魅力！
今回の研修は確実に塾生
のやる気につながったと
思います。それを水道筋
商店街としてどう学びに
変えていくかが重要です
灘中央市場で精肉店を営
んでいます。今回の講義
内容を参考に、アプリで
の EC サイト立ち上げを
実現させたいです

40
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水道筋商店街
DATA

塾生の声！

方﹂について︒コロナ禍のため︑ している津覇綾子さん︑畑井モ

「水道筋界隈の商業
者や市民と連携し、
西灘エリアを元気に
することをめざして
活動しています」

王子スポーツ
センター
王子スタジアム

水道筋商店街協同
組合、灘中央市場
協同組合など、8
つの商店街と3つ
の市場が連なる商
店街。店舗数は500
ほど。近年、若手
の連携が進む。

商人塾支援事業

講師とオンラインでつながって
NPO 法人
わくわく西灘 理事長
松本敏治さん

ʼ15

ここで紹介している
支援事業の詳細はこちらへ

3
メンバーの輪も
さらに広げて
いきます！

オンラインで
沖縄へ質問を
飛ばしました！
1
4
5

4
多様な人材とつながって学ぶ！
商店街の魅力発信のミライ

54
55

2
3
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商人塾支援事業
支援事業紹介

NPO 法人わくわく西灘（水道筋商店街）
［ 兵庫県神戸市 ］

沖縄と中継！

住民にとっても身近な
地域に寄り添う施設づくりを

はない︒その実現に向けて︑今︑
何をすべきなのか︒同組合理事
長の井手勝則さんは話す︒
﹁何より地域の方々の賛同が不
可欠です︒私たちは鎌ケ谷の良
さをたくさんの人に伝えていく
ことで︑機運を盛り上げたいで
すね︒その基礎固めとして︑ブ
ランド館を上手く活用し︑市内
にある他の団体も当組織に引き
込み︑大きな輪にしていきたい
と思っています﹂
道の駅の開業までには︑通常

東武鉄道や新京成電鉄などが
乗り入れる新鎌ケ谷駅を擁し、
空港への利便性も高い鎌ケ谷市。
そんな地域の集客拠点として道
の駅を設置したい――トータル
プラン作成支援事業を活用し、
実現に向けて奮闘する「新鎌ケ
谷ふれあい街づくり協同組合」
の挑戦に迫った。

愛される道の駅のために
地域事業者が一致団結！
新鎌ケ谷駅前に立つショッピ
ングモール内に︑梨カレーや梨
サイダーなどユニークなご当地
商品が並ぶ﹁鎌ヶ谷ブランド館﹂
がある︒これは︑同市をPRす
るために︑新鎌ケ谷ふれあい街
づくり協同組合の有志が立ち上
げたものだ︒市内の事業者によ
り結成された同組合は︑地元の
特産物を活用して数々の商品を
開発︑最終的には道の駅を設立
し︑その中にブランド館を入店
させることを目標に活動を行っ
ている︒
しかしながら︑道の駅をつく
るには︑国に対して市が手を挙
げ︑議会の議決を経る必要もあ

