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多摩平ハロウィンまつり

　平成15年度で6回目を迎えるイベントです。

　地域住民と商店街のふれあい、特に子供たちを中心として何かできないか考えた結果、ハロウィ

ンまつりを開催しました。

　商店街では、たくさんの子供たちに

参加してもらうため、様々な工夫をし

ています。

　まず、事前にカボチャとチラシを近

隣幼稚園、保育園、小学校に配布して

います。

　また、各店舗に対してもカボチャを

配り、お店ごとに自由にデザインし店

先に飾ることで、商店街全体をハロ

ウィンの雰囲気で盛り上げます。

　ハロウィンまつり当日は、様々な仮装をした子供達が町中に溢れます。子供たちは、商店街のお

店や近隣の協力を申し出てくれたお宅で、チラシに掲載した合言葉を言うとお菓子が貰えます。実

践女子大の学生が、仮装をした子供達を写

真撮影します。後日、仮装大賞決定の審査

会を行います。審査結果は写真を店頭に貼

り出すことで発表します。子供達が自分で

写真を探し、申し出ると表彰式の招待状が

もらえます。また、受賞しなかった子供達

の写真も店頭に貼り、自分のものがあれば

プレゼントしています。

　年々来街者数も増加しており、平成15

年度は1,800人の子供達が来街し、いま

や多摩平の風物詩となっています。

多摩平商店連合会　日野市多摩平6－16－14

▲仮装した子供たち

▲ハロウィンの飾り付けをした店舗
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高尾界隈　（知って得する高尾駅周辺情報）

　協同組合高尾パークハイツ名店会では、高尾の魅力を知ってもらうために、地域情報紙「高尾界隈」

を発行しています。

　内容は全4頁のうち2頁を使用して、高尾駅周辺の観光スポット、ハイキングコース等の案内や高尾

の歴史・年間行事を掲載し、残りの2頁に各個店の宣伝や催事の日

程を写真入りで詳しく紹介しています。

　また、日常で役立つとともに、簡単に捨てられないためのアイ

デアとして、高尾駅の時刻表も掲載しています。

　現在年4回、1回につき2万5千部を発行しており、半分を新聞

折り込み、残りを店頭や観光施設、公共機関に置いています。

　商店街では、この情報紙が商店街のみならず高尾地域の活性化に

繋がればという願いをこめて、自費による発行を続けています。

協同組合高尾パークハイツ名店会　八王子市初沢町1227－4
http://takao_meitengai.inz.jp/

▼記念すべき創刊号　　

▲商店街マスコット「チュウタロウ」

▲中央線高尾駅の天狗の像
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ノーレジ袋運動・エコスポット

■内容紹介

1）ノーレジ袋運動　……　区内の参加店約700店でレジ

袋を辞退するとエココイン1枚（2エコポイント）を進

呈しています。250枚で品川区内共通商品券と交

換。また、エコバッグを合計6万枚作成し、配布し

ています。

2）エコスポット事業　……　区内の商店街に空き缶、ペッ

トボトル回収機を設置しています。1本につき1ポイ

ントをエコカードに印字します。500ポイントで商

品券と交換しています。

　平成16年9月25日から10月3日まで「エコクリーン

キャンペーン」と銘打って、エコスポットのある商店街

で記念イベントを行いました。

小学校の総合学習の時間に、商店街の環境への取組

みをテーマにした授業を行いました。

また、エココインの寄付、ポイント付エコカードの

配布による区内のスポーツ団体への助成、FC東京の

コーチによるサッカー教室、Jリーグの試合への招待も

行っています。

■実施による効果

　平成16年度には空き缶、ペットボトル回収数は年間

1,000万本を超える予定です。エコバッグは、すでに

区全域で知られており、ファッションの一部となってい

ます。

■参加商店街43商店街（エコスポット設置は12商店街）

品川区商店街連合会　品川区西品川1－28－3
http://shoren.shinagawa.or.jp/

品川区エコスポット収集の推移
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　京成小岩イエローベレー隊

　京成小岩商栄会は、京成小岩駅北口に広がる、50
年以上の歴史を持つ駅前型商店街です。
　イエローベレー隊は、「自分たちの街は自分たちで
守る」を合言葉に、平成15年6月に活動をスタートし
ました。
　隊員は全員がボランティアで、商店街の人だけでな
く、サラリーマンや女性の入隊希望者もいます。
　毎週土曜日に、お揃いのベレー帽をかぶり、警察官
同行で商店街周辺を巡回し、駐輪整理、高齢者支援、
青少年指導などを行っています。
　地元の人からは、治安が良くなったと声をかけられることも多く、地域の顔といえる存在になっ
ています。

京成小岩商栄会　江戸川区北小岩6－16－1
http://www.kawaranban.com/hp/shoueikai

　安全・安心の街づくり「明大前ピースメーカーズ」

　明大前商店街振興組合では、平成13年9月「安全・安心の住み
よい街作り」を目的に商店街自警団「明大前ピースメーカーズ」を
結成しました。駅前広場にボックスを構え、道案内、拾得物の
警察への連絡などを行っています。
　また小学校の登下校時には通学路のパトロール、夜間には地
域パトロールも行っています。隊員はボランティアで、商店街
関係者が約半数、他に地域の学生、会社員などで構成されてい
ます。
　最近ではパトロールの他に、鍵掛けへの呼びかけ、小学生へ
の挨拶運動なども行っています。平成18年度には駅前に念願
の交番もでき、公と民とが連携した活動を行っていくことに
なっています。

