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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する。
・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する。

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〄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。

• 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。

１、事業の目的
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・旧中山道沿い及びその周辺（日本橋から板橋まで）に位置する商店街を対象と
した。
・日本橋を起点とする五街道の一つとして、過去の歴史・文化と交通アクセスの
利便性をどのように活かしているかにスポットをあてた。
・顧客満足に努力している、ユニークで頑張っている商店街を出来るだけ数多く
発掘するため、過去に表彰された商店街は除く事とした。

審査のコンセプト

平成２０年は、五街道沿いの商店街を対象としたシリーズの最終回にあたり、

旧中山道を対象とした。現在の千代田区・文京区・北区・豊島区・板橋区が主
たる地域となる。「江戸時代は武家屋敷と寺院そして鷹場や農村地域であり、
商業的状況は、宿場町として板橋に集中していた。明治になってから人口増
に応じて商店街が発展し、近代化の流れの中で生活者の日用必需品提供の
場、集いの場、散策の場を提供する役割を担っている。歴史文化の香りと現
状対応をどのように調整しているか」を評価の基準として、地域の特長や、生
活者への利便性に配慮した活動といった観点を加味し、「エネルギッシュな商
店街」を評価選考した。

２、審査対象商店街
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審査過程(補足）
・平成２０年度は、昨年度に引き続き歴史ある街道をテーマに据え、「五街道」の中から旧中山
道を選択した。旧中山道沿いの商店街の最寄沿線は都営三田線、ＪＲ山手線、ＪＲ埼京線、
東武東上線とした。
・一般会員及び実行委員から推薦された４１の商店街を２２に絞り込み、チームに分かれて
視察とヒアリングを実施。各チームの報告を元に１５商店街を候補として選定した。
・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
５商店街を選定した。
・「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となった。

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

個人視察
二次審査実施

最終審査会
表彰式

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

５月 ６月

７月 ８月 ９月 １０月

４１商店街 ２２商店街

１５商店街 ５商店街

３、審査過程
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４、平成２０年度
エネルギッシュ・タウン賞、特別賞商店街

• 「エネルギッシュ・タウン賞」
豊島区 巣鴨駅前商店街振興組合

北区 滝野川市場通り商店街振興組合

板橋区 遊座大山商店街振興組合

• 「特別賞」
「地域連携賞」 板橋区 板橋宿不動通り商店街振興組合

「にぎわい大賞」 豊島区 巣鴨地蔵通り商店街振興組合

おめでとうございます！
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５、エネルギッシュ・タウン賞・特別賞 商店街の位置

にぎわい大賞
巣鴨地蔵通り商店街振興組合

エネルギッシュ・タウン賞
巣鴨駅前商店街振興組合

エネルギッシュ・タウン賞
滝野川市場通り商店街振興組合

エネルギッシュ・タウン賞
遊座大山商店街振興組合

地域連携賞
板橋宿不動通り商店街振興組合

賞名の理由：周辺の９商店街と互いに連携しあって、地
域の共存・共棲を図るという方向付けと推進力が画期的
なため

賞名の理由：「おばあちゃんの原宿」を演出し、散策、
お参り、縁日といつも多くの人が集まり活気に溢れてい
るため

地図の出典：Mapion  http://www.mapion.co.jp/



8

６、巣鴨駅前商店街振興組合

商店街としてのキャッチフレーズ
①１つの家で、一人だけの幸福はありえない
②１つの街で、一軒だけの繁栄はありえない
商店街全体が連携して手を取り合っていくことを強く進めている。

・今年３月に、既存のアーケードに１８８枚の太陽電池のソーラーパネルを１．７億円
の事業費をかけ設置。昼は東京電力に売電、１０％の節電を行うなど、
“お年寄りに優しい街”＋“地球にも優しい街”として商店街の魅力創出に努めている。
・青年部を中心としてユニークなイベントを実施。中元、歳末の「お遊び券」5000円が
当たる大売出し、地元大学生・高校生４００名が参加する「染井吉野桜まつりパレード」、
「菊まつり」等、商店街単独だけでなく近隣の商店街とのコラボイベントを実施。
・１０８台の駐輪場を設置し、昨年から５回、巣鴨駅周辺の放置自転車追放キャンペーン
を実施。歩道のバリアフリー化に伴う、品台のはみ出し自粛。公衆電話ボックスの公序
良俗に反するチラシ排除。環境改善対策のアプローチを積極的に実施。
・積極的にお客様に声を掛けている個店、お年寄りに対応して人情味あふれる個店が
多い。
・ホームページは広告宣伝部の２名が担当し、効果的な情報を
タイムリーに提供。