りで更新して︑地域やブランド

Ｓをそれぞれの事業者が持ち回

をどのように行うべきか︒
﹁ＳＮ

それでは︑具体的に情報発信

からも意見交換を続けていきた

道の駅の設立をめざして︑これ

す︒地域の皆さんが納得できる

て︑余暇の過ごし方も広がりま

れば日常的に新鮮な野菜が買え

り︑設立までの道のりは平坦で

館 の 発信 を 協力 してはどうか﹂

を仰いではどうか﹂などの案が

金調達なども進めていく予定と

具体的な事業計画をつくり︑資

今後は情報発信に努めつつ︑
挙 が る︒ 他 に も︑
﹁モノを売る

なっている︒

うな道の駅にすれば︑多くの層

ションの場としても機能するよ

発信の場︑異業種コミュニケー

だけでなく︑若い人たちの情報

ハムファイターズの選手に協力

いですね﹂

目標の実現に向けてディ
スカッションを重ねるこ
とで、商店街の強み・弱
みを再確認し、今後の方
向性を切り開く。またチ
ームの結束力も高まる。

﹁市内にスタジアムをもつ日本

この事業の魅力！

ような施設にすべき︒近場にあ

民のあらゆる層が受益者になる

重要です︒道の駅は︑地域の住

の連携と︑関係の構築がとても

つくるためには市・農・工・商

﹁
〝オール鎌ケ谷〟の道の駅を

井手さんはこう総括している︒

聞かれた︒

５〜８年かかるといわれている︒ にアピールできる﹂という声も
そこで︑トータルプラン作成支
援事業の研修を活用し︑現状分
析とこれから取り組むべき課題
について議論し整理することと
なった︒

情報発信の体制作りと
行政との連携が課題
取材を行ったのは︑２回目の
研修︒参加メンバーはふたつの

鎌ヶ谷大仏駅

P. 6 4

グループに分かれ︑ワークショ
ップを実施した︒すぐにでも取
り組むべき課題として双方から
挙がったのが︑
〝地域に向けての

新鎌ケ谷駅

新鎌ケ谷駅、鎌ケ
谷駅、鎌ヶ谷大仏
北初富駅
駅を包括する広い
エリア。このうち
新鎌ケ谷駅は'91
鎌ケ谷駅
年に開業。新しく
鎌ケ谷郵便局
できた街として発
展が期待される。

トータルプラン作成
支援事業

56
57

情 報 発 信 の 体 制 づ く り〟と〝行

鎌ケ谷が商業地として本格的に開発
された歴史は比較的新しいため、組
合の加盟店・事業所は駅前に集積せ
ず、市内に点在している

DATA

ここで紹介している
支援事業の詳細はこちらへ

ふたつのグループに分かれてワー
クショップを実施。
「道の駅実現を
見据えた組合のあり方」などをテ
ーマに、付箋に書いた意見を模造
紙に貼り付けて発表。挙がった意
見をもとに多角的な議論を行った

政との緊密な連携づくり〟だ︒

鎌ケ谷の街の様子

新鎌ケ谷ふれあい
街づくり協同組合 理事長
井手勝則さん
鎌ヶ谷ブランド館
岡崎美奈子さん
「鎌ヶ谷ブランド館」は、市内で生産された商品を並べて地域の
魅力を発信する場。道の駅開業への布石としても重視されている。
同組合が商品開発を行ったご当地キャラ・かまたんのスナック菓
子のほか、梨カレーや梨サイダーが好評となっている

5
街の魅力を発信したい！
道の駅設立に向けた挑戦
鎌ケ谷名物を
販売しています
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トータルプラン作成支援事業
支援事業紹介

新鎌ケ谷ふれあい街づくり協同組合［ 千葉県鎌ケ谷市 ］

お試し出店決定 !!

戦後から 年以上、地域に密

店舗に減少︒

76

28

ずは〝ここで商いをやってみた

交渉が不可欠だが︑今回はその

ムーズに行われた︒
紹介する 物件は︑ほとんど

所の雨漏りがあったという︒そ

料 万円台︒コロナ禍の今︑初

が ㎡以下の小規模物件で︑賃

時︑老朽化した市場内には カ

れを組合員とともにコツコツと

26

６年前に理事長に就任した当

作業にかける時間が大幅に短縮

「貸店舗ツアー」の様子。物件見学では飲食、物販希望のグループに分かれ、北九州商工会議所のメンバ
ーが案内。参加者と市場内の店主たちが笑顔であいさつを交わすなど和やかなムードで進められた

