特集

商店街
サバイバル
ライフスタイルの変化や購買チャンネルの多様化によって苦境

に立たされている「商店街」。特に新型コロナ感染症は経営環
境の悪化に拍車をかけた。逆風吹きすさぶなか、知恵や工夫を
施し、活性化に取り組む商店街を取材した。
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オープニングインタビュー

が目立つ商店街も少なくありませ

の商店、空き店舗、空きテナント

ころで、シャッターが下りたまま

傾向にあるのは衆目の一致すると

高齢化、後継者不足等により衰退

鈴木 買い物客の減少、商店主の

について教えてください。

── 全国の商店街を取り巻く現状

う日々の売り上げの減少です。ラ

鈴木 一つは休業や時短営業に伴

及ぼしているのでしょうか。

── コロナ禍はどのような影響を

いう声も頻繁に耳にします。

経営状況が一段と厳しくなったと

店街と店舗の営業を直撃しており、

す。最近は新型コロナの影響が商

に少なくなっていると推定されま

◎東京都中小企業診断士協会認定商店街研究会 会長

ん。１９８２年の商業統計による
イフスタイルの変化やコンビニ、

２０１３年には約１０３万店舗ま

店街に存在していたようですが、

もう一つは大規模な集客イベン

くないと聞いています。

廃業を余儀なくされたお店も少な

の影響で売り上げが減り、閉店や

んどの商店街では時短、休業要請

全国的にみても稀なケース。ほと

でにぎわっていましたが、これは

態宣言の発出期間中も多くの人出

首都圏の一部の商店街では緊急事

かけて落ち込むようになりました。

れたことで商店の売り上げが輪を

り店舗の休業や時短営業が要請さ

って久しいですが、コロナ禍によ

より商店街を訪れる人が少なくな

大型ショッピングモールの台頭に

です。自分の店だけでなく商店街

す。が、店舗の多くは個人事業者

開催にこぎ着けた商店街もありま

設置する、といった対策を施し、

多く集まりそうな場所に仕切りを

り、手指消毒や検温の徹底、人が

鈴木 例えば来場者数を制限した

ようですが……。

イベントを再開した商店街もある

── 感染対策を万全に行うことで

ベントは開催しづらくなりました。

人が密集するような大がかりなイ

を避ける習慣が根づいたことで、

ロナの感 染 を 防 ぐ ために「３密 」

が一般的でした。ところが新型コ

を実施しました。これは商店街振

満までの現金支給」プロジェクト

しては珍しい「必要経費 万円未

ロぺ商店街では、６月に商店街と

鈴木 埼玉県所沢市にある所沢プ

としている商店街もあります。

一丸となって危機を乗り越えよう

── このような状況でも各商店が

くみられます。

切れていないところもいまだに多

理由から、イベントの開催に踏み

ますが、商店街の場合はこれらの

イベントは続々と再開しつつあり

場合がほとんど。スポーツや音楽

鈴木隆男

で落ち込んでいます。ただ、この

トが開催できなくなったこと。商

全体の感染対策に取り組むとなる

興組合の会員事業者１人につき一

ひんぱん

と、約１７０万にのぼるお店が商

データは少し古いので実態はさら

店街の活気を促すための取り組み

と、経済的な負担はもちろんマン

律 万円未満の現金を支給すると

10

「相互扶助」で乗り切る

といえば、大勢の人が集まる大規

パワー不足に直面し二の足を踏む

10

まれ

模なイベントやお祭りを催すこと
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すずき・たかお
1951 年生まれ。中小企業診断士。流通業全般の
財務・マーケティング・販売促進などを得意とす
る商店街支援のエキスパート。創業者の支援、店
主の教育・アドバイスなど、個店のサポート実績
も豊富。商店街研究会の会長を務めるかたわら、
一般社団法人地域振興支援協会代表理事、内閣府
認証 NPO まちづくり協会常任理事、東京信用保証
協会企業サポートコーディネーターなどを務める。
主な著書に同友館刊『TOKYO ＋ひときわ輝く商店
街』（編著）など。

●

ロナ対策に使うことができます。

置、マスクの購入といった新型コ

ーション、サーキュレーターの設

いう取り組みで、消毒液やパーテ

売り上げの増加を実現しているよ

両取りした戦略で、集客と日々の

いうリアルとオンラインの良さを

験できない仕組みを取り入れると

拡大しつつ、リアル店舗でしか体

オンラインをうまく融合させるこ

もあります。ポイントはリアルと

層に商品を販売できるチャンスで

ＥＣを活用することは幅広い年齢

一段と減ったことも事実です。が、

根づいたことで商店街の来客数が

るような店づくりを意識する必要

図ることで「また来たい」と思え

と積極的にコミュニケーションを

な使い道」を伝えるなど、来店客

雑貨屋であれば「生活用品の意外

ば「おすすめのレシピや調理法」、

ケーション。食品を扱う店であれ

商 店 街 サバイバル

これらは商店街の予算からねん出
うです。

と。単にＥＣサイトを設けて商品

日常生活の困りごとを聞いたり

り組みについて紹介してください。

── 集客に成功している店舗の取

しょう。

に足を運ぶきっかけになることで

構築すれば、多くの人々が商店街

見通しは？

鈴木 この事業は、新型コロナ対

策はもちろん商品の販促費やイベ

ント開催にかかる諸経費などに使

えるため、商店街活性化の大きな

後押しになるとみています。とは

いえ場当たり的に使い道を決めた

り、補助ありきのイベントを打ち

12
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されており、まさに「商店街全体
── ＥＣをうまく活用すればリア

びたくなる仕掛けを施すことでよ

で支え合う」ことでコロナ禍を乗
果も期待できると。

り高いレベルでの集客と売り上げ

助言するというコミュニケーショ

があるでしょう。ちょっとした世

鈴木 昔は「年輩の人ほどネット

の増加が期待できるでしょう。

ンを継続することがお店の魅力づ

を売るだけでなく、店舗に足を運

でモノを買わない」と言われてい

──「リアルの店舗に行きたくな

くりにつながり、ひいては商店街

ル店舗の売り上げ拡大といった効

さらに岩手県盛岡市の盛岡大通
ましたが、今は年齢に関係なく多

る仕掛け」とは？

全体の魅力を形成します。商店主

り越えようとする活動といえるで

商店街では飲食店が中心となって
くの人がアマゾンやヤフー、楽天

鈴木 オンラインではできない要

はいわゆる〝その道のプロ〟と呼

間話も十分効果的です。

開催している「お弁当パラダイス」
市場といったＥＣモールを使って

素をとことん追求することに尽き

ばれる人たちで、商店街は〝プロ

しょう。

店が一丸となり知恵や工夫を施す

ショッピングしています。たしか

ます。例えば来店客とのコミュニ

）が好 評 を博しており、商

ことで活況を取り戻しつつある商

に、ネットで買い物をする習慣が

（Ｐ

店街も増えています。

の集団 〟
。 生 活 上の 疑 問 や ア ド バ

鈴木 インターネットをうまく活

──「Ｇｏ Ｔｏ商 店 街 」事 業もま

イスを気軽に話し合える関係性を

用して来店客や売り上げを増やし

もなくスタートする見込みです。

例えば首都圏のある酒屋では店舗
とＥＣショップの二段構えで商品
を販売しています。とりわけ目を
引くのがリアル店舗をショールー
ム化することでその場で試飲がで
きたり、店員とのコミュニケーシ
ョンのなかで自分に合ったお酒を
探せる点。ＥＣを活用して販路を

