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◆てるてる寄席の開催 
◆近隣⼤学や中学校との連携 
◆地域 FM放送局との相互協⼒ 
◆ラジオパ－ソナリティーの写真展開催 
                                    
  
テルプラザ専門店会は、京阪本線守口市
駅東口を出るとすぐのビルの２階に、大き
くテルプラザの看板が⾒える専門店会で
ある。同専門店会は、⼆⼗数年前に市の駅
前再開発に伴ってビルが建設され、その
１・２階部分が分譲され専門店として入居
し、任意団体として結成された。 
店舗構成は、飲⾷店が１〜２割で、その
他はパン屋や婦人服等の物販、⻭科、美容
院、携帯電話ショップ、ネイルサロンなど
業種は多様である。また、パン屋は早朝か
ら開店し、⻭科医は⼟⽇も営業するなど特

徴あ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
徴ある店舗もある。同専門店会の入居する
ビルは、１階部分の約４割にスーパーが入
居し、２階の一部、３階及び５階から上の
階は有料⽼⼈ホームとなっている。 

  同専門店会は、近年周辺地域に⼤規模店
舗が進出し、駅前にも関わらず顧客の分散
によって買い物客の減少に⻭⽌めがかか
らない状況にある。また、駅の乗降客を上
手く専門店会へ誘導できていない状況で
もある。さらに、専門店会ゆえそれぞれの
個店の客層が⼤きく異なり回遊性が乏し
い状況にある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

<テルプラザ専門店会：守口市> 

バラエティに富んだ 
「てるてる寄席」！ 

〜来館者に親しみをもたらす⼿作り PR作戦！〜 

取組みの背景 

取組みの内容 

取組みの効果 
◆空き店舗への出店（3店舗） 
◆「てるてる寄席」来場者の
増加（述べ 350人／日） 

◆「てるてる寄席」参加問合
せの増加 
◆マスコミ等の露出度アップ 

【
分
類
】
賑
わ
い
創
出
（
そ
の
他
） 

【
商
圏
】
地
域
型   

〈商店街データ〉 
■所在地 守口市河原町 10－15 
■⽴地  京阪本線 守口市駅からすぐ 
■店舗数 ３１店 
■問合せ テルプラザ専門店会 

    会⻑ 上田 ⼤⼋郎 
    TEL 06-6997-1731 
    FAX 06-7493-9603 

http://www.tl-plaza.jp/  

  

 
 

 

 

http://www.tl-plaza.jp/
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 これまで様々なタイトルを付けて大売
出しをするなどの販売促進活動を実施し
てきたが、費用をかけた割に集客や売上げ
増加の効果が⾒えなかった。また、店舗数
や会費収入も多くはないことから、大掛か
りな販売イベント等も実施することが困
難であった。 
このような現状から、いかに費用をか

けずに、減少する専門店館内の来店者が増
加するように改善するかが課題となって
いた。また、館内の来場者数の減少により、
空き店舗も発生するなど、館内がさらに閑
散としてきていたので、少しでも賑わいを
作り出したいと思案していたところ、府の
専門家派遣事業があることを知り、申し込
んだことが、活性化取組みへの第一歩とな
った。 
 
 

 
◆ 空き店舗の活用 
◆ てるてる寄席の定期的な開催とバラ

エティー豊富なメニュー（落語、⼿品、
音楽等） 

◆ 地元中学校との連携 
◆ 地域 FMパーソナリティーとの連携 
◆ 店主の顔が⾒える館内案内図の作成 

 
 

 
  テルプラザの館内店舗は分譲店舗形式
を取っており、空き店舗を所有者が貸し店
舗としているところがある。そこを日借り

することで、会場経費を抑えると共に、空
き店舗を活用することで館内の賑わいを
創出することができるのではないかと専
門家に相談したところ、専門家のアドバイ
スにより「てるてる寄席」を実施すること
となった。当初は近隣⼤学⽣の落語サーク
ルによる落語の実施を考えていたが、 
落語だけでは短時間 
で終わってしまうた 
め、にぎやかしとし 
ては十分とは言えず、 
ライブやマジック、 
近隣中学校の演劇部 
の劇を取り入れるこ 
とで開催時間を充分とれるようにした。 

  エフエムもりぐち（通称 FM-HANAKO）
は、⻄⽇本で最初のコミュニティーFM放
送局で、テルプラザ近くの文化センター内
に設置されていることから、専門店会の会
員もよく取材を受けていた。また、このＦ
Ｍ-HANAKO のパーソナリティである三
宅奈緒⼦さんが、以前尼崎市で写真展を開
催し、好評を得ていたことを会員が憶えて
いたことが発端で、三宅さんに専⾨店会の
空き店舗を活用した写真展の開催を持ち
かけ「もりかどてくてく写真展」が実現し
た。 

  この写真展では、  
三宅さんが番組の 
中で、守口・門真 
で出会った風景を 
エピソードと共に 
紹介するコーナー 
「もりかどよか風 
 

活性化の要因 

取組みのきっかけ 

事業の仕組み 

 

 

 



89 

景」の取材で撮り続けた写真を展示する
こととなった。 

  また、テルプラザの館内案内地図は、手
書きの店舗地図に各店主の写真とコメン
トをつけることで、来館者に店舗への親し
みやすさをもたらしている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  「てるてる寄席」では、演劇で、大阪で
１位に選ばれるほどの実⼒校である近隣
中学校の演劇部に依頼し、短編の劇を上演
してもらうことで、保護者や同級生、地域
住⺠の来館を誘発できるよう工夫してい
る。 

FM-HANAKO の三宅パーソナリティの
写真展を開催することにより、三宅さんの
ファンをはじめ、来館者の増加が期待でき
る。また、守口・門真が写真のテーマとな
っていることからも地域の方に興味を持
ってもらえている。 
「てるてる寄席」の開催案内や館内案内
地図、商店街カレンダーなどは手書きで、
優しい絵柄となっており、一般的な写真を
活用したポスターと差別化することで、よ

り注目されやすいものとなっている。 
また、「てるてる寄席」のチラシには、

空き店舗使用者募集の告知もあわせて掲
載し、空き店舗活用促進にも努めている。 

  さらに、「てるてる寄席」で使用する音
響設備やテーブル・イスなどの備品は、レ
ンタルするよりも中古品を購入する方が、
⻑い⽬で⾒た場合には経費がおさえられ
るとの考えから購入し、経費節減にも努め
ている。 

  現在、「てるてる寄席」は落語家の澄川
白舟さんに当日の企画から運営までほぼ
すべてを取り仕切っていただいており、出
演者の謝礼もほとんどない状態なので、出
演者の営業活動を認めることで、出演者に
もメリットがあるようにしている。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

各種販売等のスペシャリストが集まって 
いるのが専⾨店街であると会⻑は⾔われる。 
各店舗の顧客は、その店舗を目的に来館さ
れることはあるが、その他の店舗への波及
効果がこれまであまりなかったそうである。 

   経費をかけたイベントなどの集客手法
は取れないが、「てるてる寄席」をはじめ、
地域と一体となった取組みを進めること

 

 

 

 

取組み上の工夫や苦労 

めざす商店街像（今後の展望） 

 

 

