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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〄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。
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・千葉、埼玉との境を流れる江戸川、荒川、隅田川に囲まれた地域
に焦点＇葛飾区､江戸川区､江東区､墨田区内の商店街を対象（
・川との関連で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、下町の感性をポイント
・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選考

審査コンセプト

・平成２１年度は、江戸川、荒川、隅田川に囲まれ多くの小水路もあり独自の文
化と伝統を持つ葛飾区、江戸川区、墨田区、江東区の四区の商店街を対象

・「江戸時代より古刹、史跡名勝が多く歴史と伝統にあふれる、一方で新しい開
発も進められて来た。」 今日でも有名な寺社を中心に江戸文化を偲ばせる祭
り、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、高層ビルや大型ショッピングセンターの進出も数多く見られ、新
名所の東京スカイツリーの建設も始まり、大きく注目される地域

・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、下町の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２１年度は、葛飾区、江戸川区、江東区、墨田区の４区を対象
・一般会員及び実行委員から推薦された５０の商店街を１７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１１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６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

５０商店街 １７商店街

１１商店街 ６商店街

３、審査過程

５月

２６２商店街が対象
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４、平成２１年度
「エネルギッシュ・タウン」表彰商店街
「エネルギッシュ・タウン賞」

葛飾区 新小岩ルミエール商店街

「地域連携賞」 江戸川区 小岩駅前通り美観商店街
「コミュニティ賞」 墨田区 向島橘銀座商店街協同組合
「コミュニティ賞」 江東区 大島中の橋商店街振興組合
「コミュニティ賞」 江東区 砂町銀座商店街振興組合
「特別賞」 葛飾区 柴又神明会

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

特別賞
柴又神明会

コミュニティ賞
砂町銀座商店街振興組合

コミュニティ賞
向島橘銀座商店街協同組合

エネルギッシュ・タウン賞
新小岩ルミエール商店街

地域連携賞
小岩駅前通り美観商店街

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

コミュニティ賞
大島中の橋商店街振興組合
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５、新小岩ルミエール商店街

・お客様から「入りやすい」「楽しい」という感想を頂いており、
テーマパークのような雰囲気を、各〄の店舗が創意工夫して演出
・朝＇年配者（、夕方＇ファミリー層（、夜＇帰宅者（と、時間帯に来店する
お客様毎にきめ細かく対応していることが、お客様に好印象を与え
ており、立派なハード＇アーケード、外灯、カラー舗装（に安住せず
ソフト面を重視
・青年部が中心になり、イベント開催。

・平成１４年に他商店街に先駆け監視カメラを設置、防犯対策も実施
・店舗は、生鮮三品のお店、たいやき屋、米屋、豆腐屋、服飾店、染物屋、
コーヒーハウスと多種
・役員から商店街運営について、「商店街は営利集団であり、売上や利益
が出ないと意味がない」、「ハードばかり追求してソフトを追及しないと
いつかは衰退する」、「イベントは全体の90%が失敗で、10%が成功する
程度、でもその失敗が次の新たなイベントを起こし、かつ商店街の活性
化だけでなく、青年部の若手の人材育成の場となっている」
・銀行の支店、チェーン店からも組合費徴収。イベントにもチェーン店から
最低１名の参加をしてもらい、商店街メンバーの一員として意識付け
・現状のお客様の中高年を確保・維持しながら、駅北口のマンション世代
＇ファミリー層（の取り込みが今後の目標
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• 訪問日：平成２１年７月１１日
• 会長 ：福島一光 氏
• 最寄駅：ＪＲ総武線新小岩駅
• 加盟店：200店
• 連絡先：03-5662-3678＇事務所（
• ＨＰ：http://www.shinkoiwa-lumiere.or.jp

