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 販売士が推す!! 「エネルギッシュ・タウン－私の街－」審査レポート 

東 京 販 売 士 協 会 

日 本 経 済 新 聞 社 



Ⅰ.事業の目的 

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）を実施してきました。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こ
とを目的としています。 

東京には約3,000の商店街があり、新しい商業集積も次々と誕生しています。競争環境はますます厳し
くなるばかりですが、商店街の強みを発揮し、地域の特徴を活かす、イベントやITの活用にチャレンジし、
あるいは新しい商材・地域ブランドの開発や新しいサービスを開発するなど、様々な工夫をしてがん
ばっている商店街はたくさんあります。 

そのような活性化に取り組む商店街の姿をご紹介し、これから取り組みを始めようとされている商店街
の皆様や商店街同士の交流に少しでも役立つことができれば、実行委員一同にとってこの上もない喜
びであります。 



Ⅱ.今年度の審査対象商店街 

 今年度のE・T事業は、昔ながらの下町風情が残る「都電荒川線」沿線の商店

街を審査対象とし、「きらりと光る商店街」の審査を進めました。 

 都電荒川線を商店街のシンボルやイベント等に効果的に活用したり、商店街

の独自性を発揮して活性化を図る商店街の中から、「光る何か」を感じさせる商

店街を選考させていただきました。   



選考基準は、都民に親しみのある「都電荒川線」沿線の商店街に絞るこ
とにした。実行委員が商店街の現地調査を行い、推薦商店街をまとめる
こととした。 

前回作成したシートをベースにして、細部にわたってチェックシートを見直
した。推薦商店街は検討の結果、約30の商店街に絞り込んだ。 

各チームが調査結果の報告を行い、表彰商店街について検討を重ねた。
その結果、表彰対象を３商店街、特別賞を２商店街とすることとした。 

特に評価が高かった商店街を表彰対象として選定した。また、イベントが
特に充実している商店街を「イベント賞」、商店街間連携を強化すること
で活性化が期待できる商店街を「地域連携賞」として特別に表彰すること
で最終決定した。 
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Ⅲ.審査過程 

審査の結果、前回候補に上がった約30の商店街の中から15の商店街を
選考対象とすることにした。実行委員が５チームに分かれ、各商店街に
対する詳細な現地調査及びヒアリング調査を実施した。 

表彰商店街の検討 9月 



Ⅳ.表彰・特別賞商店街 

 平成16年度「ｴﾈﾙｷﾞｯｼｭ・ﾀｳﾝ－私の街－」表彰商店街 

      荒川区   三の輪商店街振興組合 

      北  区   梶原銀座商店街振興組合 

      豊島区   染井銀座商店街振興組合 

 特 別 賞 

イベント賞 

      豊島区   サンモール大塚商店街振興組合 

地域連携賞 

      荒川区   おぐぎんざ商店街振興組合 

      荒川区   熊野前商店街振興組合  
    



Ⅴ.表彰・特別賞商店街のロケーション 

梶原銀座商店街振興組合 

サンモール大塚商店街振興組合 

染井銀座商店街振興組合 

熊野前商店街振興組合 

三の輪銀座商店街振興組合 

● 

● 

● 

● 

● 

都電荒川線 

● 

おぐぎんざ商店街振興組合 



Ⅵ．受賞商店街概要 表彰商店街① 

三の輪銀座商店街 

      振興組合 

理事長 五十嵐 義夫 氏 最寄り駅 都電荒川線 三ノ輪橋駅 

住所 荒川区南千住1-19-1 電話番号 03-3801-1633 

組合員数 約100 ホームページ www.tcn-catv.ne.jp/~joyfulminowa 
 

【概況】 

• 都電荒川線の「三ノ輪橋」駅停留所に接する形で立地している。商店街が発足したのは昭
和38年で、最寄品を中心に古くから発展してきた。現在は全蓋式アーケードが整備されて
おり、買物しやすい環境となっている。 

• 商店街のコンセプトは「チンチン電車に会える街」であり、下町らしい風情と人情に恵まれ
ていることから、古くから地元住民に親しまれている。 

 