テルプラザの館内案内地

図１F（左写真下）、2F（左

写真上）、イベント状況写

真（写真右上） 
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で、守⼝市駅前という好⽴地も活かし、⼤
型店にない“ほっこり”した雰囲気を味わ
ってもらえるようにしたいとのことであ
った。 
また、「てるてる寄席」の検討と同時に、
地元と密着した取組みとして、守口市の地
元商品を空き店舗で販売することを検討
したことがあるそうだ。その時に守口市に
は、大徳のポン酢や⼭岡⾦属のたこ焼器を
はじめ、多くの名産品があることを知った
そうだ。当時は仕入れや店当番など課題が
多く断念したが、今後、課題をひとつずつ
解決して空き店舗を活用したアンテナシ
ョップを開設したいとのことである。 
そのためにも、イベントなどでの実演販

売も手がけながら足がかりを作っていき、
少しでも館内の賑わいをもたらし、スペシ
ャリストである専門店街会員の顧客獲得
へとつなげていきたいとのことであった。 

 
 
 
「てるてる寄席」を始めた当初は、⾒

学料は無料で、カンパ制を採っていたそう
である。しかし、カンパ制にすると、⾒に
来られている⼈が遠めから⾒学し、イスを
用意してもなかなか座ってもらえなかっ
たそうだ。また、いくらカンパすればいい
のか迷われている様子で、このままでは心
から楽しんでもらえないのではないかと
考え、気兼ねなく楽しんでもらうため、専
門店会が出演者に定額の運営費を支払う
ことで完全無料化したそうである。完全無
料化により⾒学者の⽅々も席に腰をおろ
してゆっくり楽しまれるようになったと

のことであった。 
 
 

 
今回の取材は、上⽥会⻑をはじめ５人の
役員の方々からお話を伺った。 
経費をかけないで、いかにして人を呼び
込むかという課題は、多くの商店街が抱え
ている課題である。 
その課題に、5人の役員さんが、同じ思
いで取り組まれているチームワークのよ
さを感じた。また、各役員さんたちが個々
の役割を認識し、個人と地域との結びつき
を作り、専門店会へ結びつけることでつな
がりを広げられているよ 
うに感じた。 
テルプラザ専門店会は、 
チラシに描かれた太陽の 
ように、来館者を照らし、 
来館者のこころをポカポ 
カ温めることを心がけるやさしい専門店
会であった。 

 

 

 

 

取材を通して 

こぼれ話 

 

 

チラシに描かれている 
「太陽」 
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◆ イルミネーション（「ハッピーロード」、
「願い星」、「縁結び天の川」）の設置 
◆ 絵馬の作成 
◆ 奉納マップコースの作成 
◆ 産直市｢えぇ！きまえ市｣の拡充・強化 
◆ あいさつ運動の展開 
◆ とまり木作戦 
◆ ブログの積極的活用 
◆ マーケティングリサーチの実施 
                                    
  
南海本線岸和田駅中央出口を海側に出
ると、岸和⽥城を背景に地⾞（だんじり）
の曳⾏を描いた⼤きなアーケードがお客
様を出迎えている。この岸和田駅前通商店
街は、岸和⽥だんじり祭りで地⾞が商店街
のアーケード内を疾走することでも有名

である。だんじり祭り前や祭り当日は祭礼 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

品等の購⼊や⾒物客が多く訪れるため、商
店街は大変なにぎわいとなるが、日常の買
い物となると、2010年に商店街の中央部
に位置していた⼤⼿総合量販店が撤退し
たことで客⾜が遠のき、⽣鮮⾷料を扱う店
舗の売上げが減少。これまで地域の生活に
密着していた従来の商店街店舗の魅⼒が
消失していった。さらに郊外型の大規模店
舗の増加や、商店街店舗の定休日が日曜日
に多いこともあって休日の来街者も少な
く、駅前の商店街であるにもかかわらず、
商店街は閑散としている状況であった。 
 
 

 
 
 
 
 

 

<岸和田駅前通商店街：岸和田市> 

「であい、ふれあい、思いやり。 
えぇ！きまえ商店街で、楽しい予感」 

〜 だんじりが駆け抜ける商店街！〜 

取組みの背景 

取組みの内容 

取組みの効果 
◆他地区への取組内容の波及 
（イルミネーション） 
◆ラジオ出演機会の増加（絵
馬・奉納マップ、産直市場） 

◆一部店舗での定休日開店など
賑わいの増加 
◆｢えぇ！きまえ市｣来場者数の
増加（初回開催から約 2.5倍） 

【
区
分
】
賑
わ
い
創
出
（
地
域
資
源
活
用
） 

（
商
圏
）
地
域
型   

〈商店街データ〉 
■所在地 岸和田市宮本町 6番 17号 
■⽴地  南海本線 岸和田駅から徒歩１分 
■店舗数 ７３店 
■問合せ 岸和田駅前通商店街振興組合 
      理事⻑ 永谷 久倫 

TEL：０７２－４３９－４０７２ 
FAX：０７２－４３９－４０７２ 

 

商店街内を地車が疾走する様子（写真右） 
地車曳行を描いたゲート（写真左上） 

 

  

☆大阪オンリーワン商店街創出事業☆ 
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当商店街は、泉州の旧中心市街地であ
り、南海岸和田駅前の一等地で、岸和田
城も近く、城下町として歴史ある街並み
も周辺に多数残されている。また、だん
じり祭りという全国に知れ渡る祭りの地
元でもある。そんな商店街をこのまま衰
退させていいのかとの強い思いから、「商
店街の灯を消してはいけない。」という使
命感と、「もう⼀度、商店街を危機的状況
から脱し、商いとコミュニティの場を復
活させたい。」という岸和田商人魂が商店
街役員に芽生えた。 
そこで、オンリーワン商店街創出事業

による専門家派遣を活用し、事業の方向
性、整合性、可能性を多⾓的に⾒て指導
いただいた。その結果、⾃⼰満⾜・⾒当
違いがなく取り組むことができ、商店街
役員にもチャレンジ意識が育まれたこと
が、活性化への取組みのきっかけであっ
た。 
 
 
◆ ３つの基幹事業（「泉州 冬の天の川伝
説」「産直市場 えぇ！きまえ市」「大学と
のコラボレーション」）の実施 
◆ ターゲット・コンセプトの明確化（「で
あい、ふれあい、思いやり」）に基づく具
体的取組み 
◆ 商店街組合員のやる気 
（だんじり魂） 

 
 
基幹事業の「泉州 冬の天の川伝説」は

岸和田市に現存する「天の川」を舞台に
若い男⼥の恋愛伝説を作り上げ、商店街
での「であい」現出を目的に、「ハッピー 

ロード」、「願い
星」、「縁結び天
の川」の３部構
成のストーリー
性をもたせたイ
ルミネーション 
を展開し、若者 

を呼び込む起 
爆剤として、 
商圏内外の客 
層を取り込む 
もの。 
また、「縁 

結び天の川」として絵馬を作成するととも
に、奉納マップコースを市の観光協会と連
携して作成することで商店街を回遊する
ルートを設定し、来街者の増加を図った。 
 
 
 
 
 

 
「産直市場「えぇ！きまえ市」」は「ふ

れあい」機会の創出として、来街者が減少
する日曜日の来街者の増加を図るため、毎
月第 1日曜日に産直市を開催するもので、
商店街各店舗のワゴンセールと連動させ
ながら実施。また、あいさつ運動として、
商店街各店舗が日常的に会員同士やお客
様へあいさつを⾏うこととした。 
「大学とのコラボレーション」では「思