い〟と思える市場内の環境整備

市場所有の小規模物件を
貸店舗化し、
「貸店舗ツア
ー」と「お試し出店」を
企画。独自のアイデアと
相乗効果を生み出す工夫
で出店、創業を支援。

でき︑案内する物件の選出がス

この事業の魅力！

が急務でした﹂と振り返る︒

整わなくては始められない︒ま

にしても受け皿としての環境が

ってしまう︒けれど︑何をやる

ば近い将来︑市場の歴史が終わ

﹁このまま何も手を打たなけれ

事長・秋吉修さんは︑

門司中央市場商業協同組合の理

対し︑入居数は

が相次ぎ︑現在は ある物件に

不足などの理由から廃業する店

近年︑店主の高齢化や後継者

えてきたのが門司中央市場だ︒

て始まり︑地域住民の食卓を支

その一角で戦後に生鮮市場とし

上が訪れる観光地となっている︒

され︑今では年間２００万人以

る﹁門司港レトロ地区﹂が整備

いには当時の西洋建築を保存す

明治時代に開港した門司港沿

市場内の環境を整備

新規出店者を迎えるべく

めの奮闘が始まった。

すまい〟と出店者を呼び込むた

況 に、
〝市場の歴史に幕を閉ざ

店舗数が減少している危機的状

場」
。時代の流れとともに入居

てきた北九州市の「門司中央市

着した生鮮市場として親しまれ

60

﹁新規出店に興味をもつ人に向

ジ事業﹂の活用を決断した︒

て﹁空き店舗総合支援パッケー

中で︑ 年夏︑次なる一手とし

え入れる地盤が固まりつつある

きた︒そして徐々に出店者を迎

発信を続けた結果︑SNSを通

イスブックなどSNSでも情報

シをポスティング︒さらにフェ

らうため隣接する地域にもチラ

体はもちろん︑より広く知っても

おいだ商工会議所や市の広報媒

参加者の募集では︑協力をあ

心者でもチャレンジしやすいと

けた﹃貸し店舗ツアー﹄と﹃お

じた問い合わせも増加︒直前の

修繕と改修を行い︑市場のイメ

試し出店﹄を企画し︑本格出店

受付も可能にしたことで︑想定

いうメリットも確認できた︒

に確実につなぎたいという思い

を超える 組 名の応募があり︑

ージアップを地道に推し進めて

がありました﹂と︑秋吉さんは
語る︒

組合所有の物件を強みに

飲食と物販希望者の グループ
班に分けてツアーを組むとい
う︑うれしい事態になった︒
古着のネットショップを経営中で
実店舗の出店に向け、ツアーに参加。
「自分のやりたい店と市場の空気が
合っていると感じました。ぜひお
試し出店したいと思いました」

具体的な動きへ加速！
実行に向けて強みとなったの
は︑組合が独自の空き店舗対策
として市場内のすべての空き物
件を買い上げ︑所有管理してい
たことだ︒通常﹁貸店舗ツアー﹂
の実施には︑事前の物件調査や

2

田原昌育さん

ʼ21

貸し店舗化へ向けた地権者との

34

門司区・下関エリア
に幅広くチラシをポ
スティング、市場で
のポスター告知のほ
か、Facebookなどの
SNSも活用。随時最
新情報を届けた結果、
近隣の市からも応募
が寄せられた。
ツアー参加者から4 組が、
’
22 年 2 月に
期間限定ショップをオープン！

20

22

POINT

SNS で参加募集を積極的に呼びかけ

2

3 15

4

参加者
の声

15㎡以下（４坪程度）
、賃料３万円台の組合が所有する小規模
物件を中心に紹介。経費を抑えられ、ワンオペで挑戦しやすい
物件で〝ここでやってみたい〟という心の動きにつないだ。
貸店舗ツアーでは「ミニ講座」
で物件のチェックすべきポイン
トを学んでから物件見学へ。そ
のため、参加者は押さえておく
べきポイントを見落とすことな
く見学できた。その後、出店希
望者へのサポート策や北九州市
の賃料と改修費の補助制度「シ
ャッターヒラ
クプロジェク
ト」の説明な
ど も 行 わ れ、
出店のための
知識も深めら
れた。

門司中央市場商業協同組合［ 福岡県北九州市 ］

1 チャレンジしやすい小規模物件を案内
貸店舗ツアーのスケジュールにひと工夫

3

門司中央市場の「貸店舗ツアー」はここがポイント！

58
59

POINT
POINT

6
商店街が主催する“ツアー”で
空き店舗と出店希望者をマッチング
Check!
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空き店舗総合支援パッケージ事業
支援事業紹介