明大前商店街振興組合　世田谷区松原2－45－1
http://www.colm.co.jp/community/
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　防犯カメラの設置

　錦糸町商店街振興組合は、ＪＲ錦糸町駅南口の京葉道路沿いに
東西に広がる地域を中心にした、墨田区随一の繁華街に位置する
商店街です。
　近年、治安の悪化が懸念されており、商店街及び地域の安全対
策を図る観点から、防犯カメラを設置しました。
　防犯カメラの設置台数は20台で、映像を録画装置に常時記録
しています。防犯カメラシステムの管理運用は、商店街代表及び
地元町会長等で組織する「江東橋地区防犯カメラ管理運用委員会」
が、個人のプライバシー等に配慮しつつ、管理運用規程に基づい
て行っています。
　防犯カメラ稼動後は、犯罪発生件数が、前年度対比で22％減
少するなどの成果があがっています。

錦糸町商店街振興組合　墨田区江東橋3－14－10
http://www.knet.or.jp/

　空中ギャラリー

　中野サンモール商店街振興組合は、ＪＲ中野駅北口にある商店
街で、現在105店が加入しています。陽光十分な明るいアーケー
ドの下、SLが走り抜けたり、巨人の足音が迫ってくるなどの立体
音響で時報を知らせる独特の「音色」を奏でたり、音楽を聞きなが
らショッピングを楽しんでいただける商店街です。
　「空中ギャラリー」は、中野区内の各中学校の生徒が制作した畳3
枚大の絵画をアーケードに吊るし、鑑賞していただくものです。
　区内19中学校のうち毎年14～15校の積極的な協力もあり、
環境問題や将来の夢など中学生の中野の街に対する思いや個性の
あふれる作品が展示されます。
　4月の展示期間中には多くの買い物客が見学し、集客力向上に
もつながっています。

中野サンモール商店街振興組合　中野区中野5－67－1
http://www.heart-beat-nakano.com
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　十條遊縁市

　埼京線十条駅周辺にある商店街には300を超える店舗があり、
区内屈指の商業集積地のひとつです。しかし、狭い路地に木造住
宅が密集し災害に弱い街であり、都市基盤の整備や埼京線の立体
交差化など、まちづくりに多くの課題を抱えています。
　こうしたなか、地元住民らまちづくりグループに、広場の自主
管理や道路の花植えなど新たな活動が芽生え、地域ぐるみで「十
条」という「まち」を考える催しを行いました。
　内容は、暮らし、音楽・芸術、食、遊びの各テーマに沿った
ワークショップ、スタンプラリー、物産展、花いっぱい運動、フ
リーマーケット、大学生の演奏、パン焼き教室などを行いまし
た。地域ぐるみのまちづくり機運の向上、都内屈指の規模を誇る
商店街の知名度のアップにつながっています。

十条銀座商店街振興組合・いちょう通り十条駅西口商店会・上十条一丁目本通り商店街
http://www.kitanet.ne.jp/̃matikita/03_event/04yuen/04yuen_index.htm

　築地飲みねえ食いねえまつり・秋の半値市

　中央区観光商業まつりの一環として実施しており、平
成15年度で第8回目を数えます。
　お客様に対し、築地の食材をその場で調理して、飲み物
とともにサービス価格で提供しています。
　また同時開催で、築地市場内の約170店舗が参加して、
半値市を行いました。
　当日は40,000人の来場者を数え、通常の土曜日の5
倍ほどの人出となりました。
　これにより集客力がアップし、会員各店の連帯感が、
より一層強まりました。

築地場外市場商店街振興組合　中央区築地4－10－16
http://www.tsukiji.or.jp
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　全恵比寿納涼盆踊り大会

　恵比寿駅を中心とした8つの商店会が実施しているこの
イベントは、戦後の地域発展と商業復興への願いから、
既に50年以上続いています。
　夏の風物詩として定着し、地域住民、企業、他地区か
らの来街者など、地域の交流発展に寄与しています。
　また、盆踊り大会は商店街のPRになり、来街者が増加
し、商店街の活性化が図られました。

渋谷区商店会連合会恵比寿ブロック　渋谷区渋谷1－12－5
渋谷区立商工会館7階（渋谷区商店会連合会）

　踊れ西八夏まつり

　一日目は阿波踊りをメインに、二日目はYOSAKOI
ソーランを中心に、合間に民謡流し・和太鼓演奏等を行
いました。その他、子供神輿や抽選会も実施しました。
　地元からの参加者が多く、商店街と地域が一体となっ
てイベントを盛り上げており、出演者・来場者ともに
年々増加しています。
　このまつりも三回目となり、地域の方々に夏の名物イ
ベントとして認識され、商店街への集客力は確実に向上
しています。商店街全体に活気が感じられ、何より多く
の若者がまつりに参加することで、今まで商店街に足を
運ばなかった若年層も訪れるようになりました。

西八商栄会　八王子市千人町2－2－10
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　四小紫草まつり

