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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） 
 
◆商店街が生活者の要望や時代の変化に対応努力しながらも、衰退という厳しい
流れからは逃れ得ず、買い物空間の安全性快適性への改装の遅れ、また後継者
の育成を含む若者の嗜好変化への対応が本格的に試されないままに、空店舗が
増えていく現状があります。 
◆東京販売士協会は、平成12年度より販売士の実務経験と専門知識を活用し、

「きらりと光る」「エネルギッシュ」な商店街を応援し、新たな挑戦への提案をするべ
く「エネルギッシュ・タウン－私の街－」発掘事業（略称：E・T事業）を、商店街の活
性化に寄与する事を目的として実施してきました。（今年度で１５回目） 
◆販売やマーケティングの専門資格である「販売士制度」の普及・発展と併せて、
さらなる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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・都心の「千代田区､中央区、港区、文京区」の商店街を対象 
・地域連携、地域密着だけでなく、独自性、チャレンジ性、利便性、 
 新たな挑戦を加味して、「エネルギッシュな商店街」を選考 

審査対象商店街 
   

◆2020年の「東京オリンピック・パラリンピック」の開催が決まり、改めて「国際都

市」としての東京が注目を集める。都心４区（千代田区､中央区、港区、文京区）
は、歴史・文化の面で固有の誇るべきものがあり、一方、我が国の産業・経済の
中心として、また世界最先端で最も変化著しい商業・サービスの集積地として、日
々更新を続けている。今後さらに加速する消費行動の新しい変化やマーケテイン
グの動向、増加が見込まれる外国人観光客や都市インフラの状況など、情報発
信拠点として都心４区の動きから目が離せない状況である。 
 
◆地域連携や地域密着が図られている商店街に焦点をあて、店舗や商品の独
自性、新しい試みへのチャレンジと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（過去の表彰商店街を除く）しました。 
 

２、審査対象商店街 
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                     審査過程(補足） 
・平成２６年度は、千代田、中央、港、文京の４区で計１９１商店街を対象 
・実行委員がチームに分かれて１９１商店街を全て視察し、４０商店街を推薦。 
 その後、二次審査を実施し２０商店街へ。 
・三次審査では、１０商店街を候補として選定。 
・実行委員が各個人で候補商店街を再度視察し、日本経済新聞社関係者も交えた 
 最終審査会にて７商店街を選定 
・新たな挑戦をしており、地域連携や地域密着、独自性が感じられ、地域に愛され、 
 “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 

視察 
一次審査実施 

視察 
二次審査実施 

ヒアリング 
三次審査実施 

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 

４０商店街 ２０商店街 

１０商店街 ７商店街 

３、審査過程 

５月 

１９１商店街が対象 

5 
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４、平成２６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（Ｅ・Ｔ）賞」  
 千代田区  ・神田すずらん通り商店街振興組合 
 

「コミュニテイ賞」港区  ・白金商店会 
          文京区 ・八重垣謝恩会 
「地域連携賞」 中央区 ・甘酒横町商店会 
「特別賞」    中央区 ・日本橋北詰商店会 
               ・築地場外市場商店街振興組合 
          港区  ・エスプラナード赤坂商店街振興組合 

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 
コミュニティ賞  
 八重垣謝恩会 

特別賞 
 築地場外市場商店街振興組合 

特別賞      
 日本橋北詰商店会 

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

コミュニテイ賞   
 白金商店会 

エネルギッシュ・タウン賞 
 神田すずらん通り商店街振興組合 

地域連携賞      
 甘酒横町商店会 

特別賞      
エスプラナード赤坂商店街振興組合 



５-1、Ｅ・Ｔ賞：神田すずらん通り商店街振興組合 

・オンリーワンの店、本、出版の流れをたちきらないよう、 
自由闊達な精神、昭和ロマンと歴史を受け継ぎながら、神保町～小川町～秋葉
原と続く特徴ある街の一つとしてのポジショニングを確立 
 
・街が好きな人達が集まって結成された「神保町応援隊」があり、近隣大学のゼミ
の方々や地域住民などが積極的にイベント等に参加してくれている。 
 
・東京都内の「すずらん通り」と名のつく、阿佐ヶ谷、荻窪、経堂、銀座、立川の 
各商店街と「東京すずらん通りサミット加盟商店街」を結成し、昨年は東京オリン
ピック招致に向けたイベント（駅伝他）を実施（今後も1年おきにイベントを計画） 
 