（上）盛岡大通商店街（岩手県）
（下）ハッピーロード大山商店街（東京都）

ているお店がいくつかあります。

ＥＣの活用に商機あ り

14

りません。
「ＧｏＴｏ商店街」を有

出しても商店街の振興にはつなが

立しました。会社設立前は空き店

の運営に参加できるスキームを確

かに負担が偏ることなく、商店街

自分の店の経営で手いっぱいで、

し、先ほど述べたとおり商店主は

ることが重要だと考えます。しか

的に携わっている実例などはあり

── 商店主が商店街の運営に積極

の課題と言えるでしょう。

仕組みをいかに確立するかが今後

を行う組織（高松丸亀町まちづく

スといった商店街のマネジメント

店街の景観保全やテナントミック

や地元住民などが出資者となり商

る高松丸亀町商店街では、商店主

舗や空きテナントが商店街のいた

効活用するには「何のために使う
のか 」
「どのよう な 成 果 が得 られ
るの か 」
、イベント を 催 すのであ
れば「Ｇｏ Ｔｏ事業終了後も持続
可能か」といったことを商店街全
体でしっかり議論しておく必要が
あります。

地域の生活を支援す る
── ずばり、商店街が活況を取り
戻すためのポイントは？
鈴木 各商店がそれぞれ当事者意

商店街の運営に消極的な姿勢を示
ますか。

識をもって商店街の運営に参画す

すことが多いのが実情です。商店

るところにありましたが、今では

それらの〝空き〟は埋まり、集客

と収入面の両方でＶ字回復を実現

しています。

── これからの商店街のあり方に

ついてお考えを聞かせてください。

鈴木 単にモノを売り買いする場

所ではなく、地域コミュニティー

の核となり、住民のくらしに寄り

添いながら「地域の生活を支援す

る」という発想が求められます。

そのためにも商店街を構成する各

店舗がそれぞれの強みを発揮しつ

つ、当事者意識を持って商店街の

発展と地域住民の生活に密着する

姿勢がより重要となるでしょう。

（インタビュー・構成／本誌・中井修平）

※当サービスに関するご質問等
は、TKC会員事務所におたず
ねください。

り株式会社）を設立し、特定の誰
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高松丸亀町商店街では高松丸亀町まちづくり株式会社が
商店街のマネジメントを担う

上記 のTKCサービス からhonto
をご利用の場合、全てのご注文が
《 送料無料 》となります。

鈴木 例えば、香川県高松市にあ

オンライン書店 honto は、TKC
戦略経営者メニュー 21 ╱e21
まいスターに搭 載 の「 玉手箱 」
からご利用ください（ TKC 会員
事務所はProFIT から）。

街の発展に自発的に関わるための

インターネットで簡単注文！
オフィス・ご自宅にお届けします。
領収書としてもご利用できるコ
ンビニ決済をはじめ、各種クレジ
ットカードのご決済が可能です。

◎盛岡大通商店街

商 店 街 サバイバル

できているワゴンも珍しくない。

飲食店へのダメージが深刻である

ケート調査を行った結果、やはり

補うために個別にテークアウトや

当時、各飲食店は売り上げ減を

という施設に特設会場を設けて弁

まずは、組合の所有する「リリオ」

主張。他の理事もこれに賛同し、

正直、想像以上の活気に驚いた。

か な ど、不 安 でいっぱいで し た」

（中村事務局長）というなか、
「現

状 を 打 破 す る に は 動 く し か ない 」

とばかりに企画を進め、プレスリ

リースを発信するとテレビをはじ

め地元メディアが殺到。ふたをあ

けてみると、弁当はあっというま

に売り切れた。緊急事態宣言が解

除される 月末まで毎日（日曜除

く）
、 週間続けて開催するうちに、

当初、５店舗だった参加店舗も

軒まで増加。店主たちのコミュニ

ケーションも増していく。さらに、

この取り組みが終了するとの情報

を聞いた利用者から「次も開催し

てほしい」との声が相次いだ。当然

の成り行きとして、
「毎週日曜日の

歩行者天国を利用してもっと大々

的にやってみたらどうだろう」と

いう雰囲気が醸成されていく。

こうして 月 日に開催された

の が「第１回 お 弁 当 パラ ダ イス 」
。

結果は大成功となった。 時間半

というわずかな時間で、約１５０

０個の弁当を売り上げることがで

きたという。リピーターの獲得効

果はもちろんのこと、やったこと

14
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た」とのこと。実際、オープンか
ら 分で完 売したワゴンもあった。

