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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） 
 
◆商店街は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。こうした現状を
認識した上で、東京販売士協会は、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、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１６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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・平成２７年度は、中央線沿線の武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分 
 寺市、国立市、立川市、日野市、八王子市の商店街を対象に調査 
・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 
   

◆「武蔵野」として親しまれた東京西郊、豊かな自然に恵まれたこの地域も戦後
の高度経済成長のなかで、「新都心・新宿」に直結するエリアとして、著しい都市
化と人口増加が続いた。近年、ＪＲ中央線の三鷹駅～立川駅間の連続立体交差
事業が完了、線路で分断されていた街が一体化され、新たな街の発展の契機と
なっている。商業集積と消費行動の多様化を受けて、文化や伝統を残しながら、
それぞれが独自の「顔」を持つ個性的な街づくりが進んでいる。平成27年度はこ
の「JR中央線沿線地区」に焦点を当てて調査を行った。 
◆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２７年度は、中央線沿線の武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、国立市、 
 立川市、日野市、八王子市の商店街を対象に調査 
・現地視察(第一次絞り込み)、再度現地視察(第二次絞り込み)、商店街役員への 
 ヒヤリング(第三次絞り込み)、そして実行委員個人による表彰商店街候補の視察 
 を経て、日本経済新聞社関係者も交えた最終審査会にて５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 

５８商店街 ２１商店街 

９商店街 ５商店街 

３、審査過程 

５月 

２０６商店街が対象 

5 
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４、平成２７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  
   小金井市 東小金井南口商店会 
 
コミュニティ賞  三鷹市     協同組合三鷹中央通り商店会 
クリエィティブ賞  三鷹市     きらきら通り商店会 
地域連携賞   武蔵野市 吉祥寺サンロード商店街振興組合 
特別賞      国立市     富士見台名店街商業協同組合 
                            （むっさ21） 

おめでとうございます！ 
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５、①東小金井南口商店会 

（ハード面） 防犯防災の観点から考えており、直近では、「地域の防災倉庫」 

 を計画的に備える等、地道ではあるが商店街ビジョンに沿った 

 取り組みがなされており、3・11震災後の商店会の在り方について、 

 他の範となる取り組みをしている。 

（ソフト面） サマーフェスティバルは大学グラウンドを貸切で、沿線 

 最大規模の盆踊り、和太鼓、バンド演奏、花火大会等、参加者も 

 多く、同窓会の機能まで担っている。また、クリスマス、こども 

 商店会、イルミネーション、街バルを実施している。 

（個店他） 地産地消のアンテナショップ、砂糖を使わないチーズ 

 ケーキ等、ユニークな個店も多く、地元に愛される店が多い。 

  

・商店街ビジョンは、「安心・安全な街づくり」 
 単なる商店会ではなく、商店会を超えた街づくりの中核と 
 して位置づけている。 
 

・愛称は、「ヒガコ ワンダーストリート」 
 その意図は、「常に驚きを提供する魅力的な商店街であり 
 続けたい」という意味が込められている。 

イルミネーション
で、街を明るくに
ぎやかに！  
（防犯意識から 
 の発想） 

東小金井南口商店会ＨＰより一部抜粋 
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・訪問日：平成２７年７月３１日 ８月６日 
・会   長：今井 啓一郎氏 
・最寄駅：JR中央線 東小金井駅 
・加盟店：108店（賛助会員11店含む） 
・連絡先：090-8582-7615 
・フェイスブック（ツイッターも実施） 
https://ja-jp.facebook.com/higakominamiguchi 

①東小金井南口商店会（概要） 

・JR東小金井駅の南口駅前から南に立地。 

・商店会は、もともと地元住民の要請により 
 設立され (1964年）、愛されている。 
・炊き出しの実践（空き缶を使った調理、 
 BBQ）を実施。 
・街バルでは、参加店舗のﾏｯﾌﾟを配布。 
 （回遊した店舗スタンプで電気自転車、 
  商品券が当たる抽選実施）。 