工夫とアイデアで
貸店舗ツアーの効果を倍増
年 月 日︑いよいよ開催

対策の専門家によるミ
ニ講座﹁失敗しない物
件選びのポイント﹂が

された貸し店舗ツアーは︑秋吉
リンクした内容でチェ

が集まる市場の特徴に

実施され︑小規模物件

さんによる同市場の概要説明か

20

ックすべき箇所が丁寧
に説明された︒さらに︑

効率よく確認した︒商工会議所

講座のポイントを踏まえながら

物件見学で︑設備や動線など︑

えられる︒参加者たちは実際の

あるなどの利点もしっかりと伝

が抑えられ︑ワンオペも可能で

呼ぶか一歩先を見据えて準備を

イデアマン︒何をすれば効果を

﹁秋吉さんは実行力に長けたア

せられていた︒

がわかった﹂といった感想が寄

想のお店とマッチしていること

場のレトロな雰囲気が自分の理

工事費などの初期費用

と市による︑創業者向けサポー

想定した具体的な質問が続出︑

その後の質疑応答では︑出店を
てきた北九州商工会議所門司サ

と話すのは︑事業をアシストし

加につながったと思います﹂

ト策や補助制度の紹介も行われ︑ 進め︑その気概が多数の方の参

有益な情報の共有ができた︒

んの発案だ︒終了後には﹁蚤の

じとってもらおうという秋吉さ

わいを創出することで商機を感

もらうとともに︑市場内ににぎ

参加者に出店イメージを描いて

﹁蚤の市﹂も同時開催︒これは

でもらえるようサポートしてい

を知ってもらい出店の地に選ん

後も多くの人に中央市場の魅力

きな手ごたえを感じました︒今

﹁飛び込み参加の方もあり︑大

尋さんも︑

同サービスセンター長の神﨑千

ービスセンターの池田由樹さん︒

市で可愛くディスプレイされた
きます﹂と意欲をのぞかせる︒

組のお試し出店が決定︒
﹁私たちの役目は市場で商いを
行う個店に向けて〝舞台〟をつ
くること︒これからも昔から市
場に流れる懐かしい空気や人の
温もりを大事にしつつ出店者を
迎える環境づくりに力を注いで
いきます﹂と秋吉さんは笑顔を
見せた︒