３時間半で１５００個を販売

ロナ禍に見舞われる。

和食、洋食、エスニック、居酒屋、

ことが分かりました。これを受け

デリバリーに取り組んでいた。そ

当の販売会を開催することにした。

右から中村正樹事務局長、菅原誠理事・実行委員長、内舘茂理事・副実行委員長、上田裕樹理事、小林靖理事

「お弁当パラダイス」で“集客力”と“結束力”を高める
月 日、薄曇りの日曜日。Ｊ

Ｒ盛岡駅から東へ、南部藩盛岡城
址方面に歩くこと 分、盛岡大通
商店街がある。正午過ぎの歩行者
盛岡大通商店街はこのところ逆
風続きだった。昨秋、岩手医科大

天国。幅 メートルの商店街ロー
ドに長さ約３００メートルにわた
学が近隣から移転し、人通りが減

回

少。そして今年に入って突然のコ

って弁当販売の 店ものワゴンが
月から月に

ずらっと並ぶ。盛岡大通商店街協
同組合が今年
盛岡大通商店街協同組合の中村
月 に 丸 乃 タ イ ルの 内 舘 茂 社

正樹事務局長は言う。
「

カフェなどの多彩な〝お弁当〟
……。

て、真っ先に声を上げたのが菅原

れを見た菅原社長は「入ったこと

「参加してくれる店舗さんがあるの

うニーズが絶対にあるはずだ」と

ぶらぶらとワゴンをのぞいてまわ

のないお店の弁当を注文するのに

か、お客は集まるのか、そもそも

15

開催している「お弁当パラダイス
（第４回）
」だ。
驚くべきはその人混みである。
ざっと見渡しただけでも数千人は

農家が出店する産直マルシェも印

靴店の菅原誠社長（理事 同
=実行委

長（理 事 お
= 弁 当 パラ ダ イ ス 副 実
行委員長）の提案で各店舗にアン

象的だ。クラフトビールも楽しめ

員長）でした」

っている年配の女性に話を聞くと、

はハードルがある。実際にモノを

かにも楽しそう。

「目 当てのお弁 当 が売り切れてい

このコロナ禍に人を集めていいの

らは子供たちの嬌声が上がり、い

きようせい

る。本部前の「縁日」コーナーか

いるだろうか。 ～ 人の行列が

4

1
見て、比べてから購入したいとい

3

9
て残念。もっと早く来ればよかっ
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「当組合では以前から、執行部の

後の継続開催が決まる。

意欲は高まり、当然のごとくその

こう」という若い組合理事たちの

さらに、
「このイベントを続けてい

と業務の「幅」は確実に広がった。

戦することで、参加店舗の経験値

略を練り上げれば、郊外に向いた

協力し、知恵を出し合って集客戦

と中村さんは言う。多くの店舗が

のコミュニケーションが深まった」

交流のなかった）店主さんたちと

〝寛容な〟方針によって「
（あまり

員である必要はない。このいわば

イベントに出店するには、組合

思っています」
（中村事務局長）

若返りが課題でした。今回、若手の

人の動線をいくらかでも取り戻す

のない「お弁当」という分野に挑

理事が協力し合いながらイベント

ことも可能なはず、というわけだ。

さて、 月 日に戻ろう。

に取り組むことにより、従来には
なかった〝まとまり〟できてきた。

時半、地元の「うたばん流し」

27

として活躍するポールふじむらさ

こえてくる。 時、盛岡城にほど

ならず地域の活性 化につなげてい

同商店街は組合員 名で、賛助

郊外から顧客を取り戻す

んが各所に出没。歌声と歓声が聞

この状況を生かし、当商店街のみ

9
きたいですね」
（中村事務局長）

12
の飲食店が取って代わりつつある。

客とする居酒屋やレストランなど

フィス街のサラリーマンを主な顧

を奪われて閉店し、近隣住民やオ

隣のショッピングセンターに客足

誇っていた物販店舗の多くが、近

ほどの組織。近年、長らく勢力を

会員や協力店を含めると１２０名

さんの華麗なパフォーマンス……。

前でジャズピアニスト・馬場葉子

落ち着きを見せ始めた 時、本部

ンジの場だ。そして、イベントも

発表の場を失った生徒たちのリベ

んさ踊り」がコロナ禍で中止され、

定されていた恒例の祭り「盛岡さ

の実演が始まったのだ。 月に予

校の生徒たちによる「さんさ踊り」

8

い音楽のリズムに後ろ髪をひかれ

（本誌・高根文隆）

これらの店舗が、お弁当パラダイ

ファイナル間近の気配。心地よ

14

つつ帰路に就いた。

合に加盟していないところも多く、

「比較的新しい飲食店さんは、組

めきが起こった。盛岡大学附属高

近い商店街の東端に、何やらざわ

13
スを通じて組合活動に興味を持っ
てくれる良いきっかけになればと
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52

❷
❹
❶ 今回で4回目を数えるお弁当
パラダイス ❷10〜20人の行列
ができる店も ❸子ども向け縁
日も開催 、歓声がひびく❹盛岡
大学附属高校の生徒たちによる
「さんさ踊り」❺馬場葉子さん
によるジャズパフォーマンス

❶
❸
❺

商 店 街 サバイバル

たな試みも始まっている。

の共催など、顧客開拓に向けた新

活用事業を展開する企業と協議。

は店舗の活用策について、空き家

近隣店舗の状況調査と住民へのヒ

アリングを経て、飲食店開業を志

て中心的役割を担ったのが、まち

畑違いの業態への衣替えに際し

込む。さらに定期開催が決まった

ティースペースとしての需要も見

16

THE STRATEGIC MANAGER 2020.11

◎ 特集

◎ハッピーロード大山商店街

づくり大山みらい株式会社である。

合が１００％出資する法人で、石

様式の変化に柔軟に対応していか
動画チャンネルの開設や、近隣

川理事長が代表を務める。石川氏

ハッピーロード大山商店街振興組

商 店 街と連 携した「板 橋バル」

なければなりません」

リ ア ル 交 流 事 業 の 促 進 でファンづくりにまい進
東京都内有数のアーケード街か
らなる「ハッピーロード大山商店
街」
（板橋区）
。スローガンは「一生
づき あいし ま す 」
。和 菓 子 店、衣
料品店、雑貨店などバラエティー
に富む商店がひしめき、近隣住民
が行きかう生活密着型の商店街で

