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・地域に根ざした商店街の強みを発揮して、特徴のあるイベント 
　やサービスなどを提供している商店街を発掘 
・地域生活者から支持を得ている「きらりと光る」何かを持つ 
　商店街を表彰し、商店街の活性化に寄与

１、事業の目的

事業の目的（詳細） 
・地域に自然発生的に生まれた昔ながらの商店街には厳しい時代となりました。 
　郊外に乱立する大規模店舗、多様化する消費者ニーズ、後継者難による 
　個店の廃業など枚挙に暇がありません。しかしながら、その中でも様々な 
　工夫をして頑張っている商店街が数多く存在します。 
・東京販売士協会では、平成12年度より販売士が推す!!「エネルギッシュ・タウ 
　ン‐私の街‐」発掘事業（Ｅ・Ｔ事業）を実施して来ました。本事業は、商店街 
　の強みを発揮したイベントやサービスを提供して地域生活者から支持を得て 
　いる「きらりと光る」何かを持つ商店街を発掘して表彰し、商店街の活性化に 
　寄与する事を目的としています。（今年度で１１回目） 
・表彰された商店街の工夫を参考にされ、これから活性化に取り組まれる商店 
　街の皆様や商店街間の交流に少しでも役立てれば、実行委員一同にとって 
　この上ない喜びです。
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・城西地区の杉並区､中野区、練馬区の商店街を対象 
・商店街の歴史等を探りつつ、地域の住民とのふれあいを大切に 
　している等、家族と住みたくなる街をポイント 
・顧客満足に努力している、そぞろ歩きが楽しい商店街を選考

審査コンセプト 
　・平成２２年度は、東京都の城西地区で、独自の文化と伝統を持つ杉並区、中野
区、練馬区の三区の商店街を対象 

　・昭和レトロの懐かしい雰囲気を漂わせ、日常生活に事かかず、催事が盛んに行
われている一方で、地下鉄や道路交通網の整備により高層マンション、高層ビ
ルやショッピングセンターの進出も数多く見られる地域 

　・古さと新しさの交わる中で、人と人、人と土地の関わりの大切さが再認識される
ようになり、人情にあふれ地域密着、地域連携が図られている商店街に焦点を
あて、店舗、商品の独自性および生活者への利便性の配慮も加味し、「エネル
ギッシュな商店街」を評価・選考（過去に表彰された商店街を除く）

２、審査対象商店街
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　審査過程(補足） 
・平成２２年度は、杉並区、中野区、練馬区の３区（計２５１商店街）を対象 
・一般会員及び実行委員から推薦された６３の商店街を２０商店街に絞り込み、 
　チームに分かれて視察とヒアリングを実施。各チームの報告から８商店街を 
　候補として選定 
・委員が各個人で候補商店街を再度視察し、日本経済新聞社も交えた最終選考 
　会にて４商店街を選定 
・「歴史や文化」を活用している事例も多く、地域との関わりや独自性が感じられ、 
　地域に愛される商店街として、“きらりと光る”ものを持つ商店街が表彰対象

コンセプト検討 
審査日程の決定

実行委員推薦 
一般会員推薦

視察・ヒアリング 
一次審査実施

二次審査実施
個人視察 
最終審査会

表彰式 
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

４月 ６月

７月 ８月 ９月 １０月

６３商店街 ２０商店街

８商店街 ４商店街

３、審査過程

５月

２５１商店街が対象
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　「エネルギッシュ・タウン賞」　 
　　　　　　　　　杉並区　教会通り新栄会 
　　　　　　　　　中野区　川島商店街振興組合 

　「イベント・アイデア賞」　 
　　　　　　　　　　　 杉並区　高円寺あづま通り商店会 
　「チャレンジ賞」　練馬区　栄町本通り商店街振興組合

おめでとうございます！ 
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（参考）エネルギッシュ・タウン表彰　商店街の位置

チャレンジ賞 
　栄町本通り商店街振興組合

エネルギッシュ・タウン賞　 
　川島商店街振興組合

イベント・アイデア賞 
　高円寺あづま通り商店会

エネルギッシュ・タウン賞 
　教会通り新栄会

地図の出典：Mapion  http://www.mapion.co.jp/ 
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５、教会通り新栄会

・　コンセプトは、「温かみと人情溢れる商店街」。

・　「やってみよう、やってからまた考えよう」という発想で、
「Twitter」に代表されるITの活用等、新しいことへのチャレン
ジ精神が旺盛で、「話題づくり」に積極的。