門司
港レト
ロ観
光線

月、

空き店舗対策に乗り出した神

あり︑会津若松市内で商いを始

福島県内でも有数の繁華街で

も高い賃料と組合加盟金︵ 万

目立ち始めているが︑市内で最

年

円︶がネックとなり︑出店した

明 通 り 商 店 街。

める人にとって〝憧れの場所〟

事 業 を 活 用 し「 お 試 し
出店」から「本格出店」
を実現させた。

50
話し合いの結果︑この﹁空き

した︒
﹂

思いきった改革が必要と考えま

のビジョンを実現するためには

新しい商店街をつくること〟
︒そ

すことではなく︑時代に合った〝

あった最盛期の商店街を取り戻

しているのは過去ににぎわいの

く耳にしますが︑私たちがめざ

﹁
﹃商店街は元気がない﹄とよ

事長・堂平義忠さんは語る︒

神明通り商店街振興組合の理

という課題を抱えてきた︒

いというニーズはあるものの新

減︒アーケード下に空き店舗が

期に約１２０あった店舗数は半

業施設進出の影響などから最盛

P. 6 4

当日は︑空き店舗を活用した

ブースを見て自分の出店イメー
その後︑当日の参加者から

新しい商店街をめざし

ジが具体的に思い描けた﹂
﹁市

自分たちの手で新しい商店
街をつくっていく。その熱き心

九州鉄道記念館駅

とされてきた神明通り商店街︒

思い切った改革を開始

門司港駅

規出店になかなかつながらない

意気を組合メンバーで共有し、

出光美術館駅

門司中央市場
商業協同組合
JR 鹿児島本線

老松公園
門司港レトロ

空き店舗総合支援
パッケージ事業

DATA

ここで紹 介している
支 援 事 業の詳 細はこちらへ

北九州商工会議所門司サービスセンター
の神﨑千尋さん（左）
、池田由樹さん

4

一方で店主の高齢化や大型商

11

ʼ21

ら始まった︒そして︑空き店舗

神明通り商店街振興組合［ 福島県会津若松市 ］

60
61

この事業の魅力！

北九州市の門司港
駅から徒歩10分程
度の場所にある市
場。60年以上の歴
史を持ち、150m
の細いアーケード
内 に お よ そ 28 店
が営業をしている。
会津若松市の中心部を南北に走る神明通
りに沿うアーケード。その下にアパレル
系ショップを中心に宝飾品店や飲食店な
ど約60店舗が軒を並べる

’21

「憧れの神明通り商
店街にお店をもてま
した」と話す「エン
ジェルストーン」の
宇野さんご夫妻

理事長の秋吉修さん。市場内で困ったことがあれば
すぐに相談に乗ってくれる頼もしい存在だ
組合独自の企画で
市場内の周回性を
高めるスタンプラ
リーも開催。親子
連れも多く訪れた
商店街が抱える空き店舗
の課題解決のため専門家
を派遣。空き店舗の活用
法についての研修、貸店
舗ツアー、お試し出店な
どの取組みで解決に導く。

空き店舗内に雑貨店や、
地元の大学が母体のフェアトレード
ショップが出店し、にぎわいの創出と出店イメージを醸成。
蚤の市の参加者から新規出店者を呼び込む機会も生んだ。

7

11

’21年10月、
「會津商
人館」２階に「美肌
工房マルヤマ」を開
業した女性オーナー
のおふたり

6
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「蚤の市」を同日開催

空き店舗への本格出店がつなぐ
“新しい商店街”
への未来

R E P O RT
S H I E NJ I GYO

SHI E NJI GYO

ってアドバイスやサポートをし

の借り入れなども組合が間に立

や信用組合からの運転資金など

を決めた際は︑家賃補助の活用

と気にかけてくれて︒本格出店

た﹂と振り返る︒

こでやっていく自信になりまし

のお客様にも来ていただき︑こ

配布してもらったおかげで新規

告知のチラシをたくさん作成・

何よりオープンに合わせて開店

かにサポートした組合はさらに

こうして本格出店をきめ細や

てくれたおかげでスムーズに運
ぶことができました﹂と︑当時
の様子を笑顔で話す︒

﹁最初に﹃何でも相談してくれ﹄

と高橋さんも︑

工房マルヤマ﹂店主の上野さん

ら本格出店したエステ店﹁美肌

ントを事業と連携させ﹁１日限

べマルシェ﹂や﹁酔市﹂のイベ

食や物販店が参加する﹁かたる

ちのステージ発表会を中心に飲

コロナ禍で中止された子どもた

新しい商売の芽にも心を配る︒

と言ってもらって心強かったで

定お試し出店﹂を開催したのだ︒

同じく 月末のお試し出店か

すね︒２階の店舗への備品搬入

気にする目的のほか︑出店ブー
スからトレンドを捉えて商店街
の魅力アップにつながるヒント
を得ること︑商売として一本立
ちできそうな出店者をスカウト
し︑新規出店を促す目的があり
ました﹂と専務理事の葦田典史
さんは説明する︒

宇野
恭平さん
高橋
ゆかりさん

店舗総合支援パッケージ 事業﹂
への取組みを機に組合加盟金の
撤廃に踏み切ることに︒それと
同時に︑地権者にも交渉し︑賃
料の大幅な値下げが実現したう
えで︑貸店舗＆商店街ツアーを
企 画︑
〝神明通り商店街に出店
できるチャンス〟を広くアピー
ルした︒
このように組合が一丸となり
金銭面のハードルを下げ︑本気
で出店者を迎えようという機運
を高めたことが功を奏し︑今回
３組の本格出店が決定︒商店街
には現在も物件に対する問い合
わせが相次いでいるという︒