出典：神田すずらん通り商店会HPより一部抜粋 

・訪問日：平成26年７月29日 
・理事長：髙野 健次 氏 
・最寄駅：都営地下鉄新宿線、三田線  
      神保町駅 
・加盟店：86店 
・連絡先：:03-3291-5185  
・HP：
http://www.kandasuzuran.com/index.html 

・地下鉄神保町駅から徒歩1分、靖国
通りと並行、約280ｍからなる商店街 
・すずらん祭り（28回目）、 
神保町寄席、神保町ブック 
フェスティバルを開催 
・LEDは、「すずらん」型で 
28基設置 
・HP、FaceBook、Twitter等 
のＩＴ活用 8 

「すずらん」  
 型の街灯 



創業明治39年 
冷し中華発祥
の中華店 

神田名物銭形平次最中 
が話題のお店 

今日も行列、昔ながら 
の庶民の洋食屋さん 

すずらん街灯と
「Paper Back Cafe」 

女子向けアニメや 
コミックの専門店 

５-1、神田すずらん通り商店街振興組合 

骨董を楽しむ、 
古本屋さん！ 

9 

すずらん通り中央
角にオープンして 

30年の画廊 

「安全」「安心」「環境保全」 
「リサイクル」という4つの「目」

で選んだ品揃え 

大活字で読みやすい
本も多数品揃え 
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５-2、コミュニテイ賞：白金商店会 
・ コンセプトは、「下町・ふれあいの街、白金商店街」 

  都会の真ん中にありながら、気さくで親切なお店が軒を並べ、「故郷」に帰って 
 来たような暖かみを味わえる商店街。下町の風情と、暖かなふれあいに満ち 
 た商店街。  
・昭和２０年代創業の老舗の店、個性的で行列のできる飲食店、生鮮三品のお店、
スーパー、銭湯が有り。 

・近隣には古くからの高齢者と昨今のマンション建設により、若いファミリー層が 

 加わり、賑わいあり。 

・防犯に力を入れており、最新の防犯カメラの設置 

により犯罪者検挙や犯罪防止に役立っている。 

・夜間歩行者のために誘導灯を地面に配している。 

・ポケットパークが２カ所存在し、公衆トイレ完備。 

 夏まつりの会場としても活用。 

・大学、警察、消防、区商連等との連携。 

・会員の積極的勧誘により、加盟店率90％と高い。 

・公式HP、 Twitter、Facebookが整備されており、頻繁に更新されている。 
白金商店街HPより一部抜粋 

四の橋夏まつりの様子 
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・訪問日：平成２６年８月７日 
・会   長：小林 靖彦 氏 
・最寄駅：東京メトロ南北線、都営三田線 
      白金高輪駅 
・加盟店：６２店 
・連絡先：０３（３４４１）６４３４ 
・HＰ： http://www.shirokane-shotengai.jp/ 

５-2、白金商店会 

広めのポケットパークが2カ所存在 スーパー前の焼き鳥屋さんは 
白金で一本90円とは、 安い！ 

イチオシの魚屋さん 
 

ドリームスタンプ活動 

・白金高輪駅から徒歩３分に立地 
・昭和５４年１０月に発足 
・ 四の橋夏まつりは、毎年大盛況。本年度新
たに開催した浴衣コンテストも大成功。 
・店主達が日常に役立つ講座『まちゼミ』を開
催。売り手、買い手、地域の三方良しの事業。 

 
 

白金商店街HPより一部抜粋 



５-3、コミュニティ賞：八重垣謝恩会 

・商店街のコンセプトは、「お年寄りも安心して買い物ができる街」と明確。 
 コンセプトづくりの取り組みは、「安心•安全な街づくり」に取り組んでいる。 
・商店街の特徴は、１００店舗を超える加盟店の多さである。 
・著名な「根津神社」の祭りと連携したイベントや独自のイベントを行うこと 
 で、周辺住民のほか、観光客も多い。 

・江戸風情を感じさせる店舗：筆や提灯、風呂桶店がある。 
・地域とのコミュニティ活動を積極的に実施                        
 ①町内会や消防団、学校情報などが入るようにしている。 
 ②子供１１０番、防犯カメラ設置など来街者向けの「安全対策」を行っている。 
 ③防火、防災体制を整備している。 
 ④商店街が便利に活用できるカルチャーセンターが近くにある。 
 ⑤地域と一体となった「活動」をしている（冬に「火の用心」の巡回）。 
・環境保護活動を積極的に実施 
 ①地球にやさしい活動「レジ袋」の配布を減らす活動を実施している。 
 ②リサイクル活動を実施している。 
 ③個店の照明の「LED化」に取り組んでいる。 