シェアキッチンへ再生

堅調であるものの、飲食店の業況

す人々が利用できるシェアキッチ

売している店も少なくない。
は依然きびしい。新型コロナの影

りになっている。

東武東上線大山駅南口改札直結

「われわれの商店街には逆風と追

響で、インターネット通販の利用

をあしらった真新しい建物が見え

「改装時に天井のボードを取り外

ンへの改装が決まった。店内は木

い風が吹いています」と石川政和

にいっそう拍車がかかった。通信

て き た。
「ＫＡＭＥＹＡ ＫＩＴＣ

したところ、昔使用していた電灯

のアクセス至便なアーケード街を

ハッピーロード大山商店街振興組

販売を行っていない店舗には逆風

ＨＥＮ」
（かめやキッチン）のネオ

のコードが収まっていました。来店

造の柱がならび、古民家風のつく

合理事長は複雑な表情を浮かべる。

と な る。
「市 場ニー ズ との ず れ、

ンサインが異彩を放つ。 月にオ

客に建物の歴史を感じてもらえる

分ほど歩くと、亀のロゴマーク

食品スーパーやドラッグストアは

ネット通販対応……従来抱えてい

ープンしたてのシェアキッチンだ。

も以前とほとんど同じ。かめやの

これまで入居した店舗はプレオ

飲食スペースもある。

はり

た課題が一挙にあぶり出されまし

よう、あえて梁をむき出しの状態

一方の追い風。日中、商店街を
行きかう人々がじわじわと増えて

つづく履物店が営業していました。

ープン時も含め、カフェやクレー

店主だった方も喜ばれています」
自分の代での引退を検討していた

プ店、弁当店など多彩な顔ぶれ。

「以前は、かめやという 年以上
にある。昼どきにはテークアウト

店主から組合に相談があり、シェ

キッチンの用途以外にも、料理教

〜

需要に応えるべく、弁当を販売す

アキッチンとしての活用を提案し

いるという。特に目立つのは

る飲食店も現れはじめた。

るようになります。来客層や生活

室や食育イベントなど、コミュニ
ました」
（石川理事長）

代で、在宅勤務者の増加が背景

10

16

5

「国のルールが見直され、今後は

30
期間限定でテラス営業も認められ

40

80

た」
（石川理事長）
。

冷蔵庫、ガスコンロ、冷蔵ショー

ハッピーロード大山商店街振興組合
石川政和理事長

にしています。お店のロゴマーク

560 メートルのアーケード街に 200 以上の店舗がならぶ

ケースなどの設備を備え、 席の

ある。時節柄、マスクを店頭で販

6

CASE

イ ベン ト も あ る。
「か め や キッチ
ン起業塾」は、飲食業界で起業に
挑む人を対象とした連続講座。中

ろえに反映させている。

新たなにぎわい創出へ
る。ハッピーロード商店街の実に

アーケードの中央部分が撤去され

路の整備事業。都道の開通により、

を及ぼしているのが、都市計画道

一層の活気が生まれるはずです」

園や、駅前広場も整備されます。

のも確か。近辺になかった緑地公

複数建ち、人口増加が見込まれる

舗がならぶ一角がある。一帯で大

「移転して営業を継続したり、閉

うのか。

その古きよき魅力はそがれてしま

ない路地も多い。不燃化特区とし

害時、避難経路の確保がままなら

昼夜、人通りの絶えない商店街

防災面の課題もあった。商店街

ケティングをテーマに、開業に必
がかりな再開発計画が進んでいる

店

小企業診断士などを講師に招き、

分の に相当する距離である。

要な知識を習得できる。
ためだ。大山駅周辺では東武東上

店を余儀なくされた店舗は

て、老朽化した住宅の建て替え支

にあって、シャッターを閉めた店

夕方にさしかかり、食材を求め
線の高架化をはじめ、駅前広場の

ほどにのぼります。まちづくり事

援がすでに実施されている。

事業計画の立案や店舗運営、マー

る人々でひときわにぎわっていた
整備、高層マンションの建設など、

業の影響は甚大ですが、周囲に地

の北側には、木造住宅が密集する

のが、全国ふるさとふれあいショ
複数のプロジェクトが目じろ押し。
上

ら直送された特産品を購入できる。

階をこえる高層マンションが

❶ ❷ コミュニティースペースとしても活用できる「かめやキッチン」❸ ❹近隣再開発のた
め、移転して営業を続けている「とれたて村」

ハッピーロード大山商店街を含む

可され、未開通区間は近辺では、

整備計画は２０１５年に事業認

〝木 密 地域 〟が広 がる。火 災や災

ップ「とれたて 村 」
。商 店 街 振 興
なかでも商店街に最も大きな影響

1

組合の直営店で、全国 市町村か

3
20

30
❷
❹

「各地の百貨店で開催されている

４００メートルを残すのみとなっ

た。 年 月には、商店街と都道

し、 年ビジョンを昨年策定しま

立ち上げて商店街の将来像を討議

「われわれはまちづくり委員会を

石川理事長は将来をこう見据える。

ると、まちづくり事業の息は長い。

れる。線路の立体交差事業も含め

ト周辺地区」で建築工事が開始さ

の交差する「大山町クロスポイン

3

物産展をヒントに、農山漁村との
交流による活性化を図るため開設
されたお店です。銀座などにアン
テナショップを開設するよりも、
割安な費用で販売スペースを設け
られます」
運営面の特色は、とれたて村参
加市町村と活発な交流事業が行わ
れているところ。産地訪問ツアー
や修学旅行生の販売体験、区内小
中学校給食への食材提供等、ふれ
あいづくりに余念がない。また、
商品別の売り上げデータを月次で
市町村にフィードバックするなど、
出店後のフォローもきめ細やか。
売れ行きにアンテナを張っている
市町村は、データを参照して品ぞ

した。コンセプトは、多種多彩な

人の集う緑と賑わいのまち〈みん

なの居 場 所 〉です。
『大 山でよか

った』と多くの人に感じてもらえ

るよう、足を運びたくなる商店街

づくりに取り組んでいきます」

（本誌・小林淳一）
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❶
❸

9

◎岐阜柳ヶ瀬商店街

商 店 街 サバイバル

周囲３００メートル四方に広がる
「商店街では商店の後継者難と、

林亨一理事長だ。

柳ヶ瀬 商 店 街 振 興 組 合 連 合 会の

ーションが行われ、テナントを募

いた。２０１６年にビルのリノベ

空き店舗が目につくようになって

していたが、築 年以上が経過し、

デザイナー、クリエイターなど

され、建設・不動産関連事業者や

立案する。昨年 月に初めて開催

りや遊休不動産活用のアイデアを

名が参加した。

て繊維産業が衰退すると、駅前一

の歓楽街としてにぎわった。やが

でも歌われるほど、東海地方有数

と出店。昭和の最盛期には歌謡曲

口の広い建物が多く、手ごろな物

「開業希望者から、商店街には間

きを見せる。

舗が入居し、 階と異なるおもむ

クスクリーン印刷を体験できる店

ーのショップ兼アトリエや、シル

に招いた、事前講演会を行ってい

ちづくりに携わっている方を講師

「スクールの開講前に、各地でま

定だ。

たが、 月に第 回が開かれる予

型コロナの影響で開催が危ぶまれ

的な内容になっている。今年は新

ャレンジしやすい環境になってい

いて、若い商店主が店舗運営にチ

につれ、若い客層が目立つように

業した店舗がロイヤル に増える

だきました。スクール出身者の創

18
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のが「岐阜柳ヶ瀬商店街」だ。立
閉店による遊休不動産の増加とい