活性化の要因 

取組みのきっかけ 

事業の仕組み 

 

イルミネーション
告知チラシ（左） 

法被型イルミネー
ション(上) 
 

岸城神社の恋愛成就の絵馬と
奉納マップ（左）、祈祷される
絵馬の様子（上） 

冬の天の川伝説イルミネーション 
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いやり」をキーワードに、大学生による
若者の発想を活⽤することで、優しいま
ちづくりをめざした。具体的には、イル
ミネーションのデザインや、とまり木作
戦として、月１回の産直市の開催時に、
高齢者等が休憩できるベンチの設置。ま
た、ブログを構築し、積極的活用するこ
とで、消費者の商店街での購買意欲の増
大を図るようにした。 
加えて、ドラマ「カーネーション」に
関するマーケティングリサーチを実施す
るなど、ドラマ終了後の来街者減少を⾒
据えた取組みも⾏った。 
 
 
商店街のアーケード内をイルミネーシ
ョンで飾ることにより、若者に関⼼を持
ってもらうとともに、岸和田＝だんじり
祭りのイメージを感じてもらうため、ア
ーケードサイドに法被型イルミネーショ
ンを設置。法被と Happy（幸福）をかけ
てハッピーロードと位置づけ、商店街で
「であい」、地元岸城神社の協⼒を得て作
成した絵馬を奉納することによって恋愛
が成就するストーリーを設定。 
奉納マップは、市の観光協会と連携し

て作成することで、岸和田全体の伝説と
して定着を図るとともに、経費節減にも
つなげた。 
「えぇ！きまえ市」の出店は、地元泉
州の野菜や果物のほか、泉州の地場産業
である泉州タオ 
ルや浜に近い泉 
州岸和 
田なら 

ではのアナゴ焼きといった水産物、他に
和歌⼭や奈良など近畿⼀円から名産品を
取り揃え、お客様に買い物を楽しんでも
らえるようにしている。 

 

 
岸和田駅前通商店街は、2011年のＮＨ
Ｋ朝の連続テレビ小説「カーネーション」
の舞台である。主人公のモデルとなった小
篠綾⼦さんはファションデザイナーであ
り、世界的ファッションデザイナーとして
有名なコシノ 3姉妹（ヒロコさん、ジュン
コさん、ミチコさん）のお⺟さんでもある。
また、コシノ 3姉妹の生家は、今も同商店
街内に残っている。 
「カーネーション」の放送は、偶然にも、
同商店街が事業計画の策定を終え、事業実
施の年に重なった。 
「カーネーション」は視聴率も⾼く、同
商店街が広く全国的に知れわたることに
なり、同商店街には、 
テレビ小説の舞台と 
なった主人公の家を 
⼀⽬⾒ようと多くの 
観光客が同商店街を 
訪れるようになった。 
少し考え過ぎかもしれないが、同商店街
で商売に励んだ⼩篠綾⼦さんが、今の商店
街の現状から、商店街に賑わいを取り戻せ
るように「頑張らんかいな！」とエールを
送っているように感じられるタイミング
での放送であった。 

 
 
 

取組み上の工夫や苦労 

こぼれ話(失敗談) 

 
テレビ小説の舞台風に改装
されたコシノ洋装店 

カーネーションにあわせ
て模様替えされた海側ゲ
ート（左） 

 
  

地場野菜や近隣府県の産品 

 



94 

 
 
昔は、岸和田市全体や周辺市町村から
の来街が多く、これまでは市内全体から
の集客等をめざしてきた。 
周辺環境の変化やだんじり祭りによ
る一時的な賑わい、また、「カーネーシ
ョン」の放映による来街者の増加もあっ
たが、放送が終了し、観光等による来街
者も減少しつつある。 
本商店街は、従来から商店街周辺の住
⺠の利便性を図るための⽣活密着型商
店街であり、また、近年は⾷の安全安心
への関心の高まりや環境への配慮など
による地産地消の推進、周辺住⺠の⾼齢
化も進みつつあることから、お客様に安
全安心な商品を届けられる商店街とし
て、地域に愛され、地域のお客様にとっ
てのオンリーワンの商店街となるよう
にしたい。 

 

オンリーワン商店街創出事業の企画
やイベントの実施にあたっては、地元の
イベント企画会社が全⾯的に協⼒して
くれたこともあり、商店街役員の皆さん
は、⽇ごろの商売と企画会議の両⽴を図
ることができていた。 
企画会議では、専⾨家と理事⻑を中⼼
に、和気あいあいとした雰囲気の中、議
論がなされ、とても楽しそうに、相互に
アイデアを出し合いながら、会議を進め
ていたことが印象的であった。 
また、あえて、だんじり祭りの魅⼒で
はなく、地元の神社や大学とのコラボ、

地元で採れる海産物を活かして商店街
の活性化を図ろうという取組みを進め
たのは、だんじり祭りの時期以外にも多
くのお客さんに来てもらいたいという
思いがあってのことであった。 
イルミネーションについては、近隣の
商店街や多目的ホールなどにも呼びか
け、点灯時期を合わすことで、多くのお
客さんに喜んでもらっていた。 
以前、理事⻑に取組みへの意欲や思い
をお聞きしたところ、次のようなことを
語っておられた。 
「商店街は、地域とのふれあいや交流
など地域コミュニティを担う役割も重
要であるが、最も重要な役割は、消費者
に日常の買い物の場を提供することだ。  
オンリーワンのメイン事業である「え
ぇ！きまえ市」を通じて、食を取り戻し、
食であれば岸和田と思われるような商
店街になりたい。また、本商店街が中心
となって活性化策に取り組み、他の岸和
田の商店街を牽引していきたい。」 
このような思いを持って、オンリーワ
ン商店街創出事業に取り組んでいただ
いた。岸和田駅前通商店街は、役員の皆
さんのチームワークと、地域の特色を十
分に活かして、活性化を図っている商店
街であった。 

取組みを通じて 

めざす商店街像（今後の展望） 



95 

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
◆ 商店会寺子屋「茨木童子」の開設・運営 
◆ 商店会店主によるミニ講座の開講 
◆ 「茨⽊名店とくとくかわら版」の発⾏ 
◆ リサイクルステーションの運営 
◆ IT活用講座の実施 
                                    
  

JR茨木東３商店会は、JR京都線茨木駅
の東⼝を降りてすぐのところにある。まず、
茨木市役所に向かって歩き始めると歩道
上にアーケードが掛かっており、そこが
JR 駅前商店会である。次いで、茨木駅前
本通商店会があり、そこを抜けると市役 
所に至る。この２つの商店会と市役所方向 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
とは別に茨木高校へ向かう通りに中条ま
ちづくり商店会がある。 
この３商店会が商店街活性化やまちづ
くり推進等のために、横断的に設⽴した団
体が JR茨木東３商店会である。 

JR茨木東地区は旧街道が通り、JR東海
道線の開通により、住宅や商業施設が混在
する街となった。現在も商店街エリアには
築 100 年ほどの古⺠家や⼤阪万博の頃に
できた住宅が混在している。また、近年は
大規模なマンション開発も進み、新しい住
⺠も増加してきている。 
これまでも、活性化イベント等商業活性
化の取組みを実施してきたが、単発的であ
ったことから、新しい住⺠を商店街に呼び
込めていない状況にある。 