12 



５-3、八重垣謝恩会 

・不忍通りに面した「八重垣町」の商店を中心と 

 した約４５０mと長い商店街。 

・商店街のオリジナル「案内マップ」で情報提供。 

 （表面：マップ記載、裏面：店舗名が記載） 

・地域活動、コミュニティ活動や環境保護活動を 

 積極的に実施。 

・イベントは、地域特性、歴史、文化資産を生か 

 した「根津神社」の祭りに関連している。 

 定期的な「割引セール」、「売り出し」などを 

 行っている（中元、歳末セール）等。 

・訪問日：平成２６年８月９日 
・会   長：中村 哲也氏 
・最寄駅：東京メトロ千代田線 根津駅 
・加盟店：１１０店 
・連絡先：03-3823-0181 

提灯屋 金太郎飴店 13 
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５-4、地域連携賞：甘酒横丁商店会 

・「下町の散歩道」がスローガンとして、下町の人情味を残す商店街。 
・地域住民のための「桜まつり」、「てんてん祭」などの手作りイベントを開催。 

・街の由来は、明治の昔、今の甘酒横丁入口付近に尾張屋さんがあって、 
 その小路を「甘酒屋横丁」と呼んでいたのが起源。 
・商店会は、2008年に発足。内外の連携を大事にして地道に活動を続けている。 
・明治座や水天宮（仮宮）の案内板を商店街に設置してから周辺商店街と連携 
 するようになった。 
・テレビ放映された「新参者」（2010年4月～6月）の舞台になり、 
 知名度が高まる。 
・「手作り」を大切にしていて、祭りの人気ゲーム、 
 のぼり、水天宮や明治座への案内表示を 
 手作りで作成。 
・個性的な店が点在。 
 
 

出典：甘酒横丁ＨＰより一部抜粋 

14 
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５-4、甘酒横丁商店会 

・地下鉄日比谷線、都営浅草線の人形町駅、 

 半蔵門線の水天宮前駅、都営新宿線の 

 浜町駅の４駅が利用でき交通の便が良い。 

・人形町商店街通りから明治座のある清州 

 橋通りまでの並木路沿いの商店会。 

・イベントは、浜町緑道の桜並木の優れた 

 景観をいかした桜まつり（３月最終日曜日） 

 手づくりゲームが人気のてんてん祭（１０ 

 月）が代表的。 

  

・訪問日：平成２６年７月２３日 
・会   長：佐々木 誠治氏 
・最寄駅：東京メトロ日比谷線 人形町駅 
・加盟店：６０店 
・連絡先：03-3666-7662 
・HＰ： http://amazakeyokocho.jp/ 

出典：甘酒横丁ＨＰより一部抜粋 

＜超有名な食品処の数々・・＞ 

15 
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５-5、特別賞：日本橋北詰商店会 

・日本橋を中心とした歴史と文化を継承する老舗の店（創業100年以上）が
集まる街に、新たに開発されたコレド室町との融合に取り組む。 
－神田祭りでは、神輿を担ぎ、伝統行事を盛り上げている。 
－風鈴をぶら下げた店舗に浴衣で来店したお客様にプレゼントする企画を 
  実施し、女性客を集めてさらなる賑わいを創出している。 

◆商店街の独自性（役割） 
・「ここへ、ここから。」をスローガンに掲げ、次の世代に日本の歴史を伝える役割を目指し
ている。毎年８月、江戸から伝わる行事、「夏越の祓い」を独自事業として行う。（自分の 
穢れを形代に移し、日本橋川に流す。） 
◆協賛事業（活性化） 
・毎年７月、「日本橋洗い（２千人参加）」を行う。道路を通行止めして参加者がデッキブラ
シで掃除するという、来街者に体験の提供。 
◆概要、組織 
商店街は５０年ほどの歴史があり、５年ほど前 
に３つの商店街が合体。コレド室町の完成を境 
に再開発した三井不動産、老舗の三越百貨店 
と月１回の情報交換を行い、商店街の枠を越え 
一緒に街を活性化する取り組みを実施。  