主役はこども 

10月はバル！ 

お金ではなく、
100円券 

新しい地域ブランド 
東小金井南口商店会ＨＰより一部抜粋 
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①東小金井南口商店会 

サマーフェス
ティバル！
  

年配者には振込 
詐欺防止策を伝授 

親子で消火活動体験 

リーズナルブルで美味
しい創作料理店、商店
会会合でも使用 

お酒1本からでも配達し

てくれる、市内でも評判
のお店 

小金井産の農産物や加
工品を取り扱うお店、２Ｆ
にはカフェも！ ここで紹介する以外にも、ユ

ニークな個店が沢山あります 
東小金井南口商店会ＨＰより一部抜粋 
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  ５、②協同組合三鷹中央通り商店会 
・ スローガン：「商店街及び自店の、魅力と価値をさらに高めよう」 

・ 60年以上の歴史と先代が発案した活動を更に活性化させた 

  この商店街は、チェーン店を牽引、行政までも牽引。 

・ 歴史あることが邪魔をして閉鎖的な組織が存在する中、 

  外部の（若い）意見を積極的に取り入れ、商店街を 

  発展させ続けている事例がこの商店街にはある。 

 

 
・ 商店街は専門店の集積という意識を各店が持ち運営。まとまりがある。 

 （自店でケアしきれない場合にはスムーズに専門性のある他店を紹介） 

・ チェーン店に頼らず魅力的な個店が多数存在。 

  小規模チェーン店は商店街の魅力に牽引されて入会。 

・ 比較的若く動ける役員で運営。イベント時は外部から 

  更に若いスタッフが企画から加わる。(HP,SNS,ポスティング,行政活用。 

  例：イベントをインスタグラム活用で双方向のコミュニケーション化） 

・ 個店は専門性のあるこだわりの品揃え、職人技が光るアフターサービス。 

・ 月１回の『Ｍ－マルシェ』では、テナント出店待ちの個店にも出店の 

  チャンスを与えられている 
三鷹中央通り商店会HPより一部抜粋 

三鷹ゆかりの 
文学者の 
モニュメント 
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・訪問日：平成２７年８月１４日 
・理事長：井口 文浩氏 
・最寄駅：JR中央線 
       三鷹駅 
・加盟店：102店 
・連絡先：0422-44-1745 
・H Ｐ  ： http://mitaka-ekimae.com 

②協同組合三鷹中央通り商店会（概要） 

・JR三鷹駅南口からすぐ 

・4名の文学者ゆかりの地にちなんだ4つのモニュ
メントが来街者を愉しませている 

・各種SNS(Facebook, Instagram, Twitter,)、ポス
ティング広告 等を積極的活用 
・イベント：7月 夏祭り、8月『阿波踊り』小規模でス
タートし48回続く地域有数のイベントとして認知さ
れてきている、9月八幡さま「お神輿」、毎月第4日
曜日に「M-ﾏﾙｼｪ」を開催し、新しい三鷹のコミュ
ニケーションのカタチが生まれてきている 

  

街灯、防犯カメラ、
歩道にはベンチな
ど充実した設備 

専門性の高い、こだわりの品揃
え。お客様にあった花緒をすげ

られる 

イベント需要充実 
祭り用品 

コスメとシガー店、店主拘りの
珍しい海外たばこ自販機 
（当店にはＪＴの営業マンが

勉強しに訪れる） 

三鷹中央通り商店会HPより一部抜粋 
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５、③きらきら通り商店会 
・ ｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞ：『お客様も事業者も「きらきらと魅力的に」輝きたい』 