・　昔ながらの店舗（豆腐屋、八百屋、定食屋）と、お洒落な

　　店舗が融合し、ゆっくり落ち着いた雰囲気な商店街。

・　役員会、婦人部、青年部に加えて、「Web委員会」がある。「Web委員会」は

　　若手による自由な発想の受け皿として、情報発信技術（Twitter、USTREAM、
映像制作等）の習得と個店での実践を行なっている。

・　商店街は「レトロ」で「人情」が売り、その発信は最新のＩＴ技術を駆使。

　　メディアに取り上げられ、パブリシティを活用している。個店紹介を動画で

　　行なう取り組みが各個店の発信力を高める実践トレーニングになっている。

・　環境保護活動に積極的。マイバックの推進、レジ袋削減、バリアフリー等。

　　また、２０１０年１月にはLEDシンボル灯を導入（電気使用料が1/4、電気代
は1/3)。

出典：教会通り新栄会HPより抜粋
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・訪問日：平成２２年７月６日
・会   長：斎藤　敬子氏
・最寄駅：JR中央線、東京メトロ丸の内線
　　　　　　 荻窪駅
・加盟店：97店（賛助会員11店含む）
・連絡先：03-3398-3865
・HＰ　　：　http://www.kyokai-dori.com/

５、教会通り新栄会（概要）

・JR荻窪駅の北口から徒歩２分に立地

・ジグザグに曲った狭い道で、路面は 
　ブロック敷き（車が殆ど通らず、安心）

・縁日、もちつき大会、イルミネーション、5

　時間ネットライブ、スタンプラリー、おしるこ

　の無料サービスなど、手作りイベントが多

　数。イベント状況は、動画や画像でＷｅｂ

　配信

出典：教会通り新栄会HPより抜粋
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５、教会通り新栄会

Twitterの活用に積極的お洒落な蜂蜜専門店

昔ながらの豆腐屋

レトロ感漂うクリーニング屋

縁日は大盛況

出典：教会通り新栄会HPより一部抜粋

今年9月ｵｰﾌﾟﾝ

今・昔のカフェが並ぶ
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６、川島商店街振興組合

・「昔ながらの元気な商店街」がスローガン。 
・「オバケーション」（東京工芸大学と協力し、子供がおばけをデザインし、 
　それを商標化するプロジェクト）の推進 
・ときめき宇宙空間を演出する「川島コスモスタンプ」の実施 
・「エコロジータウン川島」とするため”簡易包装にご協力を”依頼

・生鮮食品が充実しており、また鰹節店、干物店、こだわりの石窯パン屋、 
　ブレンド紅茶店（現在改装中）などユニークな店舗が多い。 
・組織は、理事会、総務部、事務局、事業部（ＨＰ担当の発信委員会、げんき村 
　スタンプ会、青年部、コスモレディース、イベント部）で構成。 
・地域とのコミュニティ活動を積極的に実施　①とくとくクーポンの配布場所の 
　設置、②高齢者に対する親切相談員の常駐（約10名）、③「意見箱」の設置、 
　④展示会、休憩所等多目的スペース「げんき村」の設置。 
・環境保護活動として、コスモ広場のペットボトル回収機の設置、コスモレディー 
　ス（商店街の婦人部）によるイベントのゴミ分別促進、一部の店舗で「レジ袋 
　なしの場合、5円バック」を実施。 
・近隣の２商店街（中野新橋商店街、南台商店街）と協力し、「よりみちナビ商店 
　街マップ」を今春作成。

出典：川島商店街振興組合ＨＰより抜粋
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６、川島商店街振興組合（概要）

・中野新橋駅から徒歩１０分の住宅街に位置

　し、約３００ｍに亘り東西に広がる商店街

・昭和６１年から「スタンプ事業」実施

・ＨＰ、放送、店頭のチラシ配布、新聞折込

　チラシで情報提供

・イベントは、特売日（毎月２日、１６日）、朝

　市（毎月最後の日曜日）、売り出し抽選会

　（春夏秋冬開催）、 「あのコにあえる夜店 
　市」の川島夜店市（８月第３金・土曜日）等

出典：川島商店街振興組合ＨＰより抜粋

・訪問日：平成２２年７月７日
・会   長：山口　伸一氏
・最寄駅：東京メトロ丸の内線　中野新橋駅
・加盟店：１４９店
・連絡先：03-3372-7939
・HＰ：　http://www.cosmo-kawashima.or.jp/
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６、川島商店街振興組合