５．新小岩ルミエール商店街＇概要（

・ＪＲ新小岩駅南口前のロータリーに面して

おり、新小岩銀座商店街と新小岩ドリーム

ウェイ商店街振興組合の2商店街からなる。

・昭和32年に新小岩銀座商店街のアーケー

ドが、その後新小岩ドリームウエイ商店街

のアーケードが完成し、総延長４０5ｍ

・一日の通行人、約３万人。

・年６回＇福引、子供夏祭り、もみじ祭り、クリ

スマス福引、蔵開きセール、さくら祭り（の

イベントを開催。ちらしに無料クーポン、

ルミエールスタンプを発行。
ホームページから一部掲載＇ http://www.shinkoiwa-lumiere.or.jp（

2007年03月から
65歳以上の方対象
のシルバーカード

開始
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５、新小岩ルミエール商店街

洒落た喫茶店

和菓子屋
新小岩名物 栗どら焼き

フラワーアレンジメント

生鮮三品も充実

防犯カメラ
これで犯人を御用！
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・「安心・安全な街づくり、文化的な街、年寄りも若者も愛着をもって商店街
にきてくれる街づくり」がコンセプト
・店舗は、鰹節店、蒲鉾店、油揚げ店、魚屋等の地元の老舗が多〄
・周辺１３商店街、千葉商科大学、江戸川区と「えどがわ商店街産学公プロ
ジェクト事業」を推進。千葉商科大学とは、情報誌Ｌ２＇Love＆Live（を発行
でコラボレーション
・季節感を出すために、アーケードに七夕装飾、お祭り装飾、もみじ装飾、
クリスマスイルミネーション装飾、正月装飾を実施
・組織面では、ブロック１～７の部長、催事、企画、売り出し、アーケード保守
管理、フラワー、駐車・駐輪対策の各委員長がおり、総計２３名の役員を
中心に活動
・チェーン店との連携＇会費だけでなくイベント対応も含む。チェーン店がでて
こない店舗の場合、代わりに店舗オーナーにイベント対応のノルマ。（
・５町内会と共に活動、「花みちクラブ」の地域ボランテイアにも参加

６、小岩駅前通り美観商店街

花の水遣り用
雤水貯水槽

地上６ｍアーケード
自転車専用ブルーレーン

FMえどがわスタジオ江戸川区
コミュニティ放送事業＇84.3MHｚ（
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• 訪問日：平成２１年７月 ２１日
• 会長 ：吉田義昭 氏
• 最寄駅：ＪＲ総武線小岩駅
• 加盟店：210店
• 連絡先：03-5668-1515＇事務所（
• ＨＰ： http://www.flower-road.jp/news/index.html

・小岩駅前ロータリーから千葉街道までの

総延長800m、バス通りを挟む商店街

・ア－ケード、アーケード装飾、花壇、雤水の

貯水槽、商店街フラッグ、街路灯、監視カメ

ラ、自転車専用レーン、歩道用のカラー

塗装とハード面で充実

・イベントは、花壇コンクール、中元セール、

サマーセール＇あさがお市（、クリスマス

セール、初午祭、防災フェア、さくらまつり

６、小岩駅前通り美観商店街

恒例フラワーまつり
花壇コンクール

ホームページから一部掲載＇http://www.flower-road.jp/schedule/index.html（

商店街入り口
にある「電光
掲示板」

http://www.flower-road.jp/schedule/index.html
http://www.flower-road.jp/schedule/index.html
http://www.flower-road.jp/schedule/index.html
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７、向島橘銀座商店街協同組合

・商店街を「下町コミュニティー」の核として、「下町人情キラキラ橘」
をキャッチフレーズ
・地元に必要とされる商店街を目指す
－子供と老人に優しい商店街＇車は通らず、交番がある（
－催事、イベントが毎月ある楽しい商店街
－顔見知りのお店での会話を楽しむ商店街
－何時も情報を発信している、活力ある商店街
・半径５００ｍ、人口２万人が商圏。お客様の老齢化が進んでおり、
若年ファミリーの獲得の為、子供向けイベントや歳時記に因んだ
催事を実施＇イベントは青年部が中心で実施（

・東京都コミュニティー商店街事業の一環で、カラー舗装、アーチの立替、
街路灯のリニュ－アルを平成元年に実施

・地域コミュニティーの核として地元の交流を図る為、体験学習、研修等
の受け入れは年２００組
・ キラキラブランド認定委員会が吟味した商品があり、様〄な創意工夫を
こらした自慢の逸品を提供

狭い通りに
懐かしい
お店が一杯

ホームページから一部掲載＇http://www2.ttcn.ne.jp/~kirakira（
キラキラブランド
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訪問日：平成２１年７月１５日
理事長：寺尾 肇 氏
最寄駅：京成押上線京成曳舟駅

東武伊勢崎線曳舟駅
東武亀戸線小村井駅

加盟店：９５店
連絡先：03-3612-2258

ＨＰ ： http://www2.ttcn.ne.jp/~kirakira

・東武伊勢崎線曳舟、京成線曳舟駅、東武亀

戸線小村井駅から、徒歩１０分から１５分の

距離にあり、住宅街を縦貫する商店街

・食料品、惣菜店が７０％
・イベントは朝市、びっくら市、わいわいウィー
ク、夜市、ちびっ子縁日を開催
・６０歳以上にシルバーカード＇裏面はライフ
カードとして活用（を発行

7、向島橘銀座商店街協同組合＇概要（

ホームページから一部掲載＇http://www2.ttcn.ne.jp/~kirakira（
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８、大島中の橋商店街振興組合