【特記事項】 

• 都電との一体感を徹底的に訴求している。コンセプトの「チンチン電車に会える街」を様々
なかたちで商店街内に取り入れている。具体的には、アーチや街路灯に都電の絵が描か
れていたり、電光掲示板に都電を表示している。ホームページには、都電を大きく掲載し
ている。 

 

• イベントとポイントカードシステムが連動している。春の大感謝祭等、一年中イベントを実
施しているが、いずれもジョイフル・ポイントカードと結び付けている。従って、商店街への
来街が促進され、固定客の増大につながっている。 

 

• 環境保護活動に積極的である。環境保護関係のチラシを無料で配布したり、町会やＰＴＡ
が実施するリサイクル活動に積極的に協力している。 

 

• 組織体制が充実している。組織体制は、総務部、金融部、ポイント部、販売促進部、厚生
部、アーケード管理部、経理部に分かれ、部制で諸案件を処理している。理事長や公正な
選挙で選出された理事（次世代リーダー）を中心に各部が積極的に活動している。 

 

                             （訪問日：平成１６年８月１７日） 



Ⅵ．受賞商店街概要 表彰商店街② 

梶原銀座商店街 

振興組合 

理事長 伊藤 裕規  氏  最寄り駅 都電荒川線 梶原駅 

住所 北区堀船3-38-1 電話番号 03-3913-5027                                              

組合員数 約70 ホームページ http://kajiwara.o-ji.net 

【概況】 

• 北側は荒川方向に伸び、南側は明治通りに面した街路長約280ｍの商店街で、ＪＲ京浜
東北線の王子駅と上中里駅のほぼ中間に立地しており、最寄品を中心とする近隣型商店
街である。 

• 大型店の進出等による競争激化の中で、「人と人との心の触れ合いを大切にする」という
コンセプトで、集客力の向上に積極的に取り組んでいる。 

 

【特記事項】 

• 都電との結びつきを強く意識している。都電の形をモチーフにしたアーチや都電の絵が描
かれているマンホールを設置するとともに、都電の車内に広告を掲載している。また商店
街の入口にある和菓子店が都電の名物お菓子である「都電もなか」を販売している。 

 

• イベント活動が充実している。２か月に1回の割合でイベントを開催している。4年前から猿
回し、マジックなどの大道芸を夏に実施し、来街者には大変好評である。その他にも、物
価セール、朝市等を開催している。 

 

• 組合の活性化を積極的に推進している。理事長、副理事長が組合の二枚看板として商店
街の運営に手腕を発揮している。理事を15名から13名に減らして少数精鋭化を進めるな
ど、組織面の改善に取り組んでいる。 

 

• 来街者への気配りを意識している。各店舗の前に移動可能な折りたたみ式のベンチを設
置しており、買物途中のお客様に休息の場を提供している。 

 

                                     （訪問日：平成16年８月23日） 



Ⅵ．受賞商店街概要 表彰商店街③ 

染井銀座商店街 

振興組合 

理事長 高埜 秀典 氏 最寄り駅 都電荒川線滝野川一丁目駅 

住所 豊島区駒込文6-28-8 電話番号 03-3915-3234 

組合員数 約100 ホームページ http://www.someiginza.com 

【概況】 

• 都電荒川線の「滝野川一丁目駅」又は「西ヶ原四丁目駅」と、山手線・南北線の「駒込駅」
の間を４つの商店街でつなぐ住宅地と名所（染井墓地・古川庭園）の中に立地する約
400mの商店街である。昭和６２年には商店街モール化完成で豊島区第一号のモデル商
店街となる。 

• 桜の 「染井吉野」の発祥地として、「さくら」を柱に商店街の活性化に取り組んでおり、ＰＢ
商品も販売している。 

 

【特記事項】 

• イベント活動が充実している。年間10回のイベントを実施し、来街者向けのサービスとして
都電駅や名所の案内も実施している。クリスマスには、子供にサンタクロースの夢をもた
せるため、組合員がサンタクロースの姿で家庭訪問を行い、ケーキをプレゼントしている。
こうした活動は地元で評判となり定着化してきている。 

 

• 地域住民向けのサービスが充実している。高齢者に「さくらカード」を発行している。「さくら
カード」保有者には敬老の日に「ことぶき金券」を配布しており、近隣の高齢者に喜ばれて
いる。また、サービスセンター（商店街事務所兼用）を自前で持ち、地域活動に活用すると
ともに苦情対応等を行っている。地域住民の憩いの場としてコミュニテイ広場も有している。 