　このイベントは、商業者、学校、町会など多様な団体が共同
で企画・運営を行い、地域の活性化を図ることを目的としてい
ます。校舎に巨大スクリーンを吊るし、ジブリ美術館の協力を
得たジブリ映画の野外上映会や、子ども達を中心としたスポー
ツチャンバラ、キックターゲット、四小吹奏楽部演奏、ホタル
観賞、盆踊りなど盛りだくさんの内容となっています。
　このイベントを行うことで、市商連を中心とした市内商店会
の連携が強化されました。また、商店会と地域団体（PTA、町
会、商工会、まちづくり三鷹等30を超える団体）及び地域住民
との交流を通じ相互信頼関係を醸成する等、地域に根ざした商
店会実現に寄与することができました。

三鷹市商店会連合会　三鷹市下連雀3－37－15
　　　　三鷹商工会内

　西東京市サマーフェスティバル

　このイベントは、西東京市のみならず、近隣都市からの集客を
促し、さらなる地域の発展及び活性化を図ることを目的として、
平成8年度から実施されています。平成15年度は、琉球國祭り
太鼓、阿波踊りなど盛大に行われました。中でも最後の「乱舞」で
は、出演者、観客全員が一緒に踊り、大盛況でした。またイン
ターネット上では、このイベントのライブ中継を行い、西東京市
を全国にアピールしました。
　今や都内は勿論のこと、神奈川県や埼玉県からこのフェスティ
バルを観に来る人もいるほどです。実際、商店街を従来利用して
いない新規顧客の増加につながったとの声もあり、商店街の活性
化に大きな効果がありました。

西東京サマーフェスティバル実行委員会
西東京市田無町4－2－16
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　秋川サマーフェスティバル

　秋川駅北口会は、秋川駅前に広範囲に広がる、多種多様な業種
が集まった商店会です。
　広場に大掛かりな遊具を組んだ“ちびっ子サスケ”をはじめ、“歌
チャンピオン”“大正琴”“ソーラン踊り”など、子供も大人も楽しめる
市民参加型のイベント「秋川サマーフェスティバル」を行いました。
　地域の和が図れ、商店会の認知度が高まるとともに、役員同士
の連帯感も強まり、北口会の活性化に繋がりました。

秋川駅北口会　あきる野市秋川4－14－4

　はむらふるさとまつり

　小作駅周辺の商業と地域の活性化を図る
ため、「よさこいソーラン」を中心に、2日間
のイベントを開催しました。
　地域と密着したイベントを展開したこと
で、商店街・地域の活性化とイメージアッ
プに繋がり、地域コミュニティの醸成も図
られました。

小作けやき協同組合　羽村市小作台1－15－8
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　全国鵜の木祭り

　「鵜の木」という町名をテーマにして、街の人たちにふるさと鵜
の木に深い愛着を持ってもらうことをテーマに開催しています。
　全国の「鵜の木」という地名のある12の市町村から特産品を一堂
に集めたイベントで、鵜の木商店連合会が主催しています。
　あらかじめ買い物客に「物産交換券」を配布し、イベントに参
加してもらいます。鵜の木の特産品試食コーナー、魚のつかみ
取り、もちつき大会、射的、区内団体のパフォーマンスなどさ
まざまなイベントがあり、子供の来場も多く、地域に定着した
イベントとなっています。

鵜の木商店連合会　大田区鵜の木
http://www.unoki.jp/5_1.html

　羽衣ねぶた祭

　子供からお年寄りまで楽しく交流できる商店街づくりと地域
の賑わいづくりをテーマに実施しています。
　青森県黒石市の人形ねぶたと扇ねぶたが商店街を巡行。解体
したねぶたを、青森から600㎞の道のりを運び、商店街で組み
立てを行い、再びねぶたが息を吹き返します。
　回を重ねたことにより、今では立川羽衣産のねぶたも巡行す
るようになりました。
　また、地域のイベントとして定着して「羽衣ねぶた会」も発足
し、街全体でイベントを盛り上げています。

東立川商店街振興組合　立川市羽衣町2－5－9
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　調布銀座雪まつり

　調布銀座商栄会協同組合では、商店街の空き店舗を利用し、姉妹都
市である長野県木島平村のアンテナショップを開店しています。
　調布銀座雪まつりでは、木島平村から雪を運び、「大雪だるま」や
「滑り台」を造作。夜間にはそれを崩して「雪灯篭」に作り直し、蝋燭の
灯りで商店街の沿道を幻想的に照らし出しました。また、当日は地の
きのこを使用した「きのこ汁」600食を無料配布したほか、抽選会等が
行われました。
　この事業で、商店街と市民、姉妹都市との交流が深まり、商店街全
体が活性化されました。

調布銀座商栄会協同組合　調布市小島町1－34－22
http://chofuginza.com/

　下北沢シャッターギャラリー

　商店街の店舗に落書きされるだけで街の治安が悪くなり、軽犯罪が
増えるおそれが懸念されています。落書きを消すだけでは更に上から
落書きされてしまうため、シャッターに絵を描いて、落書き自体を抑
制させようというアイデアから「下北沢シャッターギャラリー」は生ま
れました。そのため、美術専攻学生、デザイナーなどのボランティア
に、店舗が閉まっている間に徹夜で店舗のシャッターに絵を描いても
らっています。
　絵のデザインについては、商店のイメージに沿った案を美術系学生
に持ち寄ってもらい、お店の人が選んでいます。平成16年8月現在
21店舗完成し、商店主、住民、在勤者、大学生らによる協働のシン
ボルとなっています。