＜地域の台所＞

八百屋 ９件

惣菜店 ６件

魚屋 ２件

肉屋 ２件

・「近隣住民が毎日足を運ぶ商店街の強化」として「日常の生鮮３品や
総菜が揃う商店街」を意識した店舗作りを実施
・住民の日〄の生活応援に注力
・賑やかさは高度成長期に見られた活気ある商店街がそのまま残っており、
安心して楽しく買い物ができる商店街
・お客様への積極的な声掛け、フレンドリーな接客態度
・１５時から２０時まで歩行者天国の実施、買い物のピーク時に車を進入させ
ないというお客様の安全に配慮
・地元の幼稚園のパレードを実施するなど周りのコミュニティと連携

食材の専門店
が充実
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訪問日：平成２１年７月１２日
理事長：福井 和生 氏
最寄駅：都営新宿線大島駅
加盟店：９３店
連絡先：03-3684-2321 

ＨＰ ： なし

・都営新宿線大島駅東200ｍに位置し、

300ｍ＇道幅６ｍ（の範囲内に９３店舗

・イベントは、「ビックリ市」と称した売出日、

浅草サンバチームを招いて実施する夏祭

り＇１万人の見物客で賑わう（

・スタンプサービスの実施

８、大島中の橋商店街振興組合＇概要（

惣菜が豊富！

うまい！ 安い！

愛称は「サンロード中の橋」
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９、砂町銀座商店街振興組合

・「おかず横町」「横のデパート」がキャッチフレーズ
・道路が3.8M～5.5Mと狭く、人通りが激しく賑わう、買い物客は歩きながら
左右の店を同時に覗き品定めを実施
・生鮮3品惣菜中心で、日用生活中心必需品が充実
・顧客志向をとらえた新鮮かつお客様好みの味わいのある惣菜、また、商
品を安く提供できていることは魅力
・商圏内の人口増に対応しつつ、「元気な砂町商店街」のPRに地道に取り
組む
・地元客の高年リピーターが多いため、要望は積極的に受け入れ
・有線放送設備も完備され、音楽、イベント等で活用
・防犯カメラを21台設置し、安全対策には十分配慮
・店舗によっては、店先に灰皿立てを置き、自主的に後片付け、美化を推進

この賑わい・・・

懐かしいお店の数〄
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訪問日：平成２１年７月４日
理事長：竹井 幸三郎 氏
最寄駅：都営新宿線西大島駅
加盟店：１８０店
連絡先：03-3644-5854

ＨＰ ： http://sunagin.main.jp/index.html

・隅田川東岸から５km、東小名木川の南側、

明治通りと丸八通りを東西に走る６７０ｍ

の商店街＇西大島駅からバス（

・イベントは、ばか値市、花まつり、超ばか値

市、中元福引大売出し、七夕まつり、歳末

福引大売出し、今年3月に「東京大マラソン

大会の応援売出し」も実施

・スタンプカード、福引セールを実施

９、砂町銀座商店街振興組合＇概要（

イベントが一杯！

オリジ
ナル
和菓子

ホームページから一部掲載＇ http://sunagin.main.jp/index.html （

http://sunagin.main.jp/index.html
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１0、柴又神明会

・「この街の美観を維持し、魅力ある商店街であり続けることが我〄のミッション
である」
・古くから柴又帝釈天に参拝するお客様を対象に始まった商店街。
松竹映画「男はつらいよ」の寅さんの街として人気呼び、映画終了後
は「古く懐かしい町並み」を売り物に新たな人気を呼ぶ
・古い町並みにこだわる街づくり、地域連携型モデル事業として、
参道宵灯りライトアップ、寅さん像、観光案内所設置
・帝釈天、寅さん記念館、矢切の渡しを結ぶ回遊性強化に取り組む
・オリジナリティ高い商品を各店で提供
－食品の材料は地元産品、無添加､高鮮度、高品質にこだわる
－魚料理店では葛西米、柴又の元気野菜、江戸川で獲れるうなぎ、こいを使用
－各店で独自性を打ち出す「一店一品運動」推進
－宵まつり「期間限定商品」の提供
・外人客には音声ガイド＇英、中、韓国語対応（を提供、「4ヶ国語での挨拶等接客
マナーセミナー」を全店参加で実施
・年２回、アンケートを実施、顧客の要望を正確にキャッチ
・「葛飾区観光協会」「柴又まちなみ協議会」との連絡体制が確立し、
周辺施設、地域イベントとの連携

寅
さ
ん
像

矢切の渡
し
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１０、柴又神明会＇概要（

訪問日：平成２１年７月１８日

理事長：石川宏太 氏

最寄駅：京成金町線柴又駅

加盟店：５０店

連絡先：03-３６５７－３１３６

ＨＰ ：http://www.shibamata.jp/index.html

・大正元年に始まる柴又駅から柴又帝

釈天までの約200ｍ、9ヘクタールの

スペースに広がる商店街

・明治大正の建物を保存、街並みの

美観も維持・継続

・イベントは、「寅さんの日」、「庚申」

以外に、元旦・初参り、さくらまつり、

龍神祭り、寅さんと花ローソクの夕べ、

大正ロマン・柴又宵まつりと多彩
寅さんグッズも
バラエティ豊か

名物
草だんご

柴又帝釈天

だるま
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• 昔ながらの下町の姿と再開発等で失われる変化に
対応する商店街の様〄な取り組みに学ぶところが
多〄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。