出典：川島商店街振興組合ＨＰより一部抜粋

たくさんの協賛店が 
並び、夕方から 
大盛況
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７、高円寺あづま通り商店会

・おしゃれな若者向けカフェから、古本屋、寝装具店まで幅広い 
　店舗が集結し、昭和レトロな雰囲気の商店街。 
・ＪＲ高円寺駅から若干離れた立地環境にもかかわらず、独創的なアイデア、 
　企画力並びに実行力により、高円寺商店街全体を巻き込んだ「高円寺びっくり 
　大道芸」、ドジョウつかみ等がある「縁日大会」、近隣の氷川神社の神輿を 
　活用した「女神輿」、三浦半島直送の土が付いた新鮮野菜を特設会場で販売 
　する等のイベントを企画し、商店街の賑わいを演出。 
・会費収入増加のために、商店街に面する民家から電灯代、商店街フラッグへ 
　の社名掲載権の宣伝費を徴収し、今後の更なる展開を検討中。 
・商店街全体で、店頭に木々の緑を配置

森ガール　
御用達の
洒落た　　
カフェ

・地域との関わりを有効活用して、ソフトなプロモーション 
　（女神輿、縁日他）を展開

可愛い
店内

高円寺ゆかり
のＭＵＳＩＣの

神様
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７、高円寺あづま通り商店会（概要）
•  訪問日：平成２２年７月１４日 
•  会長　 ：由井　営太郎　氏 
•  最寄駅：ＪＲ中央線　高円寺駅 
•  加盟店：９５店 
•  連絡先：03-3337-5150 
•  ＨＰ： http://www.koenji-azuma.com/ 

・　ＪＲ高円寺北口から徒歩1分に位置する南北
約400メートルの商店街。 

・　庶民的な惣菜屋、大衆食堂から古くからの木
造民家を改装したカフェ等おしゃれな雰囲気
も漂う街並み。 

・　「高円寺あづま通りおんな神輿」等地域の文
化資源を活かしたお祭りから、毎月第3土曜
日の「弁天さまのご縁日」まで地域住民を巻
き込んだ独自イベント、中元、お歳暮セール
を開催。 

・　三浦半島の新鮮野菜を販売する特設会場を
縁日で設けるなど、商店街に不足する生鮮売
場をアイデアでカバー。出典：高円寺あづま通り商店会ＨＰより抜粋
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８、栄町本通り商店街振興組合

・「心が通うお買物」をコンセプトとし、 
 キーワードは、 「～きっとなにかがみつかるよ～」。 
・ゆう太君、ゆう子ちゃんのマスコット、有名な江古田ナイトバザール。

・「商店街は地域活性化の担い手となるべきである。」という理念の元、 
　年６回開催の江古田ナイトバザール等の活況イベント、ＡＥＤ（3ヶ所設置）、 
　店頭ベンチ、灰皿、お客様トイレ導入（5ヶ所）、インフォメーション発信施設、 
　保育施設の「ゆうゆうぽてと」を設置し、常に新しい取組みで注目を浴びる
　「元気スマイル発信型」商店街である。
・ 秩父、熊谷のナイトバザールを参考にした江古田ナイトバザールでは、練馬 
　警察署による交通安全ＰＲ、地元開進第3中学校吹奏楽隊、地元スズキ病院 
　による健康ＰＲ、東京ヴェルディ　リフティング大会、日大芸術学部・武蔵大学 
　模擬店を実施。
・地球に優しい「エコカード」の推進。レジ袋等不用のお客様に
　　エコポイントでサービス（シール２５枚で50円の買い物券になる）。

インフォメーション発信施設

ＡＥＤ

出典：栄町本通り商店街振興組合ＨＰより抜粋
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８、栄町本通り商店街振興組合（概要）

出典：栄町本通り商店街振興組合ＨＰより抜粋

・江古田駅近郊大型商店街の一つ 
　で、約４００ｍに亘り南北に広がる 
　商店街 
・イベントは、中元・歳末大売出し、 
　江古田ナイトバザール、庚申の会、 
　江古田まつり、江古田の達人スタ 
　ンプラリー、ハロウィンパレードを 
　実施