下北沢一番街商店街振興組合　世田谷区北沢2－37－17
http://www.shimokitazawa.net/

▲　ペイントをするボランティア

▲　落書きされたシャッター
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　シャッターアートコンクール

　ひばり商店街では、シャッターアートコンクールを実施していま
す。商店のシャッターのデザイン画を一般公募し、入選作を各商店で
シャッターにプリントします。
　また、ホームページ上で全作品の展覧会を開催するとともに、商店
街の中のギャラリーを借りて作品展を行い、広く商店街を宣伝してい
ます。商店のシャッターに芸術性の高いイラストをプリントすること
で話題性を持たせ、地域住民や通行人に商店街と各店舗の存在感を示
しています。
　バザーやフリーマーケット、朝市を開き、商店が閉まっている時間に
人を集めることにより、その存在を知ってもらう取り組みも行っていま
す。近隣商店街関係者の見学も多く、落書き防止にも繋がっています。

ひばり商店街　西東京市ひばりが丘1－4－2
http://www.all-tama.co.jp/̃hibari/

　経堂アートフェスタ

　経堂商店街振興組合は、経堂すずらん通り商店街の愛称で知ら
れる小田急線経堂駅の北側に位置する商店街です。
　このアートフェスタは、文化の香りがする街、アートに包まれ
暖かい人の心が感じられる街を目指すため、平成15年から始めた
イベントです。
　イベント期間中は、陶芸、トンボ玉、創作楽器、ペットの肖像
画、フラワーアレンジメント、押し花、モザイクタイル、ミュー
ジカル奏のこぎり音楽、寄席文字等のワークショップ、マーチン
グバンド、沖縄エイサ踊りなどのパレード、映画の上映（ユンカー
ズ・カム・ヒアー）、雅楽、大道芸、野点席（茶道教室）、将棋十面
指し、アートマーケット、フリーマーケット、ワゴンセールなど
を行い、多くのお客様に楽しんでいただきました。

経堂商店街振興組合　世田谷区宮坂3－14－6
http://www.kyodo-suzuran.com/
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　青梅宿アートフェスティバル

　アートを通じて商業者と消費者のコミュニ
ケーションを図るという目的で、平成3年度よ
り実施しています。
　商店街を構成する店舗は大正から昭和初期に
建てられたものが多いことから、各年のテーマ
は大正・昭和モダンを彷彿させるものが多くなっ
ています。
　平成15年度のテーマは「大道芸人たちの青梅宿」。
　各種大道芸が、街角やステージで行われました。また、ひと夜かぎり
の「風の盆」越中おわら青梅宿流し、クラシックカーパレード、赤塚不二
夫自主制作パロディ映画の上映など、期間中にさまざまな催しが行わ
れ、来街者に楽しんでいただきました。

青梅アートFes.実行委員会　青梅市住江町66（青梅赤塚不二夫会館内）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　ワワワセール

　福生銀座中央商栄会は、福生駅から500ｍほどの距離にあり
ます。
　イベント名の「ワワワ」は「和風と伝統」の和、「環境と健康」の
「環」、「話題と商品」の「輪」を表します。
　商店街の各店舗が独自デザインの藍染のれんを作成し、イベン
ト期間中、店先に出して集客に努めました。
　また、のれんコンクールを実施し、お客様に投票してもらい、
入賞した作品に投票したお客様に景品を贈呈しました。
　商店街全体が藍色に染まり統一感が出ると共に、商店街の団結
力もアップ。お客様にも喜ばれるイベントになりました。

福生銀座中央商栄会　福生市志茂160
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　新宿トラッドジャズフェスティバル　in　ハレクラニ

　新宿はライブハウスやジャズ喫茶が多く、ジャズとゆかりが深い街
です。その特色を活かしたこのイベントは、平成15年度で3回目を迎
え、期間中、商店会界隈はジャズの“楽園”となりました。
　関東、関西のプロ、アマチュアのジャズバンド79グループ、約
350名が参加し、地域内の協力店22店舗でライブ演奏を行いまし
た。また、ジャズバンドによる街頭パレードは、多くの来街者に楽
しんでいただきました。
　マスコミにも多く取り上げられ、イベントの周知度も高まり、ま
た商店会の宣伝、知名度のアップにも繋がりました。

新宿要通り共栄会・末広通り商店会　新宿区新宿3－9－4、3－8－8
http://yama.ne.jp/kaname/
http://yama.ne.jp/suehiro/

　　　　　　　　　　　　

　新春平尾寄席

　商店街活性化のため、この取り組みを始めました。
　毎年1月に開催しているこの寄席では、毎回プロの落語家を呼び、商店街を利用しているお客様
に楽しんでいただいています。
　新春恒例となっており、開催を楽しみにしているお客様も増えてきています。

平尾商栄会　稲城市平尾2－2－6
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　「キラキラ・ブランド」　導入

　向島橘銀座商店街協同組合は、京成曳舟駅から徒歩5分、惣菜や衣料、食料品など、約110店が
軒をつらねる商店街です。
　橘銀座では、味や品質に配慮した、各店自慢の逸品を、キラキラ・ブランド認定委員会で吟味し、
「キラキラ・ブランド」として心をこめて提供しています。
　認定商品には、商店街が責任を持って選んだ証として、星のイラストとキラ・キラの文字を組み
合わせたブランドマークを表示し、消費者に安心感を与えています。