ソーラーパネル
の大きさは圧巻

ソーラーパ
ネル発電で
作られた電
気量が表示
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訪問日：平成２０年７月２２日
理事長：長島 眞氏
最寄駅：ＪＲ山手線、都営三田線 巣鴨駅
加盟店：７１店
連絡先：03-3918-3255（事務所）
ＨＰ ：http://www.sugamo-net.com/

巣鴨駅前商店街振興組合（概要）

・ＪＲ巣鴨駅北口前の国道１７号線の両側に

位置し、駅北口から巣鴨地蔵通りの入口

まで約３００ｍに亘り南北に広がる商店街

・週末３日間の一店一品サービス、ポイント

カード、ウォークラリー、スタンプ抽選会、

お遊び券進呈など顧客サービスが充実

・年間販売額の傾向は「増加した」

・空き店舗比率は０％

・新規開店店舗はこの１年間に２店舗

出典：巣鴨駅前商店街振興組合ＨＰより抜粋 http://www.sugamo-net.com/
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ちょっとユニークな個店（巣鴨駅前商店街振興組合）

時計・宝石・バッグ店
店頭商品に「998円」の
値札

和菓子屋さん
喫茶店も併設

江戸風味手捏
（てこね）作りの
そば・うどん

元祖
もなか屋。
安くて
うまい！

オブジェが

商店街の歩道
にあり。

「ＫＯＲＥＫＡＲ
Ａ」坂口紀代美
作
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７、滝野川市場通り商店街振興組合

・市場通りの愛称で地域に親しまれる。「安心・安全・相談」をお客様に提供する
コンセプトで運営、地域との関係強化を図っている。

商店街振興組合のオリジナルブランドとして「滝野川新鮮組」を商標登録し

個店の特徴を更に引き出す工夫をしている。

出典：滝野川市場通り商店街振興組合ＨＰより抜粋 http://www.ichibado-ri.com/

・昭和２５年頃、焼け野原の地に、スーパーマーケットの「飯田百貨店」が誕生し、
その後露店が次〄出店。沢山の安売り店が並んでいる様子がペルシャの市場（後
に谷端市場）と評され、「飯田百貨店と谷端市場」へ買い物に来る人〄で賑わい、
商店街が誕生。
・八百屋が４件に肉屋もあり、生鮮食品が充実している。また鰹節店、干物店、備長
炭の燃料店、パン工房、ダンスシューズを注文できる靴店、ブレンド茶店などユニー
クで、商店街誕生当時から続く店舗が多い。
・イベントとして、節分祭、さくら祭り、中元大売出し、夜市場、秋祭り、創業祭、歳末
大売出しを実施、また毎月８日にアタマ観音祭りを実施。
・北区の要請でお年寄りを毎回１５人募集して「ふれあい食事会」を開催、年間３５回
開催し５年目、地域とのコミュニティ活動を積極的に実施。
・組合事務所を「滝野川新鮮組・よろずや
みゅうじあむ」として食事会、レンタル
ギャラリーとして貸し出し実施。
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訪問日：平成２０年７月１９日
理事長：大嶋 孝之氏
最寄駅：ＪＲ埼京線 板橋駅
加盟店：５１店
連絡先：03-3916-6329

ＨＰ ：http://ichibado-ri.com/

・ＪＲ板橋駅東口から徒歩５分の住宅街に位置し、

約２００ｍに亘り南北に広がる商店街

・スーパーコモディ・イイダ滝野川本店を中心に、

古くから共存共栄をはかってきた

・生鮮食品が充実

・年間販売額の傾向は「変わらない」

・空き店舗比率は０％

・新規開店店舗はこの１年間なし

滝野川市場通り商店街振興組合（概要）

週替わりで表示される「合言葉」を記入して
そのお店に持っていくと・・・ お店ごとの
「わくわく」が待ってます。

板橋駅前にある
近藤勇の墓所

出典：滝野川市場通り商店街振興組合ＨＰより抜粋 http://www.ichibado-ri.com/

アタマ観音
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ちょっとユニークな個店（滝野川市場通り商店街振興組合）