お試し出店から本格出店まで
組合が全力でサポート
年 月から約１カ月間のお

試し出店を経て 月に本格出店
し た の は﹁ 天 然 石 ＆ 天 使 雑 貨
エンジェルストーン﹂
︒店主の
宇野さん夫妻は︑
﹁お試し出店は時間がない中で
したが︑ディスプレイ棚︑ガス
コンロなど必要な備品はすぐに
貸し出してもらい無事開店でき
ました︒近くの店主の方がお客

1
2
3
4
5
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さんを紹介してくれたり︑何か

化を推進し︑新しい風を取り入
れていきたい︒また︑２階の空
き店舗にも人が集まれるような
オフィス化計画なども進めたい
と考えています﹂と堂平さん︒
新しい商店街をつくる︒その
熱き想いを組合メンバーで共有
しながら︑独自の発想力と実行
力で街全体を元気づけていく︒

会津若松
郵便局
七日町駅

会津若松市
生涯学習
総合センター
神明通り商店
街振興組合

P. 6 4

今回の事業に取り組んだこと
により︑新たな課題と目標も見
えてきた︒
﹁出店希望者を増やすことはで
きましたが︑物件が追いつかな
い状況です︒空き店舗の貸店舗

会津若松
市立城北小

約 60 店 が 集 ま る
商店街。’18年に３
代目アーケードが
完成、’19年には創
業者育成と多世代
交流を目的とした
「会津商人館」が
開館した。

空き店舗総合支援
パッケージ事業

会津若松駅
DATA

9

宇野
貴子さん
カウンセリングも受けられるストーンショ
ップ。
「開業に関する各種金銭面の手続きを
組合がサポートしてくれたことが心強かっ
たです。縁あって出会えたこの空間で商店
街の魅力やおすすめのお店もご案内し、訪
れる人を元気にする商店街のパワースポッ
トのような存在になっていきたいです」

上野
絵梨子さん
神明通り商店街で営業していた店舗を縮小
させて、エステに特化したお店を新規出店。
「組合の方にオープン告知チラシを作成して
いただいたおかげで移転後も新規のお客様
に足を運んでいただいています。手厚いサ
ポートで安心感を得られました。今後、組
合の活動に積極的に参加していきたいです」

本格出店まで手厚いサポートを実施！
１）ＨＰやＳＮＳでも「出店募集」の情報を継続して発信。２）
’21年7月と11月に行われた
「貸店舗＆商店街ツアー」の様子。３・４）貸店舗ツアーの募集チラシにはお試し出店の店舗
を積極的に紹介し誘客へ繋げた。５）エステ店、占い店が2階に本格出店した会津商人館
ここで紹介している
支援事業の詳細はこちらへ

私たち、 神明通り商店街で出店しました！
も快く手伝っていただきました︒ ﹁コロナで落ち込んだ個店を元

「これからの新しい時代の商店街をみんなでめざしたい」と語る理事
長・堂平義忠さん（右）と専務理事・葦田典史さん

ʼ21

’22年１月の成果報告会は、市職員も参加し反省点も含めディスカ
ッション。次年度に向け、貸物件のストック化、２階空き店舗の活
用としてオフィス化計画を推し進めることなどの目標も挙げられた。
「神明通りでは、お試し出店の宣伝チラシが大きな効果を上げました。
事業スキームを自分たちの商店街流にアレンジし、各地で水平展開
できれば成果はさらに大きくなります」
（専門家・東朋治さん）

天然石＆天使雑貨 エンジェルストーン
美肌工房マルヤマ
10
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支援事業紹介

7

次年度の目標が語られた成果報告会

INFORMATION

チャートでわかる支 援メニュー
令和 4 年度

自分たちの商店街に必要なことは何だろう？
はい

チャートを辿って、見つけてみましょう。

いいえ

STA RT!