向島橘銀座商店街協同組合　墨田区京島3－49－1
http://www2.ttcn.ne.jp/̃kirakira/

　宅配事業と自然の町　風連町　まるごと阿佐谷へ

　本商店街は、丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅のそばにある商店街
です。商店街の近辺には、大型店、スーパー、ミニスー
パーが多く、商店街自体の規模も小さいゆえ競争も厳しさ
を増しています。
　このため、地域住民の利便性を高め、新しい需要の喚起
や雇用の創出、地域住民一人一人のネットワークづくりの
ための取り組みを行いました。①空き店舗を本拠とした即
日宅配サービス　②その拠点を講習会、相談会等で利用　③
姉妹都市の北海道風連町の物産を扱うアンテナショップと
“風連まつり”です。店舗の運営には地元のシルバー人材センターを活用しています。
　宅配事業は地域の高齢者の方や子育て中の方を中心に好評です。また、アンテナショップは販売
も好調で、イベントと合わせ地域住民に対して商店街を知ってもらう絶好の機会となっています。

南阿佐谷すずらん商店街振興組合　杉並区阿佐谷南1－13－12
http://www.asagaya-suzuran.com
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　子育て支援施設「ゆうゆうぽてと」

　「ゆうゆうぽてと」は、商店街内の空き店舗を活用し、
「NPO保育サービスぽてと」が子育て支援サービスを提
供する、平成16年5月にオープンした施設です。
　当施設では、放課後の児童のお預かりサービスや在宅
ママの強い見方「赤ちゃんの一時お預かり」サービス等を
提供しながら、子供さんの相談にもお答えしています。
　オープンしてからは、商店街もママの買い物の場と
してにぎわいをみせるようになりました。
　これからも商店街として、地域の方と一緒になって
コミュニティ作りに力を入れていきます。

栄町本通り商店街振興組合（江古田ゆうゆうロード）　NPO保育サービスぽてと
練馬区栄町35－7サンヒルズ201

http://www.nerima.ne.jp/uu-road/index.html

　コミュニティ施設「ひろばサラ」

　NPOと連携して、商店街の空き店舗を活用し、コミュニティ
施設「ひろばサラ」を開設しました。
　地域の人の出会い、地域の情報交換の「場」づくりを目指して、
様々な講座やコンサート、お年寄りのティータイムなどを企画
し、地域コミュニティの核となる活動を展開しています。
　地域の方々に活動拠点として認知され、地域コミュニティの
プラットホームとしての役割も果たしています。
　補助事業として開始しましたが、補助終了後も自主財源で運
営を続けています。

エルロード商店会　立川市若葉町１－１２－４
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観　　光

　くにたち富士見台人間環境キーステーション（KF）

　富士見台名店街商業協同組合では、連続する4つの空き店舗を活用して、「教育」と「おもいやり」
をキーワードに、「人間環境キーステーション」事業を展開していま
す。「Cafeここたの」、「KFまちかどホール」、NPOグループの「支援
室」などの運営を、商店街や一橋大学、国立市、市民の方々と協働し
て行っています。
　また実験段階ですが、「地域通貨KUNY」、高齢者支援事業「買い物
サポーターズ」、空き缶を回収し買物ポイントと交換できる「エコス
ポット」なども試みています。

富士見台名店街商業協同組合　国立市富士見台1－7－1
ＫＦセンター　国立市富士見台1－7－1－1－103　　

　奥山おまいりまち

　五重塔通り商店街振興組合は、浅草寺の西側に隣接した全長
170ｍ、幅員10ｍの参道に面した商店街です。
　平成17年につくばエクスプレスの新駅ができ、商店街が浅草
寺への参道としての役割を果たすこととなるので、浅草への来
街者の回遊性を高めるため、街路整備からまちづくりを始めま
した。
　「奥山おまいりまち」は、“江戸情緒と大衆文化の出逢い”をテー
マに、べんがら色の山門と大木戸、石畳、江戸文字看板や格子な
どにより、まちなみと街路を江戸情緒を感じさせるデザインで統一し、江戸のまちなみを再現して
います。
　この取り組みを、組合員の経営改善（業種転換・商品開発等）や店舗開発につなげ、お店や街の魅
力を高めていこうと考えています。

五重塔通り商店街振興組合　台東区浅草2－6－4
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　来て見て歩こう！　いいまちあらいーまっぷ

新井地域の活性化を考える会　（新井薬師門前通町栄会、薬師あいロード商店街振興組
合、薬師柳通高新会、薬師柳通親交会、平和公園仲通り商店会、北口十字路商店会ほか）　　

　新井地域では、商店街に地元のお寺・神社・商工会議所・大型スーパー・信用金庫・
郵便局が加わり「新井地域の活性化を考える会」を7年前に発足させ、新井地域のま
ちづくりを考えています。
　今回作成したマップは、新井地域を知ってもらったり、訪れてもらったりするため
に、地域のイベントや散策コース等を紹介したもので、区民の方に無料配布しました。
　この他にも毎年4月に「さくらまつり」を実施し、空き缶回収による収益を福祉団
体に寄付しています。
　今後は、6商店街に共通フラッグを掲げ、調和のあるまちなみづくりやお寺と連携して新井薬師の伝統あ
る縁日などを盛り上げ、高齢者に対してのサービスを念頭に入れた門前町としての賑わいを復活させていき
たいと考えています。