集。インテリアショップや雑貨店

リノベーションを推進し二つの課題解消に挑む

地上、買い物や飲食など、何らか
う、二つの課題を抱えていました。

な ど が 出 店 し、
「ロイ ヤル

メンバーはユニットを組み、ま

宿形式の研修を受講し、まちづく

の目的を持ってやってくる人がほ
これらの課題に対する打ち手とし

いう名前でよみがえった。新旧さ

ち歩きやグループワークを通して、

実際の物件の活性化策を討議。最

終日の 日目には、ビジネスプラ

帯の問屋街も閑散とした佇まいに。

件がなかなか見つからないという

ます。昨年は 回実施し、のべ２

ンをプレゼンテーションする実践

柳ヶ瀬商店街は離れ小島のような

声を耳にしていました。ロイヤル

に郊外の大型商業施設へと向いて
いった。

ます。商店主のなかには、リノベ

ロイヤル は、 年 月に始ま

こりはじめています」
リノベーションスクールは、岐

ったまちおこしのイベント「サン

ます」

なるなど、世代交代が少しずつ起

11
ーションスクールで学んだ方もい

1

阜市の手がける事業。参加者は合

40

9

スクール出身者がけ ん 引

2

14

逆風にあおられる商店街にあっ

2

2

40

て目を引くのが、リノベーション
による活性化の取り組みである。
かじ取りを担っているのは、岐阜

40

たたず

ロケーションとなり、客足は次第

ビルの 階にはイラストレータ

いる。

囲気から、商店街の名物となって

32

8

ＪＲ岐阜駅から北へ徒歩約 分。

とんど。ビジネスパーソンが接待
て、リノベーションを活用した新

まざまな業態が醸し出す独特の雰

レトロな外観が特徴の商業ビル

」と

の場として利用する飲食店も多く、
規出店の促進に取り組んでいます」

一帯に集まりはじめたのは１９０

「ロイヤルビル」は、その象徴的存

（林理事長）

０年代初頭から。繊維産業の発展

3

００名をこえる人たちに参加いた

在だ。もともと映画館などが入居

40

40

の 階は五つの区画に分かれて

とともに、映画館や飲食店が次々

2

15

商店街のルーツは古く、人々が

歓楽街としての一面もあわせもつ。

CASE

デービルヂングマーケット」の会
場でもある。同ビルと日ノ出町通
りをメイン会場に、毎月第 日曜
日に開催されており、雑貨店、飲
食店が軒を連ねる。愛知県や滋賀
県など、近県からの出店者も少な
くない。 月にいったん中止を余
儀なくされたものの、空間が密に

ターネットによる応募なら人同士

が接触することなく、より若い世

代の声も聞けるのではとの期待感

もありました」

週間の募集期間中に寄せられ

たアンケート総数は、２４２０件

にのぼった。商店街利用者の目線

に立った要望や、イベント再開を

待ち望む声などが多数寄せられた。

また結果を詳細に分析したところ、

週に 度、あるいは月に 度訪れ

る、 〜 代が主要顧客層である

1

ならないよう出店者を制限して間

足元を見つめなおす機会でもある。

点も判明した。リアルの活動が停

滞したコロナ禍にあって、インタ

ーネットを活用した交流にかける

期待は大きい。

「携帯電話もインターネットもな

い昭和のころ、人々は情報を調べ

ることなく、商店街に足を運んで

いました。しかし今はネットで情

報を収集してから買い物する時代。

になると考えていましたが、コロ

ネット上での関係性の構築がカギ
柳ヶ瀬商店街協力店で利用できる

❶ ❷ インテリアショップなどが入る「ロイヤル 40」。親子連れの来店客も ❸ 創業希望者を集めて開催され
たリノベーションスクール ❹「サンデービルヂングマーケット」は県内外からの来場者でにぎわう

は、すべて中止にせざるを得ませ

った。人出の予想されるイベント

コロナで流れが真逆になってしま

を目標に取り組んできましたが、

われは従来、商店街を密にするの

額１００万円をプレゼントすると

対する意見を聞き、１００名に総

この企画は地元住民から商店街に

的なアンケート調査を実施した。

打ち、インターネットによる大々

１００柳ヶ瀬キャンペーン」と銘

のが、以前にも実施したことのあ

生みだす方法として思い浮かんだ

「商店街にゆるやかなにぎわいを

アといった設問が盛り込まれた。

の、柳ヶ瀬商店街活性化のアイデ

柳ヶ瀬に増えたらいいなと思うも

業しやすいまちづくりを目指す。

点を生かし、若い世代の人々が創

これからもリアルとネットの利

係を深化させていきたいです」

ールを活用し、地元の人々との関

たと感じています。さまざまなツ

んでした」
（林理事長）

（本誌・小林淳一）

る商品券の配布事業でした。イン

同商店街では 月末に「１００・

40

隔を広げるなどコロナ対策を施し、
月から再開している。

アンケートに２千名 が 応 募
サンデービルヂングマーケット
以外にも、近年は趣向を凝らした
イベントを定期的に開催し、集客
を 図ってい る。
「柳 ヶ 瀬 ジュラ シ
ックアーケード」もそのひとつ。
動く恐竜ロボットを複数展示し、
商店街の中にジュラシックパーク
を再現した。
「ジュラシックアーケードは特に
家族連れに人気で、例年 万人以