 
 

 
 
 

 

取組みの背景 

取組みの内容 

取組みの効果 
◆生徒数の着実な増加（月平均
利⽤者６３％アップ） 
◆一部個店において、約１０％
の売上げアップ 

◆組合員の事業参画意識の向上 
◆メディア取材、自治体視察等
による露出度アップ 

◆３商店会合同事業の実施によ
る地域連携強化 

【
区
分
】 

地
域
貢
献
型
（
商
圏
）
近
隣
型   

<ＪＲ茨木東３商店会：茨木市> 

「商店会寺子屋 茨木童子」 
を通じた活性化！ 

〜 ⼦どもの「たくましさ」と「学習⼒」を育てる商店街！〜 

 
〈商店会データ〉 

■所在地 茨木市駅前 1丁目３－８ 
■⽴地  ＪＲ京都線 茨木駅から徒歩 1分 
■店舗数 ８０店 
■問合せ ＪＲ茨木東３商店会（ＪＲ駅前商店会・茨木

駅前本通商店会・中条まちづくり商店会） 
      会⻑ 北野⽂雄 

TEL・FAX：072－622-2036 
http://www.ibaraki-cci.or.jp/terakoya-douji/ 

   

http://www.ibaraki-cci.or.jp/terakoya-douji/
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JR茨木東 3商店会は、茨木市の中心部
にあり、⼦育て世代の住⺠も増加している
ことから、この子育て世代を商店街に誘導
することはできないものか、また、商店街
内の古⺠家（空き店舗）を活⽤して、単発
的でなく、継続した取組みのための賑わい
拠点が作れないかと考えた。 
子育て応援や環境啓発など、地域の小学
⽣・保護者と商店経営者が交流し、親と⼦
どもが訪れる活気ある商店街づくりを実
現したいと考えていたときに、府のオンリ
ーワン商店街創出事業の募集の話を聞い
たことから、申請・事業実施の運びとなっ
たものである。 
 
 
◆ 地域住⺠の変化に対応したターゲット
の絞り込み 
◆ 商店街直営による機動的な運営体制 
◆ 商売や⽣活知識講座の開催による商店
主と子ども・保護者のコミュニケーション
機会の創出 
◆ 3 商店会連携による事業対象範囲の広
域化と PR効果の増大 
◆ 地域のニーズに対応した事業展開 
 
 
商店街の中⼼地にある古⺠家（空き店

舗）を商店会で借り上げて改装し、活動拠
点として整備。この古⺠家を寺⼦屋として
活用した。寺子屋は、小学生を中心とした
放課後の学習や生活体験を楽しむ子育て
支援拠点となっている。開所当初、学習教
材は大手学習塾より無償提供を受け、講師

も学習塾より派遣協⼒を得ていたが、現在
は、地元の学生が講師となり、勉強をサポ
ートしている。また、単に学校の勉強だけ
を教えるのではなく、挨拶などの礼儀作法
の指導や商店会の店主たちが交代で講師
を務め、商売や⽣活の知識や経験を教える
ミニ講座も取り入れている。さらに、地域
の歴史や文化も教えるなど、地域一体とな
った運営をしている。 
他にも、ペットボトルのフタなどの回収
を通じた環境啓発拠点としても運営し、環
境や資源の有効利⽤といったことにも取
り組んでいる。さらに、ⅰ-ｐａｄを利⽤
した時事問題等の世の中の学び講座も実
施している。 
また、個店の集客⼒向上を⽬的に、⽉ 1
回「茨木名店とくとくかわら版」を作成、
店のこだわり商品やサービス等の強みを
消費者に PRするとともに掲載店舗の割引
クーポン券等を添付し、販売促進にも努め
ている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

活性化の要因 

取組みのきっかけ 

事業の仕組み 
 

 

「商店会寺子屋茨木童子」
は「ＪＲ茨木東３商店会」
が運営する学習応援のある
学童保育施設です！（左上） 
寺子屋で学ぶ生徒たち（右
上） 
「茨木名店とくとくかわら
版」（左） 
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商店街店主が講師となり、「おいしい野
菜の⾒分け⽅講座」や「家庭で出来るシミ
抜き講座」など、日常生活に関連したミニ
講座を⾏うことで、⼦どもや保護者の興味
を引くようしている。 

  また、商店主が講師を務めることで、商
店主自身が地域にとっての自分の役割を
再認識するとともに、子どもや保護者とふ
れあうことで地域が一体となり、店主にと
っては自身の店舗の魅⼒発信の機会にも
つながり、お客様にとっては店舗を身近に
感じてもらえる機会となるなど、双方にと
ってプラスとなるようにしている。 

  ⅰ-ｐａｄという最新の情報端末機を活
用することにより、子どもたちの興味を引
き出し、難しい時事問題にも触れやすくす
るとともに、今後ますます普及していくで
あろう情報端末機器に、小学生という早い
段階から触れることで抵抗感をなくし、情
報化社会に対応できる人材育成にも努め
ている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※「茨木童子」は、民話を元に１９８９年に誕生した茨木

市マスコットキャラクターです。 

 

 
茨木市のマスコットキャラクターであ
る「茨木童子」は、現在使用しているイラ
ストはかわいらしいキャラクターになっ
ているが、伝説では悪人とのことである。 
諸説あるが、茨木市の伝承では、幼児期
に茨木村のはずれに捨てられ、子どものい
なかった近くの床屋夫妻に拾われて育て
られた。床屋の手伝いをしていたある日、
童子はかみそりで客の顔を傷つけてしま
い、あわてて指で血をぬぐったものの、指
をきれいにしようと血をなめるとその味
が癖になってしまい、以後、わざと客の顔
を傷つけては血をすするようになった。 
夫妻に怒られた童⼦ 
が気落ちして近くの⼩ 
川の橋にもたれてうつ 
むいていると、水面に 
写る自分の顔がすっか 
り⻤になってしまって 
いるのに気づき、床屋 
には帰らずに北の丹波 
の山に逃げ、やがて酒 
呑童子と出会い、家来 
となったというものである。 

  この伝説の影響で、茨木童子に対してあ
まり快く思っていない市⺠もいるとのこ
とであるが、茨木童子まつりなど、様々な
事業の効果もあり、徐々に受け入れられつ
つあるとのことである。 

 
 
 
子どもたちが商店街を通ると元気な声
が響き渡り、また、親も送り迎えに商店街

取組み上の工夫や苦労 

めざす商店街像（今後の展望） 

こぼれ話(茨木童子って？) 

 
茨木童子をモデルに新
たに制作された「商店街
にうまれた茨木童子」物

語の絵本表紙 
http://p.booklog.jp/b
ook/9787 

  

  

http://p.booklog.jp/b
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に来ることで商店街に活気がでる。これま
で商店街に来たことがない人に来て欲し
いという思いからこの事業を始めた。 