新井地域の活性化を考える会　中野区新井1－15－2
（薬師あいロード商店街振興組合）

　東海道五十三次壁画

　この事業は「落書き防止」・「まちの美化」といった目的だけではな
く「まちの名物」をつくりあげる目的で実施されました。
　成瀬駅近くの高架下50ｍ（面積217㎡）に渡り、浮世絵師安藤広
重の風景画「東海道五十三次」をモチーフに壁画を描きました。
　また、商店街の中から協力店舗を50店舗募集し、各々宿場名を
つけ、商店街を「東海道五十三次」に見立てることにしました。
　今後、各店舗に宿場名にちなんだ商品を置いたり、スタンプラ
リーやポイントサービス等を展開していく予定です。
　話題の企画として地域情報紙等に取り上げられたほか、暗いイ
メージだった高架下に壁画が描かれたことにより商店街全体の雰
囲気が明るくなり、町の美化が保たれ、商店街への来街者も増え
ています。

成瀬が丘商店街振興組合　町田市成瀬が丘2-1-8
http://www.narusegaoka.net/
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　青梅赤塚不二夫会館

　医院等を経て空き店舗となった、明治後期の蔵などで構成
された建物を、「元気な昭和」をエネルギッシュに表現した昭
和を代表する漫画家「赤塚不二夫」を紹介する会館として開設
しました。
　先にオープンした「昭和レトロ商品博物館」とともに、商店街
活性化の中心的役割を担う施設として運営されています。

住江町商店街振興組合　青梅市住江町66（青梅赤塚不二夫会館）
http://akatsuka-kaikan.ome.jp/

　烏山エコスタンプ　－商店街スタンプの地域通貨的な活用－

　地域住民、市民団体、商店街が連携した「スクラムからすや
ま」の実施している地域の清掃活動（クリーンクリーン大作戦）、
フラワーポットの植え替え作業などに参加すると、商店街スタ
ンプ「エコダイヤ」がもらえます。このスタンプは商店街個店で
の使用だけでなく、金融機関での預け入れなどにも使えるもの
です。
　また実験的に「いいポン」というエコマネー・ポイントを配布す
る事業を行いました。これは、通常のスタンプだけでなく携帯サイトを活用した電子ポイントを発
行し、商店街での買物だけでなく、美術館の入場、併設喫茶での割り引き、エコバッグとの交換な
どにも利用できるものです。これにより商店街が地域と連携することで、地域コミュニティの活性
化に役立っています。

烏山駅前通り商店街振興組合　世田谷区南烏山6－3－1
http://www.elmall.or.jp/
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　カウントダウンパーティー

　まいろーど四つ木商店街振興組合は、京成線四ツ木
駅北側に位置する商店街です。ポイントカードや朝市
を実施し、イベントにも積極的に取り組んでいます。
　「カウントダウンパーティー」は、大晦日の夜に実
施しているイベントで、空き缶を持参すれば、模擬
店で商品と交換したり、ビンゴゲームへ参加したり
することができます。商店街のＰＲと空き缶回収を
結びつけた、楽しみながら資源の大切さを認識してもらうイベントです。
　また、ゲーム終了後、参加者と初詣に行く途中で、四つ木のまちづくり協議会「ほっとマイタウン
四つ木」の協力を得て、道幅の狭い危険な場所を確認し、災害時に緊急車両が通行できる道幅を確保
することの重要性を、参加者に認識してもらっています。このイベントを通して、ずっと住みたい
と思えるような四つ木のまちづくりを目指しています。

まいろーど四つ木商店街振興組合　葛飾区四つ木1－31－2
http://myroad-yotsugi.web.infoseek.co.jp/

　七夕コンサート「はごろもECOたなばた」

　「環境にやさしい街づくり」をテーマに実
施しています。イベント時にMyアイテム
（自分の箸・皿・コップ等）を持参した方に
は、ハローチップのプレゼントや模擬店で
割引販売等を行っています。お持ちでない
方には使い捨てでないものを貸出し、なる
べくごみを出さない形にすることで、イベ
ント時のごみの減量化に地域全体で取り組
んでいます。
　また、子供たちによるエコ地図の作製やエコ宣言も行っています。

羽衣商店街振興組合　立川市羽衣町2－23－4
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　エコステーション設置

　「環境美化」をテーマに地域の活性化、きれいな街づく
り、地域との共生を目指し実施しています。
　商店街で、空き缶、ペットボトル、食品トレーなどを回
収するエコステーションを設置。1缶につき1エコポイン
トを自動発券しており、約3,000本／日の空き缶を回収
しています。
　環境整備を前面に出すことにより、地域とのコミュニ
ケーションが取れ、地域と共生していくというイメージ
アップに繋がり商店街の利用客が増加しました。

鶴川団地センター名店会　町田市鶴川6－7－3

　小平駅商店街活性化シンボル塔設置

　この事業は、小平駅周辺の6つの商店会が団結し、小平駅前ロータ
リーにシンボル塔として、風車等による発電を動力源とする時計塔を
設置し「自然に優しいエコ商店街」として認知してもらうことで商店会
の活性化を図ることを目的として行いました。
　時計塔は高さ6ｍのＹ字型。2つの頂点部にある3枚羽根の風車、約
1㎡の太陽光パネル、塔にはバッテリーを備え、無風の時は蓄電されて
いる電力を利用して風車の回転を起動させる仕組みとなっています。
　この事業を行ったことで、小平駅周辺の商店街が自然に優しいエコ
商店街として認知され、活気を取り戻すことができました。