・ 人通りがなく犯罪が起こる通りに「夜でも人が通れる通り」を目指し
て、10年前に設立された新しい商店街 

・ 「人々が求めるコト」「人を育てるコト」を意識した、アイディアと指導
力を持った会長（リーダー）の存在が大きい（販促、様々なセミナー実施） 

・ 情報発信型の商店街で、「大売り出しではなく地域貢献のかたち」
の実現を目指す、小規模商店街ならではの運営が特徴 

 
・ 商店街が設立されたことで、街灯、店舗の灯りにより、女性、ファミリーが安

心して通れる商店街通りを実現した。（人の流れを変えてしまった！）  

・ 会長が中心となり、店舗の店主（会員、非会員）同士が不満を話し合う機会
を作り、仲裁、問題解決、異業種同士でノウハウを交換し、全体の             
上昇に努めている。（勧誘目的としない、非会員含めたサミット開催） 

・ 産業プラザとの連携が強み（実現までに５年） 

・ 能動的に学生と連携。（ICU学生との産学連携事業、中学生の           
ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟでは商店街から学校へ問題提起しながら進めている） 

・ 個店に魅力あり。（自店が『きらきら（ｱﾋﾟｰﾙﾎﾟｲﾝﾄ）』を持っている） 

きらきら通り商店会HPより一部抜粋 
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・訪問日：平成２７年７月２５日 
・会 長：佐々木 泰明氏 
・最寄駅：JR中央線 三鷹駅 
・加盟店： 18店 
・連絡先：0422-40-9669 
・H  Ｐ   ： http://kirakira-dori.mail.mitaka.ne.jp 

③ きらきら通り商店会（概要） 

・JR三鷹駅南口からすぐ 

・三鷹中央通りに平行した西側の小径、赤鳥居
通り300mに位置する小規模な商店街 

・商店街発信型の運営で、近隣住民向けセミ
ナー（DV,認知症等のテーマ）は、満員御礼 

・会長主導で店主、住民が求める話題提供 
・イベント：7月夏祭り、12月全店共通の色違いｸ
ﾘｽﾏｽツリー一斉装飾、年末夜回り（タイ語によ
る夜回りもあり）、ハンドベル（ICU学生）、イン
ターシップなど 

きらきら通り商店会HPより一部抜粋 

書道用品専門店 

タイ料理 

夏祭りのバンド演奏 

珍しい 
点字出版社 

とんかつ、寿司、接骨
院、不動産屋が並ぶ 
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５、④吉祥寺サンロード商店街振興組合 

・ ひとりひとりが主役の「生活遊歩空間」。 

・ 「商店街は地域とともにあるという思いを持ち続け、他の商店街と連携し
て、「まち案内所」に代表される来街者へのサービス等、利用者に愛され
る商店街を目指して積極的に活動する「住みたい街」ナンバーワン吉祥
寺全体のリーダー的存在。 

・月窓寺を中心とした寺町の風情を残しながら、昔ながらの店舗（薬屋、和菓子屋 

 など）と、チェーン店舗が融合し、人々のぬくもりが感じられる商店街。 

・「サンロード商店街規制ルール」を設けて、入居テナントには必ず誓約してもらう 

 ことで、地域環境整備を徹底している。 

・各部会に加えて、「オーナー会」による勉強会等を開催し、加盟店 

 同士の結束力を強化。「青年会」が中心となって、「サンロード神輿」 

 の担ぎ手を集め、イベントの盛り上げに貢献。 

・「まち案内所」は、地区内の商店街・大型店が運営委員会を組織し 

 運営している。約50名の「吉祥寺大好き人間」を自負する「コンシェ 

 ルジュ」が常駐し、街の案内や店舗のチェック等を行っている。 

 メンバーがそれぞれの経歴を活かして大活躍している。 
出典：吉祥寺サンロード商店街HPより一部抜粋 

月窓寺境内
でのイベント 
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・訪問日：平成27年8月17日 
・理事長：寺岡 芳雄氏 
・最寄駅：JR中央線、京王井の頭線 
       吉祥寺駅 
・加盟店：148店 
・連絡先：0422-21-2202 
・HＰ  ： http://www.sun-road.or.jp/ 