オシャレな雑
貨屋

マニア必見！ 
超レア玩具屋

日用雑
貨・小物
のお店

訪問日：平成２２年７月７日 
理事長：秋山　隆幸氏 
最寄駅：西部池袋線　江古田駅 
加盟店：７３店 
連絡先：03-3994-3380 
ＨＰ： 　http://www.uu-road.com  
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•  昭和レトロのような懐かしい雰囲気を漂わせ、家族と住
みたくなる街の中で、商店街の様々な取り組みに学ぶ
ところが多々あった。 

•  「地域と共に育ち、地域に愛される商店街（地域密
着） 」こそが、これからの高齢化社会の中で、発展を 
　 続けていく鍵になる。 
•  チェーン店を会員の一員として取り込む事も重要。 
•  歴史や文化だけでなく、イベント等の実施による「ソフト
面の充実」、「地域とのコミュニケーション」、「魅力ある
個店の存在」、商店街の会員の結束を図る「役員の
方々」が商店街の活力源となっていた。

エネルギッシュな商店街
だわ。すばらしい！

９、総括
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総括（詳細）

・東京販売士協会が実施している、販売士が推す!!「エネルギッシュタウン‐私の街‐」 
　発掘事業（Ｅ・Ｔ事業）も今年で１１回目となりました。 
・このＥ・Ｔ事業は、独自の工夫と知恵で「きらりと光る何か」を持つ商店街を販売士が 
　消費者の視点から探し出そうという事業です。 
・調査の結果、独自の知恵と工夫で発展している商店街が多々あり、「ハード面だけでな 
　くソフト面が充実している」「地域との連携やコミュニケーションが活発」 「ユニークな個店 
　が存在する」といったような商店街らしい商店街が表彰対象になりました。また、役員 
　の方々のリーダーシップや地域に愛される商店街への取り組み、ここに商店街を活性 
　化していく上での大きなヒントが隠れているような気がします。 
・都市の発展に伴い、再開発も進み、昔ながらの町の姿は失われつつあります。その 
　ような時代の変遷と共に姿を変えて適応していこうとする商店街、様々な素晴らしい 
　商店街との出会いの中から、私たちも多くの事を学ばせて頂きました。私たちも消費者 
　として日々生活しており、今後もＥ・Ｔ事業を通じて街を見つめ、新たな発見をし、魅力 
　ある街づくりの創造に少しでもお役に立てれば幸いです。 
・最後に、お忙しい中を時間を割いて事業にご協力頂きました商店街の皆様、本年も 
　本事業に共催し、Ｅ・T事業及び表彰商店街を取材して「日経ＭＪ」紙面に掲載して 
　いただけます日本経済新聞社様、Ｅ・Ｔ事業に積極的に関わり、素晴らしい商店街の 
　発掘にご尽力頂きました実行委員ならびに事務局の皆様に深く感謝しお礼を申し上げ 
　ます。　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　東京販売士協会 副会長／Ｅ・Ｔ事業実行委員会 委員長　八木 田鶴子 
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•  東京販売士協会会長　　 
　　大島　博 

•  東京販売士協会副会長／Ｅ・Ｔ事業実行委員会委員長　 
　　八木　田鶴子 
・　　東京販売士協会副会長 
　　　松崎　香澄 
•  東京販売士協会常任理事／Ｅ・Ｔ事業実行委員会委員 
　　　菅原　資子、上野　擴、安則　 久雄、加藤　 真由美、鈴木　佳文、小林　正之、 
　　　神藤 浩治、吉田　勝昭、有年　義彦、大場　寛、山岡　彰彦、高田　明夫 
　　東京販売士協会会員／Ｅ・Ｔ事業実行委員会委員 
　　　齋藤　利行、堀川　雅弘、太田　靖敏、上岡　朗夫、鈴木　和弘、鶴谷　武親、 
　　　森本　光昭、南部　裕史 

•  共催 
     日本経済新聞社

１０、平成２２年度　販売士が推す！！ 
「エネルギッシュ・タウン‐私の街‐」実行委員会名簿

（順不同・敬称略）
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（参考）過去の表彰商店街一覧（１／２）

※代表者名は受賞時点

（順不同・敬称略）
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（参考）過去の表彰商店街一覧（２／２）

※代表者名は受賞時点

（順不同・敬称略）

すばらしい商店街ばかり
です。表彰おめでとう 
ございます！