小平駅北商栄会・小平駅前ショッピングセンター・小平駅東栄通り商店会・
ルネセブン街商店会・グリーンプラザ商店会・ルネウエストロード商店会　
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学生・子供

　稲城暮らしフェスタ

　「環境を考えよう」をテーマに実施しています。
　消費者主導で行われていたイベントを、環境を考える上で消
費者と商店街が連携することが重要であるため、商店街も一緒
になって開催しました。
　各店舗によるフェスタサービス品の販売や、マイバック運動
を推奨するポイント発行サービス（エコポイント）などを行いま
した。
　環境問題について、消費者と商店街がともに考え取り組む
きっかけとなりました。また、環境問題というテーマをきっ
かけに、より消費者との距離が縮まりました。

平尾団地商店会　稲城市平尾3－1－1

　八王子アームレスリング選手権 in 三和会

　八王子は学園都市と言われるほどたくさんの大学・短大等があ
るにもかかわらず、若年層の買い物客は伸び悩んでいました。
　そこで「若者も喜んで集まるイベントで商店街をにぎやか
に！」との思いで、このイベントを始めました。
　大会は、「一般の部」「小学生の部」「学生個人の部」「飛び入り
の部」の4部門に分かれ、個人戦や3人1組の団体戦をトーナメ
ントで競います。
　今後は「八王子の名物イベント」に育てるとともに、三和会商
店街振興組合の枠にとらわれず、東京都選手権、関東・全国選
手権の開催を考えています。

三和会商店街振興組合　八王子市東町12－16
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　商店街ホームページ作成

　新宿区内の専門学校『早稲田電子専門学校』との協働事業により、ホームペー
ジ作成事業を実施しました。
　専門学校生の優れたIT技術を活かす学習の場として、商店街を提供すること
で、豊かな地域社会づくりに貢献するものです。
　商店街と学生が何度も打合せを重ね、商店街の歴史や店舗検索のほか、お店
の個性を伝えるページなど、若い学生のアイディアと技術が活かされたホーム
ページとなりました。
　現在も更新を重ね、つねに新しい情報を提供しています。

杉大門通り商店街人気会
http://ｗｗｗ.sugidaimon.com/

　桜新町ショッピング・プロムナード整備

　桜新町商店街はサザエさんで有名な長谷川町子美術館の
ある商店街で、美術館に繋がる道は通称「サザエさん通り」
として親しまれています。
　そのことから、サザエさんをデザインモチーフにした柱
パネル、サザエさん通りへの誘導サインを兼ねた装飾灯、
車止め、修景パネルなどを設置して、サザエさんをテーマ
にした、歩いて楽しい街、コミュニケーションの発生する
街、文化の香りのする街を目指しています。
　今回のプロムナード整備により、周辺の住宅街と調和の
取れた景観となるとともに、歩道の拡張、段差解消、電線の地中化により、誰にでも歩きやすい商
店街となりました。地方からのお客様も増えています。

桜新町商店街振興組合　世田谷区桜新町1－7－6
http://www.sakurashinmachi.net/
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そ　の　他

　吉祥寺サンロード商店街アーケード架け替え

　この事業は、商店街利用者へ安全かつ快適な買い物空
間を提供するとともに、サンロード商店街ばかりではな
く、吉祥寺全体の商業活性化に寄与することを目的に実
施しました。
　新アーケードは、商店街を二分していた市道上にもアー
ケードをかけ、雨天時など歩行者が快適に通行できるよう
にし、商店街としての一体感を図りました。
　21世紀にふさわしい商店街施設として、省エネルギー、ユニバーサルデザイン等を考慮し、デザ
イン選定段階から公開コンペ方式を取り入れるなど、従来のアーケードの概念を超えたものを具現
化させました。現在、週末は、まっすぐ歩くのが困難なほどの人通りで賑わっています。
　また商店街会員は、新アーケードを訪れたお客様に再び来街してもらえるよう一店逸品運動を展
開し、個店の魅力アップを図るなど、商店街としての結束がより強固になっています。

吉祥寺サンロード商店街振興組合　武蔵野市吉祥寺本町1－12－1
http://sun-road.or.jp

　商店街加入促進

　世田谷区商店街連合会では、世田谷区産業振興基本条例が
改正され、商店街で小売業等を営む方に対し、商店街の加入
に努めることが定められたのを機に「商店街加入促進委員会」を
立上げ、区内の商店街への加入促進運動を行っています。
　商店街加入促進大会を実施し、パネルディスカッションを
行うことで、商店街加盟、地域で協働して活性化させていこ
うという機運を高めるとともに、「商店街加入促進マニュア
ル」、「商店街加入促進ニュース」を発行し、各商店街の地域
の特性に合わせたノウハウの提供を行っています。
　またチェーン店本部、宅建協会等へも協力要請をし、多方面から各商店街へのバックアップを行っ
ています。

世田谷区商店街連合会　世田谷区若林1－5－10
http://www.ukiuki-setagaya.com/
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　チャレンジマート「とごしぎんざのお休み処」