④吉祥寺サンロード商店街振興組合（概要） 

・JR吉祥寺駅の北口から北に約300ｍ延び
るアーケードの続く商店街で、店舗のはみ
出しや、自転車の整理もされており、安心・
安全を提供している。 

・オリジナル企画は、8月に行われる「月窓

寺門前市夏まつり」。盆踊りや縁日、フラダ
ンス、スイカ割りとイベントが満載。 「吉祥
寺秋まつり」は11の商店街が参加し、神輿
が街の中を練り歩き、約3000人の担ぎ手

が参加する。 

出典：吉祥寺サンロード商店街ＨPより抜粋 

開放感あふれる
漢方専門店 

和風
カフェ 

まち案内所 

秋まつりの装飾 現在のサン
ロード神輿 
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５、⑤富士見台名店街商業協同組合（むっさ２１） 

・ ５０年前にできた団地の一角の商店街として、「住民の高齢化」
「店舗の撤退」という環境変化の中、地域（大学、市、住民）と
の連携をうまく行っている。 

・ 空き店舗が生じた状態を受け、一橋大学を中心とする学生
サークルメンバー（約８０名）と地域住民の力を商店街運営にう
まくとりこみ、多くの店舗を運営してもらうことで、再活性化をう
まくはかった、ユニークな事例と言うことができる。 

 

 

・ 学生、商店主、地域住民から構成されるNPO法人（くにたち富士見台人間環境
キーステーション）に５つのチームを有しており、学生と地域の有償ボランティ
アによる店舗運営や学生によるフリーペーパーの発行を行っている。 

  ①全て国立産の野菜を扱い、国立名産のほうれんそうを活かした「ほうれんそ
ううどん」の物販などを行う店（とれたの） 

  ②「おいしい」のみならず、楽しみや安らぎも持ち帰ってもらえるコミュニティ 

  カフェ「Caféここたの」（ここに来るとたのしい、が由来） 

  ③コンサートやイベントにも使える貸しホール「KFまちかどホール」 

  ④顧客参加型の雑貨店「ゆーから」 

・ ⑤学生を中心とした、フリーペーパー「やっほー」の発行 
むっさ21HPより一部抜粋 
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・訪問日：平成２７年８月１０日 
・理事長：新藤 信孝氏 
・最寄駅：JR南武線、谷保駅 
・加盟店：１５店 
・連絡先：042-576-3320 
・HＰ ： http://www.k-shokyo.com/mussa/ 

⑤富士見台名店街商業協同組合（概要） 

・JR南武線谷保駅北口からJR国立駅に 

 向かう途中にある「富士見台団地」の 

 一角に立地。 

・近隣の２商店街と連携して「ひとまとまり」 
 の商店街活動を行う。 

・谷保天満宮と共催した旧車祭、近隣街と 

 共同で開催するサンバ祭り、キャラクター 

 の練り歩きなどイベント多数。 

・アナログの掲示板、フリーペーパーやネッ 

 トでの配信などの情報発信を盛んに実施。 

取り扱い野菜す
べて「国立産」 
『とれたの』 

むっさ21HPより一部抜粋 

顧客参加型
の雑貨店 
『ゆーから』 

地域の安ら
ぎＣａｆｅ 

『ここたの』 

イベントの活躍
の貸しホール 
『ＫＦまちかど

ホール』 
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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１６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く、「商店街ビジョンが優れ 
 ている」「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。今回の表彰商店街の取り組み内容が、商店街を活性化して 
 いくうえでのキー・サクセス・ファクター（成功要因）であると考えています。 
 
・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、佐藤 英和、門間 清隆、若林 和哉、吉井 浩之、 
   宮城 寛、 西岡 邦彦 
 
    

・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２７年度 実行委員会名簿 

（順不同・敬称略） 
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