❷

ナの影響でより切実な問題になっ

❹

万円分の商品券が贈呈された。

❶

いうもの。抽選による当選者には、

上の人々が訪れていました。われ

2

30 1

3

3

❸

1

3

ただ、予期せぬ感染症の拡大は、
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6

◎川南町商工会

商 店 街サバイバル

現在は新型コロナウイルスの感

──「軽トラ市」とはどのような

まで、老若男女問わずリピーター

そのほとんどが町外からのお客さ

も多いようです。

かつて軽トラ市で軽トラックを販

南町で中古車販売業を営んでおり、

販売しています。かくいう私も川

用雑貨、衣料品など多彩な商品を

朝採れの新鮮な野菜や食料品、日

を超える軽トラが商店街に並び、

ど催してきました。毎回１３０台

して以降、これまでに１７０回ほ

で２００６年９月に第１回を開催

だ軽トラックが一斉に集まれば多

ていたところ、
「荷台に商品を積ん

意見が上がり、開催方法を検討し

「定期開催の朝市をやろう」という

るようになりました。そのなかで

すための施策、イベントを企画す

足し、町や商店街の活気を取り戻

のＴＭＯ（まちづくり機関）が発

宮崎 ２００４年に川南町商工会

に至った経緯は？

20
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ようになり、そのあおりを受け、

再び多くの人が安心して来場でき

ことから町民の生活基盤として長
しかし、最近では若者の都会志

このような状況のなかで、かつ

るよう、出店・来場ルールを明確

染拡大を防ぐために開催を休止し

１万５０００人規模の町で、東側
向やショッピングセンターの台頭

ての活気を呼び戻そうと取り組ん

化するためにガイドラインの策定

店舗数は最も多かったころの半分

は日向灘に面し西側には九州山地
もあり、以前に比べて店舗数は少

でいるのが商店街のメインストリ

に取り組んでいます。

く愛され続けてきました。

がそびえています。農業や畜産業
なくなりつつあります。

ートを会場に行っている「軽トラ

井㞍 来場者も毎回１万人を超え

宮崎県の中央部にある人口

といった１次産業が盛んで、イチ
井㞍 トロントロン商店街には１

市」です。

ていますが、コロナ禍のなかでも

ゴ、ブドウ、マンゴー、ブタ、ト

２０ものお店が軒を連ねていた時

イベントなのでしょうか。

のなかでも日本一を誇っています。

るなど、動員数は全国の軽トラ市

リ肉、伊勢エビ、マグロ……と挙

左から宮崎吉敏会長、井㞍祐子マネージャー

軽トラ市のＰＲに注力

期もありましたが、郊外型のショ
をきっかけに来訪者数が伸び悩む

げだすとキリがないほどの食料生

全体が豊かな自然に囲まれている

宮崎

──「軽トラ市」を定期開催する

毎月第４日曜の午前８時か
ら 時 分まで行われる定期朝市

売したこともあります（笑）
。

45

ため生活しやすいのも川南町の特
徴です。
──「軽トラ市」が開催されてい
るトロントロン商店街について教
えてください。
宮崎 町の中心部にある６００メ
ートルほどの商店街で現在は約

ーなどの公共施設も隣接している

商工会、文化ホール、保健センタ

など業種は多岐にわたり、町役場、

食店、電気屋、ガソリンスタンド

の事業者が店を構えています。飲

60

11

１年を通して気候が温暖で、町

ッピングセンターが出店したこと

程度まで落ち込みました。

29

産地としても知られています。

宮崎

── 川南町の特色は？

町の経済振興に大きく貢献している。川南町商工会の宮崎吉敏会長と軽トラ市担当の井㞍祐子マネージャーに聞いた。
（取材日・９月 日）

市を中心に取り組みが広がっている。なかでも宮崎県川南町の
「トロントロン軽トラ市」は１７０回近く催されてきた名物イベントで、

全国約１４０カ所で開催されている「軽トラ市」
。軽トラックを乗りつけるだけで幅広い客層に商品を販売できる手軽さから、地方都

月１回の「軽トラ市」で町内外１万人の呼び込みに成功

インタビュー

は斬新な取り組みとして耳目を集

ころで開催されていますが、当時

軽トラ市は今や全国のいたると

と……。

たので、自分たちもやってみよう

づくりに貢献していることを知っ

町の「軽トラ市」が町のにぎわい

詳しく調べてみると、岩手県雫石

イデアを出したのです。そこで、

と当時のイベント企画委員長がア

け の 手 間 が 省 け る ので は ない か 」

積んだまま帰ればいいから後片づ

たとえ売れ残ったとしても商品を

ます。全国の自治体からの見学依

っかけに訪れる人も多くなってい

口コミやＳＮＳでの情報発信をき

井㞍 最近ではお客さまどうしの

るようになりました。

り、回を重ねるごとに盛況を収め

客や出店者の増加にも拍車がかか

取り上げられるようになると来場

ニュース番組や地元の新聞などで

しました。これらの活動が奏功し

ビ局や新聞社などを足しげく訪問

宮崎県はもちろん九州地方のテレ

組みを広くアピールするために、

軽トラ市を始めた当初は、取り

る方針です。

る電子決済を軽トラ市にも導入す

を抑えるため、
「ＴＯＲＯＮ」によ

金銭の授受による接触感染リスク

レット端末での決済が可能です。

貨があり、スマートフォンやタブ

「ＴＯＲＯＮ」とい う 電 子 地 域 通

町には町内の協力店で利用できる

済の導入を検討しています。川南

極力減らすようキャッシュレス決

宮崎 出店者と買い物客の接触を

く教えてください。

── 新型コロナ対策について詳し

います。

めていました。軽トラ市を定期的

頼も相次いでおり、これまでにの

井㞍 これ以外にも厚生労働省が

ます。

に開催することで町の名物イベン

べ２２１団体２３００人の自治体

公表した「新しい生活様式」の実

くの人の注目を集めるだろうし、

トとなり、商店街、ひいては川南

関係者が軽トラ市の視察に訪れま

践例を参考に、来場客や出店者に

電子地域通貨を活用する

町に多くの来訪客が集まることを

した。

マスクの着用と手指消毒を義務づ

したのです。

期待して月イチで開催することに

── 商店街振興にはつながました

ける、体温が ・５度以上の方の

井㞍 軽トラ市には多くの軽トラ
ックが駐車できる広々としたスペ
ースが欠かせません。が、幸いに
も商店街の道幅は広く、近隣には
町役場や文化ホール、食品スーパ
ー等の駐車場が点在しているため、
会の協力が得られたことに加えて、

場所の問題に悩むことなく開催す
ることができました。

メディアを通して軽トラ市を積極

ひ

が続々と開店するなど、商店街だ

これまでになかったジャンルの店

ン、フィットネスジムといった、

ます。最近では整体やエステサロ

えるというケースも増えつつあり

川南町に移住し、商店街に店を構

りを目の当たりにした人が実際に

参加したり、イベントの盛り上が

宮崎 買い物客として軽トラ市に

（インタビュー・構成／本誌・中井修平）

ら再開を目指します。

ないよう最大限の注意を払いなが

さない、クラスター感染を起こさ

イベントです。絶対に感染者を出

地域の人々の生活を支える重要な

宮崎 軽トラ市は川南町の経済と

ルを定めました。

の間隔を空けるといった開催ルー

来場を断る、常に２メートル以上

37
けでなく町にも良い影響を与えて

宮崎県児湯郡川南町大字川南13680-1

所在地

── １万人もの集客に成功した秘

的にＰＲした成果が、多くの来場

けつ

訣は何でしょう。

客の獲得に結びついたと考えてい
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宮崎 町内の各種団体や近隣商工

川南町商工会

か。

多彩な商品を積んだ軽トラックがずらり

ＧｏＴｏキャンペーンの〝異端
児〟ともいえる「ＧｏＴｏ商店街」
への企画募集が 月に〝ひっそり〟
とスタートした。ＧｏＴｏ商店街
が特殊なのは、ＧｏＴｏキャンペー
ンのうち、唯一、消費者が経済活
動を行う際の補助金ではないこと。
あくまでも事業者がイベント（オ
ンライン含む）等を開催する際 の
経費を支援するという建てつけだ。
この事業は、３密対策などの感
染拡大防止対策を徹底しながら、
商店街がイベントや新商品開発、
プロモーションなどを実施するこ
とで、消費者や生産者が地元や商
店街の良さを再認識するきっかけ
となる取り組みを支援するもの。