・訪問日：平成26年7月17日 
・会長  ：山本 泰人 氏 
・最寄駅：東京メトロ 三越前駅 
・加盟店：98店 
・連絡先：03-6202-1221 

出典：日本橋北詰商店会ＨＰより一部抜粋 

16 



５-6、特別賞：築地場外市場商店街振興組合 

・日本食文化の基地「築地市場」に隣接する長屋のように 
 連なった商店街。 
 －築地市場は豊洲に移転するが、築地場外市場は残る 
・「組合憲章」 
 ①食の最高峰、②プロが認める、③活き、④伝統、⑤人、 
 の５ヶ条を加盟店に徹底し、街づくりの礎としている。 

・活発な組織活動 
次世代のメンバー多数巻き込んで70名の役員で組織を運営。近隣5団体（当会、共栄会、
海幸会、6丁目町会、4丁目町会）を牽引し、街全体を活性化している。「半値市」など毎月
行われるイベントも集客と組織活性化を両立。 
・市場の豊洲移転をビジネスチャンスに。反対の立場から、業務用の商店街からなんでも 
 ありの商店街に転換。死蔵空間の倉庫を飲食店として再生するなど、アイデア豊富。 
・2012年7月に総合案内所「情報市場ぷらっと築地」 
 を場外市場のコンシェルジュとしてオープン 
・外国人観光客向けに、ＨＰは英語、 
 中国語にも対応 

・訪問日：平成26年7月17日 
・理事長：鈴木 章夫 氏 
・最寄駅：日比谷線 築地駅 
・加盟店：４１５店 
・連絡先：03-3541-2545 

出典：築地場外市場商店街ＨＰより一部抜粋 

17 



レンガ 
の舗道 

・コンセプトは、「大人の街」「女性が安心できる街」。本物のサービス 
 を提供する街を目指す。 
・商店街の中心を通る“エスプラナード赤坂通り”を『おしゃれな散歩道』 
 とし、街づくりを実施。 
・1990年から、商店街役員と近隣のビジネスパーソン達と共に、ゴミ問題、 
 駐車場等の問題に取り組むトーク赤坂21を結成し、街づくりを実施。 

【組  織】    古くからの慣習に囚われること無く、「婦人部」や「青年部」という括りを取
払い、事業毎に実施。OB役員のバックアップもあるオープンな組織。 

【環境保護活動】・1992年、ゴミ有料化を都に提言し、民間ゴミ処理業者と直接契約し商店
街の収益に繋げる仕組みを構築（結果、ゴミ削減、都全体に取組み浸透）。 

           ・企業や国と連携した地下駐車場化事業により違法駐車の削減に成功。 
【お洒落な街づくり】・女性の顔が美しく見える街灯、ピラーボックスのアート化、イベントは、

ジャズコンサート、ランチタイムコンサートを年１０回程度定期的に実施。 
 

ゴミ収益金
で揃えた環
境活動時
の制服 

アート化されて
落書きが全く 
無い変圧器 
（ピラーボックス） 

・訪問日：平成２６年７月３１日 
・理事長：城所 ひとみ 氏 
・最寄駅：東京メトロ丸の内線  
      赤坂見附駅 
・加盟店：８４店 
・連絡先：03-5561-9125 
・HＰ： http://e-akasaka.com/ 18 

   ５-7、特別賞：エスプラナード赤坂商店街振興組合 

ゴミと駐車問題解消
で広くなった店先は
オープンテラスが見
られる様になった 
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６、総括 
・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１５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、新しい試みの実施によるソフト面が充実」「地域との連携やコミュニケーションが活発」 
  「ユニークな個店や独自商品が存在する」「新たな挑戦」といったような商店街が表彰対 
 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。 
 
・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」紙面に掲載して頂け 
 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 
   大場 寛 
・東京販売士協会常任理事／Ｅ・Ｔ事業実行委員会委員 
   上野 擴、加藤  真由美、鈴木 佳文、小林 正之、山岡 彰彦、高田 明夫、 
   濱崎 亮子、篠崎 朋子、木下 浩司、新井 勉、齋藤 利行、坂本 道子、 
   森本 光昭、内村 敬子 
・東京販売士協会会員／Ｅ・Ｔ事業実行委員会委員 
   松本 康児、藤井 和則、小家 妙子、神崎 優子、山崎 達也、山元 久子 
    

・共催：   日本経済新聞社 
 

    ７、販売士が推す！！「エネルギッシュ・タウン 
     －私の街－」 平成２６年度 実行委員会名簿 

（順不同・敬称略） 
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