支援事業紹介

詳しくは
こちらへ

全 国 商 店 街 支 援センターとは

商店街 活 性 化に向けての方向性
平成21年8月に制定された「地域商店街活性化法」のもと、国と歩調を合わせ新たな商店街支援策を具現化
A

商 店 街組織を
強 化したい

これから商店街が
向かうべきビジョンや
取 組みを
考え出したい

トータルプラン
作成支援事業

まずは若手リーダーを
育てることが
課題である

B

魅力ある店 舗をつくり
商 店 街を元 気にしたい

お店づくりの
イロハを学ぶことが
課 題である

C

空き店舗を
なくしたい

空き店 舗を
調査して
活用したい

事業承継について
学びたい

繁盛店づくり
支援事業

A

B

C

街振興組合連合会）が出資し、設立されました。商店街活性化をソフト面で支援する事業を展開しています。

商人塾支援事業

繁盛店づくり支援事業

地域の課題を共有し、
リーダーを発掘

みんなで学び、繁盛店を増やす

商店街を含む地域全体において、多様な課題に向き合い共有するこ

商店街の個店経営者としての意識と行動の改革を促し、魅力ある繁

とで、地域の結びつきを強め、次世代リーダーを発掘・育成するこ

盛店となるための研修を行います。繁盛店づくりのノウハウや知識

とを支援します。本事業は委託事業として商店街支援組織等が作成

を習得するため、カリキュラムに基づき、公開臨店研修（店頭での

したプログラムに基づき、専門家や実践者による座学研修や現地視

実習）や全体研修（座学や意見交換）および成果報告会などを商店

察、意見交換などを行います。

街関係者とともに実施します。

新しい取 組みを
行いたい

取組みについて
明確な構想がある

空き店舗総合支援
パッケージ事業

する組織として、中小企業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

以外

トライアル実行
支援事業

P.54

トライアル実行支援事業

トータルプラン作成支援事業

新たな取組みへのチャレンジを後押し

共有から始めるビジョン・プランづくり

ビジョン・計画をもった商店街が、それに基づいた商店街活性化に

商店街を取り巻く環境を話し合うことで、活性化への方向性を見つ

つながる取組み（トライアル）を実行できるよう専門家を派遣し、

けて、既存の取組みの見直しと新たな取組みを考え出すことを支援

実施計画づくりからトライアルの実行・成果共有まで、実行性・継

します。さらに、実行性を高めるための調査の実施や、商店街の実

続性を高められるようOJT型の支援をします。実施計画が採択さ

行体制のブラッシュアップをサポートします。また、地域商店街活

れた場合は委託契約を締結し、実行にかかる費用を支援します。

性化法の認定に向けた計画作成・変更を支援します。

P.52
商店街よろず相談
アドバイザー派遣事業

商人塾支援事業
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商店街よろず相談
アドバイザー派遣事業

空き店舗総合支援パッケージ事業

お困りごと解決の糸口を一緒に探す

空き店舗問題へ、
さらに一歩先の対策を

※チャートは一例です。

［ エガオ ］
2022 Spring

P.47

商店街からのアドバイザー派遣要請に応じて専門家を派遣し、地域

“空き店舗問題の解決”という課題に対し、空き店舗の活用方法の

の課題解決やイベント事業などについて専門的な相談やアドバイス

検討や出店促進に取り組もうと考えている商店街を総合的にサポー

を行います。また、商店街を総合的に支援するため、関係機関と密

トします。専門家を派遣し、空き店舗にかかわる研修、調査、出店

接に連携しながら、各種支援策活用などに関するアドバイスを行い

を促すための取組み（トライアル）の実施計画づくりとその実行※

ます。

を支援します。

P.58

※実施計画が採択された場合は委託契約を締結し、トライアルの実行にかかる費用を
支援します。

全国商店街支援センターは、活性化に向けてがんばる商店街をサポートします！
ホームページ

https://www.syoutengai-shien.com/

お問合せ先

TEL : 03 - 6228 - 3061

※コロナ禍でがんばる商店街の最新情報を掲載しています。 ※メールマガジン会員募集、FB & インスタ更新中！

メルマガの登録はこちらから
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