商店街の
入口

商店街の中心にあるコモ
ディ・イイダ

商店街の
フラッグ

花屋さんの大きな声
にびっくり

茨城県芦ヶ谷の里で
作られた野菜を直売

お茶屋さんからいい香りがしています・・
店の前にはお年寄りのために畳のベンチ

歯医者さん？？
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８、遊座大山商店街振興組合

「ユニバーサル商店街宣言」のもと、人に優しい商店街造りを進めている。
「いいですね この街」をキャッチフレーズにして、声がけ、挨拶を実施。

出典：遊座大山商店街ぱらぱらマップより抜粋

・環境・リサイクル、食、子育て、イベント、販促、情報発信、環境整備の７つの領域
について以下のアクションプランにより、各事業部会が推進。
防犯カメラの早期設置、町内会と共同での巡回による安全確保、商店エコバックの
普及、資源の回収（ＮＰＯ、ボランテイアとの協業）、ＬＥＤ街路灯、商学連携事業、
近隣商店街との協力体制の構築

・江戸開府４００年を記念して天保五両小判のレプリカ（遊座小判）を発行し商品券
代わりに発行。スタンプに変わる試みとして注目。
・年間１０回のイベントを開催している。特にサマーフェスタは２５周年になるが、地元
の盆踊りから始まり、現在は近隣商店街、大学、地元の方のサークル活動発表の
場として盛り上がっている。
・町会、中学校のＰＴＡと共同で「地域
安全パトロール」の実施。
・ホームページでは、ブログも開設され、
商店街イベントを写真付きで紹介。
・ＬＥＤ外灯導入でＣＯ２ １／５に削減、
資源回収（飲料缶、キャップ）により
開発途上国へワクチン提供。
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訪問日：平成２０年７月２０日
理事長：杉山 憲一氏
最寄駅：東武東上線 大山駅
加盟店：１７０店
連絡先：03-3963-1361

ＨＰ ：http://members.jcom.home.ne.jp/youza/

・東武東上線大山駅東口に隣接し、

約５５０ｍに亘り、東西に広がる商店街

・生鮮品の店より飲食店の割合が高い

・年間販売額の傾向は「変わらない」

・空き店舗比率は０％

遊座大山商店街振興組合（概要）

これが噂の遊座小判 １枚＝５００円

出典：遊座大山商店街ぱらぱらマップより抜粋

出典：遊座大山商店街振興組合ＨＰより抜粋 http://members.jcom.home.ne.jp/youza/

飲料缶２缶で
１ポイント発行
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ちょっとユニークな個店（遊座大山商店街振興組合）

ペットボトルのふたの
回収ボックス

商店街の入口（山
手通り側）

環境に優しい
ＬＥＤ街路灯

珍しいプロレスグッズ専門店

東京家政大学の学生さんが経
営している「茶の間」

刀剣を売っているお店 中
には鎧兜あり

革靴のクリーニング
屋さん

ハロウィンの飾りがかわい
いイタリアン料理店

味
覚
道
場
？

大山で一番おいしい餃
子を売ってます
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９、板橋宿不動通り商店街振興組合

”結び”へのこだわりがここにも 商店街内にあるお寺

・江戸時代からの「縁切榎」を暗いイメージから一新。「リセット」の意味合いに据え直して
「むすびのけやき」と合わせてストーリーづけを行い、「縁結び」をテーマに周辺の９商店街と
計８種類の「板橋縁起みくじ」で有機的に連携させている。（「縁切榎」でリセットおみくじ）
・個々の商店街だけでの発展だけではなく、周辺の商店街を連携させ、地域の共存・共棲
を図るというコンセプトとそれを実行する推進力は画期的。

・不動通りが中心になって、切り絵はがきとして中山道「板橋宿今昔八景」を販売。「板橋
縁宿散策マップ」「板橋縁起みくじ」のパンフレットを発行。
・理事長がリーダーの支部の青年部では、「未来遺産ネットワーク」の企画を立ち上げ推
進中。
・安心出来る庶民的な暖かさ、歴史と人情のあふれる街で、落ち着きのある深みを感じる
店舗が多い。「縁切りシャンプー」を売る美容院、板橋縁宿ブランドの自家焙煎コーヒー
の喫茶店、そして公衆浴場もあり。安心で住み良い街づくりを目指し、電柱の地中化、道
路をゆるやかなカーブ化等を他の商店街に先駆けて企画中。

１回１００円で
縁起みくじが引
ける
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訪問日：平成２０年７月５日
理事長：榎田 時男氏
最寄駅：都営地下鉄三田線 板橋区役所前駅
加盟店：約２００店
連絡先：03-3961-0434