 

• 環境美化を推進している。商店街やコミュニティ広場の清掃を定期的に実施するとともに、
商店街内に染井桜の植木鉢を３０鉢設置し、商店街内の美観の向上に積極的に取り組ん
でいる。 

 

• 組織活動が活発である。就任10年の理事長がリーダーシップを発揮し、若手と一体になり、
商店街の活性化に積極的に取り組んでいる。 

                   
                                   （訪問日：平成１６年８月３０日） 



Ⅵ．受賞商店街概要 イベント賞 

サンモール大塚商店街 

振興組合 

理事長 萩村 和一郎 氏 最寄り駅 都電荒川線 大塚駅 

住所 豊島区南大塚2-6-11 電話番号 03-3944-4111 

組合員数 約100 ホームページ なし 

【概況】 

• 大塚駅前のまとまった一角を占め、線ではなく面的に広がった立地である。街並みはあま
り整備されておらず、迷路のように入り組んで雑然とした感じであるが、それが一種の親
近感を呼んでいる。 

• 商店街の中ほどに天祖神社がある。天祖神社境内には、空襲で焼けても芽を吹いた樹齢
600年のご神木「夫婦銀杏」があり、参拝に訪れる人も多くいる。そのおかけで古くから地
域住民から親しまれている。 

 

【特記事項】 

• 都電を意識したイベントを実施している。昨年、荒川線の電車を4台借り切って（1台2万円
程度）、電車の中で阿波踊り大会を行い、三ノ輪と早稲田を往復した。大塚の阿波踊りは
32年間の歴史もあり有名であるが、都電を借り切って実施することで、さらに多くの人たち
に訴求することができた。 

 

• 商店街間の協力体制が構築されている。近隣の商店街（盛和会、商興会）と共同で神社
の祭礼時に売り出し等を行っており、イベントの共同化を推進している。 

 

• 商店街の再開発に取り組んでいる。中心市街地活性化法の基本計画を実施しており、商
店街の活性化を図っている。 

 

• 組織体制が充実している。理事長が強いリーダーシップを発揮している。例えば、理事長
自らが個人的にスーパーの指導を実施し、個店の活性化に努めている。組織内には青年
部と婦人部があり、積極的に活動している。 

 

                             （訪問日：平成１６年９月２日） 



Ⅵ．受賞商店街概要 地域連携賞 

おぐぎんざ商店街 

       振興組合 

理事長 桑野 佐喜夫 氏 最寄り駅 都電荒川線 熊野前駅 

住所 荒川区東尾久4-21-9 電話番号 03-3893-4090 

組合員数 約70 ホームページ なし 

【概況】 

• 商店街入口のアーチが目印となっており、ブルーとグリ－ンからなる曲線がトレードマーク
になっている。 

• 街路灯が整備されており、安全性について配慮している。 

• 商圏は半径1.5ｋｍの近隣型商店街で、自転車による来店が多いのが特徴的である。 

 

【特記事項】 

• 商店街間の連携に積極的に取り組んでいる。近隣の５商店街の共同の「夕市」をとりまと
めており、イベントの共同化を推進している。商店街間の連携により、シナジー効果を発
揮している。 

 

• イベント活動が充実している。「夕市」以外にも「スタンプ・カード」や「季節セールス」等のイ
ベントを実施しており、来街者の増加に結びついている。 

 

• 地域活動に貢献している。地域の警察・消防署などのスローガン（例：「人のために汗を流
す人を応援します」）をチラシに入れて協力している。営利目的の情報のみならず、地域情
報を顧客へ提供することで、地域密着化を図っている。 

 