　シルバーカード会員優先の休憩所、オリジナルブランド商品のショールーム、エコスポット（空き
缶、ペットボトル回収機）の設置、ケーブルテレビの視聴コーナーなどを設置しています。シルバー
カード会員の利用が増えるとともに、マスコミ等の取材も増え戸越銀座のブランドのPRにも役立っ
ています。またマスコミからの注目により遠方からの来街者も増えつつあり、潜在的な経済効果も
見込まれています。

戸越銀座銀六商店街振興組合　品川区戸越1－20－8（お休み処）
http://www.togoshinet.com/kai/ginroku/page1.html

　
　チャレンジマート「荏原町ITステーションPits」

　荏原町では、以前より商店街としてITに取り組みたいと考えていましたが、専門知識が必要なた
め、地域外で店舗営業をしていたパソコン教室、IT指導のできる人に依頼して、商店街内の空き店
舗で開業してもらうことになりました。営業内容は、パソコン教室、IT指導、PC、家電の販売、電
気工事、修理などです。商店街内でのパソコン教室を行っているほか、商店街、個店のホームペー
ジ作成指導、商店街イベントのライブ映像の配信などを行い、商店街だけでなく、地域住民のIT推
進、意識の向上を積極的に行っています。

荏原町商店街振興組合　品川区中延5－6－16
http://www.ebaramachi.jp/

　チャレンジショップ「NEO SENJU」

　空き店舗対策と起業・創業支援を目的として、商店街の空き店舗を「㈱足立都
市活性化センター」が賃借し、9つに区割りして、坪1万円程度の低廉な賃料で貸し出しています。
　半年契約（更新は1回のみ）というリスクの少ない短い期間で賃貸することにより、経験のない起
業者でも出店することができ、経営者として必要な様々な知識・ノウハウを習得することができま
す。平成13年8月のオープン以来、延べ28人が卒業しており、そのうち平成16年8月までに開業
した人は、18人にのぼります。

　　　チャレンジショップ「ネオ千寿」　　足立区千住3－35こべに屋千住第1ビル1F
　　　株式会社足立都市活性化センター　足立区千住仲町1－5　　　　　　　　　

http://ｗｗｗ.adachi.co.jp/neosenju/index.htm
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　子育て支援施設｢どんぐりのおうち｣

　商店街とNPOが連携し設置した「どんぐりのおうち」では、親子ひろ
ば、乳幼児一時保育・学童の夜間保育などの子育て支援の活動を行って
います。
　今後は障害をもつ子供たちについても受入れを行うなど、総合的な親
子ひろばとすべく、準備を進めています。

板橋本町商店街振興組合　NPO法人ワーカーズコープ
板橋区本町29番10号

　高齢化対策「スマイルショップ　シルバー」

　「高齢者に優しい」を旗印に、商店街に新たな集客を図ることをねら
い、空き店舗対策を実施しました。
　シルバー人材センターが、刃物研ぎや衣類のリフォーム、リサイク
ル商品の販売などを行う「スマイルショップシルバー」を開設しまし
た。休憩用の椅子を置いた「交流サロン」を併設し、高齢者の集える場
としても活用しています。

高松町商店街振興組合　立川市高松町2-9-22

　子育て支援施設｢おやこ舎“あやとり”｣

　商店街とNPOが連携し設置した｢おやこ舎“あやとり”｣では、乳幼児
の一時預かりを中心とした子育て支援事業を行っています。また、親子
で一緒に過ごす親子ひろばも行っています。
　従来からの商店街の利用者（子育て中の母親）にとって便利な施設とし
て活用されているだけでなく、当施設をきっかけに新たな商店街の利用
者となることで、商店街にとって、顧客の増、にぎわいの創出につな
がっています。

中板橋駅南口商店街振興組合　NPO法人ACT板橋たすけあいワーカーズあやとり
板橋区弥生町35-1東園ビル1F
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空き店舗活用

空き店舗活用

　少子化社会対策「フリールーム　ことこと」

　商店街の力を子育て支援に活かしたいと、商店街に子育て支援拠
点として「フリールームことこと」を開設しました。
　施設運営は、産前・産後の家事、介護支援事業等を立川市内で10
年の活動実績を誇る市民団体「たすけあいワーカーズ・こっとん」が
行っています。少子化や核家族化の中で子育てに関する悩みを抱え
るお母さんを支援する講演会や、授乳、入浴などの講習会等を行
い、若いお母さん達を支援しています。

日活大通り商店会　立川市柴崎町2－4－14

《再　掲》
　以下の空き店舗事業については、別頁にて紹介しています。

事　業　名 紹介ページ

宅配事業　 ……………………………………………………………………………… 18
（南阿佐谷すずらん商店街振興組合　杉並区）

子育て支援施設「ゆうゆうぽてと」　 ………………………………………………… 19
（栄町本通り商店街振興組合　練馬区）

コミュニティ施設「ひろばサラ」　 …………………………………………………… 19
（エルロード商店会　立川市）

人間環境キーステーション（KF）　…………………………………………………… 20
（富士見台名店街商業協同組合　国立市）

青梅赤塚不二夫会館　 ………………………………………………………………… 22
（住江町商店街振興組合　青梅市）



わが商店街の「自慢の取り組み」　－事例集－

平成17年2月発行

　編集・発行 東京都産業労働局商工部地域産業振興課
　 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号

　電　　　話 代表03（5321）1111　内線36－731～3
直通03（5320）4787 印刷・デザイン　株式会社アド・クローバー

　登録番号　（16）　207