• 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〄」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！

１１、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１０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〄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〄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、昔ながらの下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〄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〄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、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、相馬 勝

• 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、堀 比寿、上岡 朗夫、富沢 英之、
有年 義彦、小川 政明、高田 明夫、大場 寛

• 共催

日本経済新聞社

１２、平成２１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
開催年度 区 受賞商店街 代表者名 

第１回 平成１２年  

ＥＴ賞 
板橋区 

ハッピーロード大山商店街振興

組合 
理事長 小原 貢久 

〃 葛飾区 亀有銀座商店街振興組合 理事長 桐林 幾生 

〃 
世 田 谷

区 
尾山台商栄会商店街振興組合 理事長 岡部 貫一 

第２回 平成１３年  

ＥＴ賞 
板橋区 中板橋商店街振興組合 理事長 三富 秀雄 

〃 新宿区 神楽坂商店街振興組合 理事長 橋爪 尅司 

〃 台東区 上野中通商店街振興組合 理事長 吉原 廣次 

第３回 平成１４年 

ＥＴ賞 
港区 麻布十番商店街振興組合 理事長 須永 達雄 

〃 中央区 月島西仲共栄会商店街振興組合 理事長 岩崎 裕之 

〃 江東区 森下商店街振興組合 理事長 川名 栄一 

第４回 平成１５年 

ＥＴ賞 
板橋区 仲宿商店街振興組合 理事長 宮嶋 太稠 

〃 台東区 谷中銀座商店街振興組合 理事長 堀切 正明 

〃 文京区 地蔵通り商店街振興組合 理事長 島田 幸勇 

＇特別賞（ 

コミュニティー賞 
大田区 雑色商店街振興組合 理事長 前嶋今朝男 

エネルギッシュ賞 
世 田 谷

区 
下高井戸商店街振興組合 理事長 前田 勝弘 

環境努力賞 
千 代 田

区 
神田駅西口商店街振興組合 理事長 堀田武三郎 

江戸開府４００年

記念賞 
中央区 東京中央大通会 会 長 小柳 重隆 

第５回 平成１６年 

ＥＴ賞 
荒川区 三の輪銀座商店街振興組合   理事長 五十嵐義夫  

〃 北区 梶原銀座商店街振興組合 理事長 伊藤 裕規 

〃 豊島区 染井銀座商店街振興組合 理事長 髙埜 秀典 

＇特別賞（ 

地域連携賞 
荒川区 

おぐぎんざ商店街振興組合 

 
理事長 春日 敏明 

第６回 平成１７年 

ＥＴ賞 
渋谷区 十号通り商店街振興組合 理事長 下嶋 倫朗 

〃 調布市 仙川商店街協同組合 理事長 塚本 憲一 

〃 府中市 晴見町商店街振興組合 理事長 大堀 隆康 

＇特別賞（ 

地域連携賞 

世 田 谷

区 
明大前商店街振興組合 理事長 本杉  香 

第７回 平成１８年 

ＥＴ賞 
大田区 梅屋敷梅交会協同組合 理事長 友田  進 

〃 大田区 糀谷商店街振興組合 理事長 木崎 稔土 

＇特別賞（ 大田区 ミハラ南商店街振興組合 理事長 鈴木 久之 

〃 港 区 新橋赤レンガ通り発展会 会 長 高木 正夫 

第８回 平成１９年 

ＥＴ賞 
中央区 人形町商店街協同組合 理事長 重盛 永造 

〃 足立区 千住本町商店街振興組合 理事長 菊嶌 新吾 

＇特別賞（ 

ふれあい賞 
荒川区 べるぽうと汐入商店街振興組合 理事長 高山 治男 

ゆめかなえま賞 足立区 千代田商店街振興組合 理事長 山川 吉三 

第 9回 平成２０年 

ＥＴ賞 
北 区 滝野川市場通り商店街振興組合 理事長 大嶋 孝之 

〃 豊島区 巣鴨駅前商店街振興組合 理事長 長島  眞 

〃 板橋区 遊座大山商店街振興組合 理事長 杉山 憲一 

＇特別賞（ 

地域連携賞 
板橋区 板橋区不動通り商店街振興組合 理事長 榎田 時男 

にぎわい大賞 豊島区 巣鴨地蔵通り商店街振興組合 理事長 木崎 茂雄 

 

※代表者名は受賞時点

＇順不同・敬称略（