現在は、補助⾦等の⽀援を受けながら寺
⼦屋を運営しているが、まだ⾃⽴運営でき
るところまで収益が確保できていない。 
寺子屋は１６時〜２１時の開所のため、

利⽤していない時間帯の利⽤方法として、
他のカルチャー講座に場所貸しするなど
の方法により収益確保を図っている。 
今後、「茨木名店とくとくかわら版」の

空きスペースを活用して、企業広告により
収益を確保する方策など、幅広い収益確保
策を検討していきたい。 
ＪＲ茨木駅は、Ｊリーグガンバ大阪の新
球技場の最寄り駅であり、また、平成２７
年４⽉に⽴命館⼤学の新キャンパスの開
設が予定されるなど、将来、駅周辺には若
い人が集まる下地がある。 
寺子屋事業はできるだけ⻑く続けたい
と思っており、そのための⽅策として、例
えば、寺子屋生の勉強をサポートする講師
を⽴命館大学の学生に担ってもらうなど、
子どもを通じた事業で、大学や地域との連
携をこれまで以上に深め、真に地域に必要
とされる商店街にしていきたい。 

 
 
ＪＲ茨木東３商店会は、ＪＲ駅前商店会
の北野会⻑を中⼼に、とてもまとまりよく、
商店街の活性化や地域に貢献するまちづ
くり事業などに、熱心に取り組まれている
商店街である。 
今回取り組んでいる学習支援の寺子屋
事業は、これまでにもＮＰＯ等が商店街の

空き店舗を拠点として実施する事例は⾒
られたが、商店街直営としては全国初の試
みであり、開所当初はＴＶ、新聞、地域情
報誌等の取材、⾏政機関からの視察など、
連日、大きな注目を集めた。 
 注目は集めたものの、利⽤者は思うよう
に伸びず、苦労したこともあったが、学校
前でのチラシ配布や周辺地域へのポステ
ィング等、地道なＰＲ活動の甲斐もあって
徐々に認知度も⾼まり、現在では利⽤者が
一日平均１０名になるなど、運営体制は確
⽴できつつある。 
寺子屋運営担当である中条まちづくり
商店会の⽥峰会⻑は、日々、商売をされて
いる中で、寺⼦屋開所から１年間、ほぼ毎
⽇、仕事が終わった１７時以降寺⼦屋に通
い、子どもたちとのコミュニケーションを
図りながら、運営に関する改善等に一生懸
命取り組んでこられた。 
⽥峰会⻑のまちづくりに取り組む情熱
には本当に頭が下がる思いである。 

  核家族化や⾼齢化の進⾏により、商店街
がこれまで担ってきた地域の⾒守り機能
が低下するなど、地域との希薄化が叫ばれ
る中、この寺子屋事業を通じてあらためて
商店街が地域に果たす役割が⾒直されて
いると考える。 
 安定的な収益の確保など課題もあるが、
地域に貢献するとても素晴らしい事業で
あるので、これからも頑張って続けていた
だきたいと思う。 

取組みを通じて 
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◆ 地域通貨「げんき」の商店街での利⽤促
進と５％プレミアムの実施 

◆ キャラクター（ベルちゃんとしちゃん）
を活用したグッズ作成と名札の着用 

◆ スタンプラリーの実施 
◆ 商店街情報誌「ハッピーロード」の発⾏ 
                                    
  
⼤利商店街（通称：ベル⼤利）は、京阪
本線寝屋川市駅南⼝を降りるとすぐのと
ころになだらかな坂の東側⼊⼝が⾒えて
おり、足を一歩踏み入れると円広志さん作
曲の商店街テーマソングが聞こえる、総延
⻑２５０ｍの商店街である。 
商店街内には食品スーパーやドラッグ

ストアもあり、周辺には住宅地も広がるこ
とから、通⾏量も平⽇約１万⼈と非常に多
く、空き店舗が発生しても比較的すぐに解
消される状況にあったが、近年、物販店 
は売上低迷のため廃業するところも出て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
きており、新たな出店は整体・鍼灸店、病
院などのサービス業が多く、買回り品の出
店が少なくなっていた。 

  このため、地域住⺠の⽇常の“買い物の
場”としての機能が薄れつつあり、日頃か
ら地域の方に足を運んでもらえる仕組み
づくりが課題となっていた。 
 
 
 
 
 
 

 

 

ベル⼤利が地域で⽣き残るためには、地
域住⺠にとって買い物の場として魅⼒が
あることとともに、多くの人がファンにな
るような親しみ愛される商店街であるこ
とが必要で、そのためには、地域住⺠と地
域づくりのコンセプトが共有され、地域と

<⼤利商店街：寝屋川市> 

地域連携と新しく誕生したキャラクターで 
親しみ愛される商店街に 

〜ベル⼤利ファンづくりへ、⻘年部が始動！〜 

取組みの背景 

取組みの内容 

取組みのきっかけ 

取組みの効果 
◆地域通貨利⽤額の増加 
（対前年⽐約 13％アップ） 
◆イベント開催による通⾏量 
増加 
◆商店街⻘年部の発⾜と 
組織の結束⼒アップ 
◆賑 

【
区
分
】
賑
わ
い
創
出
（
そ
の
他
） 

（
商
圏
）
近
隣
型   

〈商店街データ〉 
■所在地 寝屋川市東⼤利町 7-15 
■⽴地  京阪本線寝屋川市駅南口から徒歩１分 
■店舗数 ８２店（生鮮三品は揃う） 
■問合せ ⼤利商店街振興組合 
     理事⻑ 清水茂實 

TEL：072-801-1117 
FAX：072-801-1117 

☆大阪オンリーワン商店街創出事業☆ 

 

 
大利商店街東側入口
（写真左）商店街内の

様子（写真上） 
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連携して取り組んでいくことが⼤切と考
えた。 
べル⼤利では、市⺠活動と連携して「地
域通貨」を商店街で利⽤できるようにし、
全国の先駆モデルとして評価を得ていた
が、この地域通貨にさらに慣れ親しんでも
らうことによって、地域活動の推進と商店
街の活性化を図っていくことを考え、大阪
府のオンリーワン商店街創出事業に申し
込み、専⾨家とともに計画づくりを⾏い、
実⾏することとなった。 

 
 
◆ ＮＰＯ法人「寝屋川あいの会（地域コミ

ュニティ活動支援団体）」との連携 
◆ キャラクター活用によるイメージづく
りと子ども等への啓発 

◆ 商店街⻘年部の発⾜と事業参画による
新たな取組み 

◆ 常に新しいことに取り組むチャレンジ
精神 

 
 
 
 
 
 
 
 
地域通貨「げんき」は、地域コミュニテ
ィ活動を支援する NPO法人「寝屋川あい
の会」の関連団体が発⾏し、寝屋川市内で 

 ⼦どもの⾒守りや⾼齢者の買い物⽀援な
どのボランティア活動を⾏った際にお礼
として渡される券（通貨）で、市内の取扱

い店で利⽤することができるもの。 
  ベル⼤利では、「げんき」を普及させる
ことで、地域の助け合いを応援しながら商
店街の活性化を図っていこうと考え、商店
街情報誌「ハッピーロード」で「げんき」
を紹介、商店街事業に協⼒してくれた⼈へ
の謝礼や抽選会の景品に利⽤するなどし
ている。また、平成 23 年 10 月から 24
年 3月までの期間、「げんき」での買い物
に５％のプレミアムをつけるキャンペー
ンを実施。券を取り扱う店舗も７店舗増え、
その結果、23 年度のべル⼤利での換⾦額
は前年度より約 13％、換⾦率（全換⾦額
に対するベル⼤利での 
換⾦額の割合）は９ポ 
イント増加し、“ベル大 
利は「げんき」券を推 
奨し、利⽤しやすい場 
所”と印象づけることが 
できてきている。 