んなチャンスはない。緻密に戦略

ｏＴｏ商店街事務局あてに送付す

請書をダウンロードして記入、Ｇ

築費用、宣伝広告費、テント等の

ト雇用費用、ウェブサイト等の構

予防用品等の購入費用、アルバイ

元パフォーマー等の出演日、感染

している商店街も少なくない。ケ

ントなどで情報発信し続けて健闘

のがある。しかし、魅力的なイベ

店街のシャッター化は目に余るも

近年の商店街、とくに地方の商

22

商 店 街サバイバル

を練った上で利用すべき」と断言

ればよい。基本的には 案件のみ

の応募となるが、採択されなけれ

費用、商品開発等のコンサル費用、

ーススタディで取り上げた盛岡大

２１年２月 日に開始する事業。

味がありません。継続的にユーザ

14
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する。しかし、一方で「前払いで
はなく清算システムなので、規模

ば再度応募することも可能だ。

地 域 産 品 を 活 用 し た 景 品・ 販 促

通商店街やハッピーロード大山商

幅広いアイデアが採択

の小さい商店街では資金の調達に
苦労するのでは」との声も。

品費など、主だったほとんどの費

店街、川南町商店街などは代表的

補助金の対象となる経費は、地

用が網羅されているが、プレミア

な成功例だろう。

施しても経費の無駄遣いになって

ントやプロモーションを企画・実

とはいえ、ただやみくもにイベ

ム付商品券・金券、備品購入、施
設整備費用などは対象外なので注
意が必要だ（左図参照）
。
先行募集は 月 日からスター

しまう。前出の記者は言う。

「もちろん、一時的な集客は大事
「これ
小売業界専門誌の記者は、

対象となる事業者は商店街振興組

ーを引き付ける、何らかの仕掛け

会が連携してイベントを行った場

トし、 月 日で締め切られたが、
月 日から通常募集が開始され

だけの金額があれば、結構なイベ

合や協同組合はもちろん、民間事

が必要でしょう」

ですが、イベントが終わったとた

ントやプロモーションを実施でき

業者や法人化されていない組織で

では、具体的にどんなイメージ

る。対象は今年 月 日～翌２０

が、事業者２者以上で広域に展開

る。１商店街で３００万の協賛金

も、一定の条件を満たせば応募可

んに閑古鳥というのではあまり意

する場合は、プラス５００万円（上

を集めるのは大変。さらに広域で

を持って成果が上がるイベントを

「 申請者当たり３００万円です

限１４００万円）となります。た

能だ。応募はウェブサイトから申

そこにかけた費用の３００万円×

1

取り組めばすごい金額になる。こ

申請者数＋５００万円（上限１４

商店街等の募集を実施

合、３００×３ ９=００＋５００万円
で１４００万円の補助金をうけるこ

応募した取り組みが採択されれば、

消費者
商店街等
⑥精算

００万円）を支援金として受け取

2

1

⑤報告

とが可能です」

30

①応募

ることができる。経済産業省商業

10

1

④参加・利用

事務局

③事業実施
②採択

10

とえば、ＡとＢの振興組合と商工

1

課ではこう言う。

10

12

11

事業実施スキーム

意外と使える！「Ｇｏ Ｔｏ商店街」に期待の声

トピックス

商店街の店舗や商品・サービスに

□買い物コンシェルジェの設置

事例を挙げてみる。

経済産業省が公表している具体的

企画・実践していけばよいのか。

放し、仕事に集中できるスペース

□テレワーク対応 空き店舗を開

を案内してくれる。

希望の買い物にあわせて適切な店

答えたり、事前に予約をすれば、

ユーザーからのさまざまな質問に

ントの実施 地元の産品販売に特

□地元産品がテーマのリアルイベ

名物となるような新商品を開発。

の高校生などと一緒に、商店街の

□新商品開発プロジェクト 地元

が「テレワーク弁当」を提供。

ロナ対策における道路占用の許可

□商店街オープンテラス事業 コ

イベント。

長体験などを組み合わせたリアル

ての地元商材の実演販売、一日店

室の開催、カリスマ販売員を招い

このほかにも「地元のこわ～い

ョンスペースを提供。

して活用。新しいコミュニケーシ

が店舗前の歩道の一部をテラスと

関することなどを紹介してくれる

主な対象外経費

基準緩和等を利用し、飲食店など

広告物等の印刷・
デリバリープラット
製本に要する費用 フォーム等への掲載料

お化け屋 敷 」
「高齢者優先時間帯

の設定」や道の駅ならぬ「商店街

の駅 」の開 設、
「親 子で 楽 しむ 商

店街職場体験プログラム」など、

Go To 商店街 事業者向けサイト

イベント実施に
必要な運送料

化したフリーマーケットや料理教

宣伝・広告に
要する費用
ウェブサイト等
構築費用

施設整備費用
（ハード事業）
備品の
購入費用
プレミアム付商品券
・金券等

テント等の
レンタル費用

を提供。商店街のカフェや総菜店

感染予防用品等
の購入費用
地元パフォーマー等
の出演費

幅広いアイデアが採択されている。

詳しくは「ＧｏＴｏ商店街事業事

例集」を。また、応募方法など制

度の詳細については「ＧｏＴｏ商

店街事業者向け」のサイト（欄外

ＱＲコード）を参照のこと。

THE STRATEGIC MANAGER 2020.11

23

商品開発等の
地域産品を活用した
コンサルティング費用
景品・販促品費
ソフトウェア等の
ライセンス料

アルバイト
雇用費用

「買 い 物コンシェル ジェ」 を 配 置。

主な対象経費

商 店 街サバイバル

で化粧品販売とネイルサロンの店
のは林氏が商店会に加入した２カ

くしくも同センターが開設した

林さんがどんな商店街をつくって

からない』と話されていたので、

『ま ず 何 から 手 をつけていいかわ

プログラムの特徴は「外部の視点

商店街創生センターによる支援

こうして、セブン商店会の活性

新鮮な発想やアイデアが商店街の

若手プロジェクト」による支援は、

24
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◎商店街創生センター×セブン商店会

もそのひとつだ。プロジェクトに関わったメンバーたちの話を交えながら、活性化への道のりをレポートする。

を構 える林 定 信 氏は神 妙 な面 持
月後。組織発足のあいさつを兼ね

いきたいか、そのために何をどう

を積極的に取り入れ課題解決に導

になんとか応えたいと思いました。

ちで商店街創生センターとの面談
て訪問した職員に対し、林氏はせ

変える必要があるか……と課題を

く」こと。特に民間の若手人材を

丈を率直に話しました」
（林会長）

に臨んでいた。テーマは「セブン商