• 組織活動が充実している。リーダーの常務を中心に活動している。組合幹部も行政交渉
担当、事務担当等、役割分担を明確にしている。 

                             （訪問日：平成１６年８月２９日） 



Ⅵ．受賞商店街概要 地域連携賞 

熊野前商店街 

      振興組合 

理事長 小野塚 鷹一 氏 最寄り駅 都電荒川線 熊野前駅 

住所 荒川区東尾久5-17-13 電話番号 03-3893-0729 

組合員数 約100 ホームページ なし 

【概況】 

• 熊野駅の南に立地し、約400ｍの区道沿いに商店街が形成されている。道は通常は一方
通行で、朝7時～9時、夕方16時～19時は車両通行止めとしている。 

• 商店街入口のアーチが目印となっており、カラー舗装で歩車道が分離されている。 

• 放射線（11号線）モノレールが平成19年に開通予定である。５つの商店街で月１回の持ち
回りで販促活動を実施している。乗降口を西口（商店街側）につけるよう交渉しており、署
名活動で70000人集めている。 

 

【特記事項】 

• 独自性のあるイベントを実施している。これまでの盆踊りをサンバのカーニバルに変更し
た。今年で22回目の開催で、毎年７月に実施しており、サンバ同好会に所属している約
150人のメンバーが熊野前商店街でサンバを踊る。同イベントは、浅草のサンバのリハー
サルとして定着しており、来街者の多くから親しまれている。協賛金を含め、300万円をこ
の行事に投資しており、かなり注力している。この他にも朝市等を定期的に開催している。 

 

• 地域貢献に積極的である。尾久小学校の生徒たちを対象として、「合宿体験通学」を5年
前から実施している。ＰＴＡと連携し、２泊３日で土曜日の朝市から食事を作ること、洗濯す
ること、店頭での販売からレジの入金等様々なことを体験することが特徴的である。 

 

• 組織活動が充実している。就任12年の理事長を中心に活動しており、30歳代の若手の育
成にも取り組んでいる。 

 

                             （訪問日：平成１６年８月２９日） 



Ⅶ．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（以下ＥＴ事業
と略す）も今年で5回目となりました。 

 このＥＴ事業は、マスコミに頻繁に登場するということではないものの、「きらりと光る何か」を持つ商店街を販
売士が探し出そうという事業です。昨年度からはテーマを決めて実施しています。ちなみに昨年度は東京の「江
戸開府400年」がテーマでした。 

 本年度は東京に残る路面電車「都電荒川線」沿線の商店街をテーマとしました。路面電車は乗り降りが便利
で、バリアフリーに通じるものがあります。また、ゆったりと走り、昨今よく言われる「スローライフ」にも通じるもの
があります。今後見直されていくべき交通手段ではないでしょうか。 

 都電荒川線は、おもに住宅街を走り、住民の足として親しまれています。沿線には、何か懐かしい香りのす
るノスタルジックな風景がそこかしこに点在しています。そこにはスローライフがたくさんあります。ゆったりと、そ
してほのぼのとした昔ながらの下町的気風のよさがあふれています。 

 こうした荒川線沿線らしさを生かして「きらりと光る何か」を持つすばらしい商店街に、今年もたくさん出会い
ました。そして、みなさまとの対話の中から多くのことを学ばせていただきました。 

 私たちも街に住み、働き、遊び、生活しています。今後もET事業を通じて、街を見つめ、発見し、魅力ある街
づくりの創造に少しでもお役に立つことがあれば幸いです。 

 最後になりましたが、お忙しいなかを時間をさいて事業にご協力いただきました商店街のみなさま、本年も本
事業に共催し、ＥＴ事業およ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経新聞社様、Ｅ
Ｔ事業に積極的に関わり、すばらしい商店街の発掘にご尽力いただきました実行委員ならびに事務局のみなさ
まに深く感謝し、御礼を申し上げます。 

 

  2004年11月15日 

東京販売士協会 副会長   八木 田鶴子 



Ⅷ．平成１６年度 販売士が推す！！「ｴﾈﾙｷﾞｯｼｭ・ﾀｳﾝ－私の街－」実行委員会 名簿 

＜東京販売士協会＞    （順不同・敬称略） 

 

会   長： 小柳 重隆 

副  会  長： 八木 田鶴子 

常任理事： 池田 章             上野 擴    

 加藤 真由美    柄沢 明久   

  財津 永量          菅原 資子 

         松崎 香澄           松原 宏行 

         宮内 京子           安則 久雄 

委   員：  岸本 徹也           齊藤 利行   

 坂本 直紀  相楽 守 

 富沢 英之  星合 秀寿 

 堀川 雅弘 

 

共   催：  日本経済新聞社     

        