  また、一般公募によ 
り決定した商店街キャラクター「ベルちゃ
んとしちゃん」を活用し、エコバッグ等の
グッズを作成。可愛いイラストは子どもた
ちからも⼈気で、抽選会の景品等に利⽤し、
“親しみ愛される商店街”づくりに一役買
っている。また、キャラクターのイラスト
の入った名札を全店舗に配布して商店街
の一体感づくりとお客様とのふれあいに
も積極的に取り組むとともに、スタンプラ
リー等の際はマスコットが練り歩き、ＰＲ
している。 
 
 

 

活性化の要因 

事業の仕組み 

ベルちゃん（左）と 
としちゃん（右） 
としちゃんは、⼤利
という地名の由来
ともいわれている
大歳（オオトシ）神
という穀物の神様
をイメージしてい
る。 

ベルちゃんとしちゃんを活用したグッズ 

エコバッグ（左）、ぬいぐるみ（中）、シール（右） 

地域通貨ねやがわ「げんき」 
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  スタンプラリーでは、商店街で 500 円
以上の買い物をした人に台紙を渡し、対象
の 10店舗に来店した人に、買い物の有無
に関わらずベルちゃんとしちゃんのスタ
ンプを押印。対象店舗は事前に知らせず、
店頭にベルちゃんとしちゃんのイラスト
ボードを置くことでお客に店舗探しを楽
しんでもらい、回遊を促した。実際に期間
中は、台紙を持ちながら、店舗探しを 
楽しむ親子連れをよく 
⾒かけたり、⾃然に店 
員に声かけをする光景 
が⾒られたそうで、⼯ 
夫を凝らした仕組みづ 
くりが活きていた。 
また、リーフレットでは、各号のテーマ
に沿った店舗の紹介などを⾏っている。店
舗紹介では、単なる店舗データにとどまら
ず、そこで働く“人”にスポットを当て、店
の由来やお店への想いを店主に語っても
らった。商店街⻘年部のメンバーが直接取
材に出向くことで、商店街内の仲が深まる
とともに自然とリラックスしたコメント
や写真がとれ、親しみやすい商店街づくり
のコンセプトにあったリーフレットに仕
上げている。 
⻘年部メンバーは店の仕事をしながら  

の作業のため、メーリングリストを活用し、
メンバー同士が集まれない時もメールに
よって情報共有を⾏っている。 
 

 
 
ベル⼤利は、オンリーワン事業に申し込

んだ当時には⻘年部はなく、理事会役員が

企画⽴案から実⾏まで⾏っていた。本事業
も、当初は理事会役員が担っていたが、活
性化案の一つとして、学⽣や地元住⺠等、
⼤利商店街を愛する⼈に事業推進を⼿伝
ってもらう、“商店街サポーター”の募集を
検討していた。 
そこで、まず、商店街の若⼿に“商店街

サポーター”の役を担ってもらおうという
ことで、若⼿商⼈らに集まってもらったと
ころ、これまでにない斬新なアイデアや多
くの意⾒が出るなど、活発な意⾒交換が繰
り広げられたことから、⻘年部の発⾜とと
もに、⻘年部主導により企画・実施するこ
とになった。 
地域通貨のプレミアム実施、スタンプラ
リーやキャラクター名札の着用に当たっ
ては、商店街内のできるだけ多くの店舗に
趣旨を理解し、協⼒してもらうことが重要
なことから、⻘年部メンバーが⼀店舗⼀店
舗を丁寧にまわって説明を⾏い、参加を呼
びかけた。チェーン店や業種によっては、
対応しきれないところもあったが、統一名
札の着用の代わりに自店の名札にキャラ
クターシールを貼ってもらうなど、出来る
だけ多くの店舗に参加してもらえるよう
工夫をしている。 
スタンプラリーでは、あえて「買わなく
てもスタンプを押してもらえる」こととし
て、初めてのお店にもまずは足を運んでも
らい、店のことを知っていただくことを狙
いとした。そこから顧客につなげるのは各
店の努⼒として、商店街は“とにかく⾜を
運んでもらう仕掛けづくり”に徹した。参
加店舗の反応は様々であったが、各店舗が
改めて顧客づくりや商売について考える

取組み上の工夫や苦労 

 



102 

 

きっかけにもつながっている。 
また、商店街情報誌の作成は、⻘年部メ
ンバー全員が初めての経験であったため、
専門家のアドバイスを受けながら、テーマ
の設定や誌面のレイアウト、文面づくりな
ど、試⾏錯誤を重ねながら、創刊号を完成
させることができた。 
第２号では、創刊号で学んだノウハウを

フルに活かし、ほぼ、⻘年部メンバーだけ
の⼒で完成させた。 
第 3号では、商店街サポーター作りへの
ステップとして、近隣⼤学の教授と学生に
協⼒を依頼し、店舗への取材、原稿の作成
を⾏ってもらった。商店街の“サポーター”
も誕生し、地域との相互の関わり合いが
徐々にできてきている。 

 
 
 

京阪電⾞寝屋川市駅を降りてベル⼤利
に向かう途中の広場を通ると、大きなベル
が目に飛び込んでくる。 
なぜこんなところにベルがあるのだろ
うかと不思議に思いながら通り過ごされ
る方も多いのではないか。 
このベルの横を良く⾒ると説明書きが
あり、そこには「The BELL of Friendship」 
「このベルは寝屋川市 
の姉妹都市であるアメ 
リカ合衆国バージニア 
州ニューポートニュー 
ズ市で 1945年（昭和 
20年）に製造され、 
⻑年船舶⽤ベルとして 
 

活躍した。寝屋川市市制施⾏ 35周年に際
してニューポートニューズ市の⼀市⺠の
好意により、ベル⼤利に贈られたものであ
る。昭和 62年 3月吉日 ベル⼤利 ⼤利
商店街振興組合」と書かれてある。 
友情の証として送られたこのベルは 25
年以上経過した今も「ふれあいの鐘」とし
て市⺠から愛されているそうである。  

 
 
 
 

 ベル⼤利は、これまでも地域との関わり
を⼤切にし、地域の⽂化・コミュニティサ
ークル活動の場を設けたり、NPO と連携
した駅周辺の活性化イベントや読売テレ
ビ 24時間テレビ「愛は地球を救う」の募
⾦活動の実施などに取り組んできた。 
 また、地域の人に「いつも何かやってい
る、賑わいのある商店街だな」と思っても
らうことを⼤切にし、100円商店街や空き
店舗を活用した事業など、常に新しい事業
に精⼒的に取り組んでいる。 
 これからも、地域との連携を密にし、地
域住⺠のコミュニティ活動を支援しなが
ら、商店街自らも賑わいを発信し、地域活
性化の核として親しみ愛される商店街に
なれるよう取り組んでいきたい。 

 

 
  「取組み上の工夫や苦労」で記述のとお
り、ベル⼤利では、オンリーワン事業を
きっかけに新たに⻘年部が発⾜し、事業
の計画・実施を通じて、⾃然と⻘年部を
中心とした活動体制が整っていった。 

取組みを通じて 

めざす商店街像（今後の展望） 

こぼれ話（ベル⼤利の「ベル」って？） 



103 

  会議では、理事会メンバーと⻘年部メン
バーが一緒に集まり、「とにかくやってみ
よう」と号令をかけ、温かく⾒守る理事
⻑と、積極的に意⾒を出し合い活動する
⻘年部メンバー、そして、これまでに培
った豊富な経験を活かして要所要所で的
を射たアドバイスをする理事の皆さんが、
とても良いバランスで調和しあって、新
しい『ベル⼤利』の体制ができてきてい
ると実感した。 