きを切ったように話し続けたとい

精査することから始めました」
（神

２０１５年 月、セブン商店会

店 会 が抱える課 題のヒアリング」
。
う。面談を担当した神﨑浩子氏は

中心に結成された「商店街活性化

「林さんの熱意は初対面でもすぐ

化に向けた二人三脚の取り組みが

たたかさ」といった魅力に引き込

育まれる「ふれあい」や人の「あ

こそ異なるものの商店街を介して

プロフェッショナル。２人は職業

級建築士の資格を持つ都市計画の

チャー企業の取締役、藤田氏は一

活性化や事業開発を手がけるベン

と藤田始史氏だ。タナカ氏は地域

もと し

核メンバーであるタナカユウヤ氏

店会に派遣。同プロジェクトの中

即座に２人の若手人材をセブン商

課題をヒアリングした神﨑氏は

っていると好評だ。

新たな魅力の発掘、発信につなが

に感じ取れましたし、その気持ち

若者の新鮮な発想を生かす

林氏はこの日、訪れたセンターの

﨑氏）

〝想い〟を打ち明けた。
「長岡京市は京都の中心街にほど
近く、多くの人は京都市内で買い
物を済ませる傾向にあります。商
店街も閑散としていることが多く、
『このままでは商 店 会 がますます
寂れてしまう。力を貸してほしい』
年８月のことで

と当時の商店会長に請われて会務
に参加したのが

いと考えていたので、商店街創生

せやるなら商店街を本気で変えた

な ところ で す（笑 ）
。た だ、ど う

て、
『話が違う』と思ったのが正直

という重職を担うことになってい

した。いざ入会してみると副会長

15

センターさんとの面談では思いの

（上）
「セブンのハロウィン」は商店街を代表するイベント
（下）未来予想図委員会では立場を超えたディスカッションが交わされる

おも

このときの様子をこう明かす。

10

職 員 に 向 かって 活 性 化 に 懸 け る

幕を開けた。

たプロジェクト（
「商店街活性化若手プロジェクト」
）によって多くの商店街が活況を取り戻している。長岡京市にあるセブン商店会

商店街創生センターは多様なプログラムを通して、京都府内すべての商店街の活性化支援を手がけており、特に若手人材を中心とし

商店街と若手人材の〝二人三脚〟で活性化に取り組む

レポート

まれ、プライベートで商店街の活
性化に関わるほどの〝商店街フリ
ーク〟
。このときも、豊 富 な 経 験
に裏打ちされた知恵やノウハウが
遺憾なく発揮された。
「林さんからは『商店街を盛り上
げるための取り組みをオープンに
議論できる場を作りたい』という
要望をうかがっていたので、当日
の進行やその後の動きについてい
くつか提案をさせていただきまし
た。こうして生まれたのが『未来
予想図委員会』です」
（タナカ氏）
「私たちだけでなく林さんを中心

加入の商店、近隣住民、市の職員

委員会には商店会員だけでなく未

の成果もあり、初回の未来予想図

を渡していました。そこで、この

商店が仮装した保育園児にお菓子

年ハロウィーンの時期には個々の

ートになっていることもあり、毎

氏 も「
『立ち 飲 みセブン』は 商 店

ケーションを楽しんだという。林

もちろん商店主たちとのコミュニ

域住民も立ち寄り、食事やお酒は

慢の料理をふるまった。多くの地

ちが食材や料理などを持ち寄り自

生鮮食品、飲食店、酒屋の店主た

活用した立ち飲みイベントを開催。

言をきっかけに、空きスペースを

たい」という委員会メンバーの一

ている。
「商 店 街で 立 ち 飲 み がし

「立ち飲みセブン」も好評を博し

規模を縮小して開催する予定だ。

今 年 は 新 型 コロ ナ の 影 響 も あ り

商 店 街の成 功 事 例を共 有 する機

「商店街支援に携わるなかで他の

した。

壇し、取り組みの一部始終を紹介

では活性化の事例発表に林氏が登

開催しており、初回のフォーラム

ーラム」を、２０１８年以降毎年

事例を学ぶ「京都商店街創生フォ

堂に会し、全国の商店街の活性化

内を中心とした商店街関係者が一

いでいる。その一環として京都府

がりやコミュニティ創出に力を注

機会をつくり、商店街同士のつな

の連携促進や活動の共有ができる

会がないことに課題を感じていま

活性化のヒントを学び自らの活動

会の敷居を下げる大きなきっかけ
これらの取り組みが奏功し、商

に取り入れてもらうことを目的に

した。そこで、商店街が集まり、
店会の加盟店数が約２倍に増加。

『京 都 商 店 街 創 生フォーラム』を

になった」と振り返る。

人通りも増え、徐々に活況を呈す

開催しました。あらゆる商店街関

街が活気づくためのヒントが詰ま
っている。

（本誌・中井修平）

所在地

に人の巻き込みを行いました。そ

など 人程度のメンバー集めるこ

る よ う に なった。 し か し、
「今 は

取り組みを商店街全体に拡大すれ

係者のほか、商店街を舞台に活動

とに成功。委員会には私たちもオ

まだ活性化の途中に過ぎません。

ば子どもたちとの触れ合いの場を

する若手事業者や学生が集まるた

ブザーバーとして参加し、意見や

これからもあらゆる意見やアイデ

め、地域の垣根を超えたネットワ

創出できると思い、全商店を巻き

アを取り入れセブン商店街を盛り

ークの形成やコラボレーション事

アイデア、他の商店街の事例紹介

上げていきます」と林氏は気を引

業が生まれるなど効果も得られて

込んだハロウィーンイベントを企

き締める。その言葉通り、最近で

います」
（前田氏）

などを行いました」
（藤田氏）

音楽隊のパレードやカボチャの

は商店街の店舗を紹介するユーチ

かつたつ

「セブンのハロウィン」は回を重ね

画したのです」
（林会長）

図委員会では立場の垣根を超え、

切り抜き教室といった親子で楽し

「商 店 街 活 性 化 若 手 プ ロ ジ ェ ク

その後 も開 催 された 未 来 予 想
自由闊達に議論が交わされた。こ

ューブチャンネルを開設するなど、

とまがなく、今も継続して催され

るごとに規模が大きくなった。今

現在、同プロジェクトは商店街

コミュニティの創出にまい進

ト」の取り組みには、全国の商店

めるイベントも合わせて催すなど、

ているものも多い。その一つが「セ

では多くの保育園児や地域住民で

新たな取り組みにも着手している。

こで生まれたイベントは枚挙にい

ブンのハロウィン」である。

にぎわう一大イベントになったが、

商店街創生センター

所在地

前列中央が林定信セブン商店会会長、右が前田志津江事務局長、左が神﨑
浩子氏
（商店街創生センター）
。後列右より藤田始史氏、
タナカユウヤ氏
（商
店街活性化若手プロジェクト）

「商店街が近所の保育園の散歩ル
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