ＨＰ ：http://fudou-dori.com/

・都営地下鉄三田線板橋区役所前駅より２分程

歩いた旧中仙道板橋宿の中程に位置する

商店街

・毎月第３日曜日に朝市、春は桜祭り、初夏には

中元大売り出しや８月にウサギ祭り（ラッピー

祭）、秋には区民祭、冬には餅つき、豚汁、

大売り出しとイベントは多彩

・年間販売額の傾向は縁宿効果で「増加した」

板橋宿不動通り商店街振興組合（概要）

商店街の入口（国道
１７号線側）

商店街の中心に
銭湯 多彩な個店の数々
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１０、巣鴨地蔵通り商店街振興組合

商店街フラッグ

昔ながらの甘味処 草履屋？ 実は畳屋！

・『巣鴨の歴史と文化を大切にした人に優しいおもてなしの街』を
コンセプトに「とげぬき地蔵尊 高岩寺」「江戸六地蔵尊 眞性寺」
「巣鴨庚申塚」への参詣者に温かさ、賑わいを演出。
・「古臭くて、汚くて、ダサい」商店街であるべしと特徴づけ、
「おばあちゃんの原宿」を演出。

・「知恵を出せ、汗をながせ」を合言葉に地域に密着。
・年配者に合致した商品提供と、来街者の目の高さを意識し、カタカナ・英文を一切
使わないＰＯＰ広告とポスター・チラシ・看板を実施。
・来街者の平均年齢より１０～１５歳若い人向けの商品品揃え
・来街者の４割がリピータ（商圏 半径１Km 約68,000人の人口）、残りは全国から来街
・接客は、来街者の目線でものを言い、優しく、ゆっくり、判り易い日本語での応対
・昔ながらの商人の「おもてなしの心」を大切にし、来街者の声を辛抱強く、丁寧に聴き
各個店の経営に反映
・来街者に安心してお参り、お買い物をして頂く為、計４ケ所にＡＥＤを設置
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訪問日：平成２０年７月２２日
理事長：木崎 茂雄氏
最寄駅：ＪＲ山手線、都営三田線 巣鴨駅
加盟店：１９５店
連絡先：03-3918-2101

ＨＰ ：http://www.sugamo.or.jp/

・巣鴨駅から都電荒川線庚申塚停留所までの

道路沿いに広がる商店街（全長７８０ｍ）

・寺院の門前での出店のほか、甘味処、食事処、

和菓子屋、高齢者向けの洋品店、衣料品店な

ど高齢者に対象を絞った店舗で構成がされて

いる

・年間販売額の傾向は「減尐した」

巣鴨地蔵通り商店街振興組合（概要）

ソフトクリーム
もある蜂蜜店

魚がうまい食事処

帽子専門店
お茶専門店

「赤パン開運」洋品店

「開運おすがた焼」
せんベい店
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• 昔ながらの街道の姿と再開発等で失われる変化に
対応する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」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。

• 進出するチェーン店を会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「地域
とのコミュニケーション」、地元のお客様層に対する
「魅力ある個店の存在」、そして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！

１０、総括
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・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９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。平成１７年度からは五街道を取り上げ、最初は「甲州街道」がテーマでした。続いて平成１８年度
「東海道」、平成１９年度「日光街道」がテーマでした。
・本年度も、「街道沿い」をテーマとして旧中山道沿いとその周辺の商店街を取り上げました。日本橋を起点とした
五街道のひとつ旧中山道は、今でこそ、往時の街道を行き交う人々で賑わった宿場の面影も、都市化の大きな
うねりの中に飲み込まれてしまっていますが、街道を行く旅人に物やサービスを提供した江戸町人の「粋で
いなせ」な気質は、この地の商店街にＤＮＡとして引き継がれています。そんな人情味あふれ、これからも愛され
続けていく商店街を発掘する事が狙いでした。

・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、「ユニークな個店が存在する」 「地域との
コミュニケーションが活発」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もします。
・都市の発展に伴い、再開発も進み、昔ながらの街道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います。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
づくりの創造に尐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。 平成２０年１０月２９日 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

「きらりと光るもの」 が
あるわ。ステキ！

総括（詳細）
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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、財津 永量、上野 擴、安則 久雄、加藤 真由美、松原 宏行、鈴木 佳文、
岸本 徹也、小林 正之、神藤 浩治、吉田 勝昭、大橋 秀通

• 東京販売士協会会員／Ｅ・Ｔ事業実行委員会委員
齋藤 利行、茂垣 光昌、堀川 雅弘、太田 靖敏、金井 勉、堀 比寿、上岡 朗夫、
富沢 英之

• 共催

日本経済新聞社

１１、平成２０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）