    世代差を越えて楽しく議論し、商店街と
地域の活性化のために真摯に明るく取り
組む皆さんの姿そのものが、（ベルちゃん
としちゃんの可愛さも加わって）地域住
⺠から親しみ愛される商店街づくりの秘
訣だと感じた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



104 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 
 
◆ゆめシール（買い物ポイント） 
◆地域交流研究会の開催 
◆緊急速報メールの配信 
◆全店子ども 110番への登録 
 

                                    
  
ディオス北千⾥専⾨店会は、阪急千⾥線

北千⾥駅改札を出てすぐのところにある。
北千⾥駅は1⽇平均乗降客数が29,000人
と多く、近隣に⼤阪⼤学をはじめとした⼤
学や高校が点在していることから学生の
乗降客が多くを占めている。また、阪急北
千⾥駅は、⾃動改札機が⽇本で初めて導⼊
された駅としても有名である。 
同専⾨店会は、千⾥ニュータウンの開発
と共に、昭和 42年頃住⺠の買い物の利便
性を図るために開設され、当初 1号館のみ

であっ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
であったが、ニュータウンの開発による人
口増にあわせて、2号館 3号館と増設し、
現在、8 号館（４･６号館はない）まであ
り、中には大手スーパーも入居するなど専
門店と大手が共存共栄している。 
ニュータウン建設時は、住⺠も若い家族
が多く消費も多かったが、近年⾼齢化が進
むと共に、周辺に大型店舗も開店したこと
から、専⾨店街の活性化による集客⼒の向
上が求められている。また、子どもの安全
安⼼確保への関⼼や阪神淡路⼤震災以降、
防災意識も⾼まっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

<ディオス北千⾥専⾨店会：吹⽥市> 

地域の幸せづくりに 
貢献する専門店街！ 

〜⼦どもの安全・地域防災を専⾨店街活性化につなげる仕組み！〜 

取組みの背景 

取組みの内容 

取組みの効果 
◆ポイントシール事業による
売上げ増加（１億５千万〜
２億円／年間） 
◆５００名以上の地域交流研
究会への参加者登録 
◆近隣⼩中学校保護者の

99％が商店会発信の緊急速
報メールへ登録      

【
分
類
】
地
域
貢
献
型 

【
商
圏
】
地
域
型   

  

 

 

〈商店街データ〉 
■所在地 吹田市古江台 4丁目 2番 25－201 
■⽴地  阪急千⾥線 北千⾥駅からすぐ 
■店舗数 ６２店 
■問合せ ディオス北千⾥専⾨店会 
     会⻑ 山本 光平 
     TEL 06-6872-0556 
     FAX 06-6832-0668 

http://www.dios-kitasenri.co.jp  
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北千⾥は学⽣が多いことから、平成 10 

年度にＩＣチップを利⽤した国のカード 
実証事業に参加した。 
実証初期は、大学の図書館での貸出状 

況や健康管理などを通じて学⽣を中⼼に 
普及をはかり、第二段階としてカードホ 
ルダーの学生と共に、地域が求めている 
要望等をキャッチアップした。最終的に 
は、それを地域で共同解決するために必 
要な課題抽出や解決方法を研究し、カー 
ドポイント事業を定着させることが目標 
であったが、実用化の段階で、ハード整 
備費が高いこと等の問題でカード事業は 
断念することになった。 
しかし、専門店会を今後「地域にとっ 

てなくてはならない存在」まで高めるた 
めには、同会が主体的に地域課題を解決 
することが重要であると考え、別の手法 
でできないか検討した結果、地域ニーズ 
の把握として地域交流研究会を、ニーズ 
に応える手法としてポイント事業を絡め 
て実施することとなった。 
また、「子どもの安全は地域で守る」 

を信条に子どもの安全安心に取り組むと 
ともに、地域防災への取組みにも重点を 
置くことで全国初のモデルとして発信で
きればと考えた。 
 
 

 
◆ 消費者ニーズに基づく買い物ポイン

トの還元 

◆ 地域ネットワークの構築 
◆ 子どもの安全のための小・中学校や

ＰＴＡとの連携 
◆ 「緊急速報メール」の配信 
 

 
  これまで歳末セール等において抽選で
景品を出してきたが、遠方からたまたま買
い物に来られた人が当選したり、旅⾏を景
品とした場合に、当選した⼈が旅⾏の⽇程
が合わない等の理由で辞退されるケース
があった。このような経験を踏まえ、日常
的に買い物していただいているお客様に、
お客様が望むものを還元できれば、地域の
役にも⽴て、喜ばれるのではないかと考え
た。 
そこで専⾨店会でのお買上げ・ご利⽤

200円毎に 1枚のシール 
をお客様にお渡しし、50 
枚でディオス⾦券 200円 
と交換することにした。 
また、Wチャンスとし 
て、⾦券を使⽤された⽅ 
には、抽選で毎月 1万円の⾦券が 20名に
当たるようにした。なお、⾦券は、ディオ
ス専⾨店会のほか、イオン北千⾥や⼤丸ピ
ーコック北千⾥、阪急オアシス北千⾥と⼤
⼿スーパーでも利⽤できるようにしてい
る。 
さらに地域で活 
動している皆様の 
幸せづくりに役⽴ 
てていただくため、 
台紙の色を変えた 
ゆめシール団体ポ 
イント制を設けて 
いる。この団体ポイントは、通常２％の還

活性化の要因 

取組みのきっかけ 

事業の仕組み 

 

 
緑色の台紙が団体用 
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元率を１０％と５倍に引き上げ、還元上限
額も１００万円に設定している。 
団体ポイントの還元活用に際しては、地
域のニーズや優先順位を決定するため毎
月 1 回地域の人々が集まる地域交流研究
会を開催し、地域にとって最適なものを還
元できるよう、研究会がフィルターの役割
を果たしている。 
地域交流研究会は、近畿⼤学の久隆浩教
授のアドバイスにより回数を重ねている
が、この会議は自由に発言ができて、遅
刻・早退なんでもありというもの。参加者
が、言いたいことを述べて、面白いと思っ
た人がすくいあげて何か形になっていく
そうである。このフランクさと実現性が、
10 年以上の継続につながり、会議開催も
百数十回に及んでいる要因だと思われる。 

 
 
 
近隣の学校がビオトープの⽔循環ポン
プの電源として、太陽光発電システムの設
置を計画したが、その設置資⾦の⼯⾯に課
題があることを研究会で発表した。それを
聞いた⼭本会⻑は、学校は緊急時の避難場
所に指定されていることもあり、太陽光利
用は災害時には非常用照明の他、TV や携
帯充電など⾮常⽤電源としての利⽤もで
きると考えた。そこで、ゆめシール５０枚
と引き換えに２，０００円を寄付する仕組
みを作った 
（これが団体 
ポイント創設 
のきっかけで 
あった）。 

学校の設備で、災害時にも役⽴つという 
こともあって、PTAの⽅にディオス北千⾥
専⾨店会を利⽤していただく機会が増え
た。その結果、太陽光発電施設の必要資⾦
は順調に集まり、ポイントの還元と他の募
⾦と合わせて半年で⽬標額を集めること
ができたが、１学校への寄付は認めてもら
えないことから、防災施設等の観点で市⻑
へ寄付することによって、ようやく学校に
太陽光発電施設を設置することができた
そうだ。 
他にも団体ポイント 

 を活用し、PTAへの寄 
付とすることで中学校 
での置き傘の設置も実 
現したそうである（そ 
の置き傘には dios北 
千⾥のロゴが⼊っている）。 

PTA へのポイント付与を目的とした専
⾨店会会員店舗の利⽤が増えたことで、こ
れまで専門店会に入らなかった店舗も会
員となるなど組織強化にもつながったそ
うだ。 
ディオス北千⾥専⾨店会の近隣には、２
中学校、４小学校があり、約 2,000 人の
生徒が通っているそうで、「子どもの安全
は地域で守る」という信条のもと、ディオ
ス専門店会の店舗はすべて「こども１１０
番の家」に登録をしている。「こども１１
０番の家」は子どもが非常時に逃げ込める
ことが大事で、保護者や地域の方が「こど
も１１０番の家」として登録をしていても
不在の場合やマンション住まいのためイ
ザという時に子どもが逃げ込めないこと
も考えられるが、店舗なら昼間は開店して

取組み上の工夫や苦労 

 

 

設置されたソーラーパネル 
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おり逃げ込みやすいと考え、すべての店舗
で協⼒しているそうである。 

 
 
 
 
 
 
また、専門店街から「緊急速報メール」
も配信している。現在では、保護者の 99％
まで登録していただくようになったが、当
初は、専門店街への登録となれば、専門店
街の宣伝メールなども送られてくるので
はないかと心配され、登録は進まなかった
そうである。 
ある年の修学旅⾏の帰りのバスが、名神
⾼速道路の事故渋滞に巻き込まれ、帰校が
1時間以上遅れたことがあった。その時に
専門店街メールでその旨を知らせると、メ
ール登録者は帰校時に合わせて学校へ迎
えに⾏くことができたが、未登録の保護者
は帰校予定時刻に迎えに⾏ったため随分
待たされた。そこで、なぜ帰校が遅れるこ
とを知っていたのかが、保護者の間で話題
となり、そのことがきっかけとなって、そ
れまでの登録者約３０％が６０％ぐらい
まで伸びた。その後、インフルエンザによ
る休校情報等の配信などで、緊急速報メー
ルの登録者が増加し、現在の登録状況に至
ったそうである。なお、緊急速報メールは、
速報性を重視し、学校⻑がシステム⼊⼒す
れば迅速に配信可能なものとなっている。 

 
 
 

 
 

ディオス北千⾥専⾨店会は、これまで地
域や学校などが困っていることに専門店
街として解決に協⼒できるように、地域交
流研究会を通じて地域の幸せづくりに取
り組んできているが、さらに防災面の強化
を含め、移動ＦＭ局を作れないか検討して
いるそうだ。 
これまでの FM局はコミュニティ FMと
して地域に密着した固定局が定番で、千⾥
ニュータウンにもＦＭ千⾥（83.7Hz）が
ある。 
このＦＭ局のサテライトとして専門店
街に固定局を作るとなれば不動産の取得
や設備が必要になり、また、災害時には被
災して情報発信できないことも考えられ
る。しかし、移動局であれば初期費用を抑
えることができ、沿岸部等の大震災のよう
な場合でも高台に移動し、情報発信ができ
る。また、災害時は情報が錯綜しやすいが、
移動放送局があれば正確な情報の提供が
可能で、情報による混乱は避けることがで
きるのではないかと考えているとのこと
である。 
通常は、各店舗がお得な情報を流すこと
で個店 PRにもなり、また、日頃からリス
ナーに習慣づけて聞いてもらっていれば、
災害情報にいち早く対応でき、災害時には
減災につながる。また、多くの人とつなが
る仕組みをつくることで協⼒しあい、被害
を最小限にとどめるようにしたいとのこ
とであった。 

 
 

めざす商店街像（今後の展望） 

 

 
「こども 110番の家」の
旗を掲げた各店舗の様子 



108 

 
 

  地域学習の一環として、子どもたちに直
してほしい道路施設や公園施設など意⾒
を出し合ってもらったところ、「公園のベ
ンチが汚くて座る気になれない。」「交差点
のミラーに自分たちが映らない」などの意
⾒が出た。そこで、市にそのことを伝える
と、ペンキは用意できるということで、子
どもたちにベンチを塗り替えてもらった。
その後、自分たちで塗り替え愛着がわいた
のか良く利⽤するようになったとのこと
である。また、カーブミラーの⾓度を調整
するには警察の許可が必要となり時間が
かかることが多いが、⾏政の理解により早
期にミラーの⾓度が調整され、子どもが映
るようになって、子どもの安全の確保がで
きたとのことである。 
会⻑は、様々な取組みで得たことは、

エンドユーザーに活用されることが最重
要で、専⾨店会員の協⼒とともに、教育が
キーポイントになり、消費者と商店街が相
互利⽤するようになることだと言われた。 

 
 

 
専門店街の役割は、親睦と販促。それに
は若⼿の企画を取り⼊れるなどの新陳代
謝も必要と会⻑は⾔われる。また、学校の
問題を学校だけの問題とせず、学校と地域
と商業で解決できる仕組みをつくること
が必要と言われた。 
他の商店街等のポイント還元の目的は、

次の買い物機会の創出というところが大
半である。しかし、ディオス北千⾥専⾨店 

 
会のゆめシールは、地域の役に⽴つように
還元する仕組みであり、画期的であると感
じた。 
通常、買い物する場合、同じものであれ
ば価格が購入の基準となる。しかし、買い
物することが地域貢献になり、地域環境が
良くなるのであれば、購⼊店の選択基準に
もなるのではないか。地域の役に⽴つので
あれば、少し離れた安い店舗より、近い店
舗を利⽤しようという⼼理が働くのでは
ないかと思う。特に学校施設への支援とな
れば、保護者にとって子どもの教育環境の
向上は、非常に関心も高いことから、保護
者の専⾨店街の利⽤機会も増加すると考
えられる。 
住⺠は、誰もが地域が少しでも良くなっ
てほしいと願っているものの、ボランティ
アへの参加などには二の足を踏むことも
あるだろう。しかし、買い物をすることに
よって地域貢献できるとなれば参加意識
も高まるものと思われる。 
ゆめシール事業は、商店街が地域コミュ
ニティを担うといわれる現在において、模
範となるアイデアではないかと感じた。 
⼭本会⻑は、「地域が活性化することで

地域住⺠が専⾨店を利⽤するようになり、
個店が活性化する。個店の活性化は、専門
店街の活性化へ繋がり、さらに地域へ還元
されて循環していく」と言われる。ディオ
ス専門店街の「ゆめシール」はまさにこれ
を体現し、教育・防災・商店街の活性化の
三⽅善しを実現する理想的な仕組みでは
ないかと感じた。 

 

取材を通して 

こぼれ話 
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ディオス 
 北千⾥専⾨ 
店会は、地 
元サッカー 
クラブのガ 
ンバ大阪を 
全面的に応 
援するなど、 
あらゆる地 
元機関とつながり、地域で活動している人
や地域住⺠、学校環境の向上など幸せづく
りを応援する専門店街であった。 
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