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『まちづくり交流』
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まちの力になります！！
～京都三条会商店街振興組合の取組～

京都三条会商店街では、お店で100円買うごとに1枚の
リボンスタンプを発行しています。台紙に200枚貼ると
300円の金券として使えます。このリボンスタンプを利用
して昨年8月から今年の2月までの間、地域支援事業に挑戦
されました。リボンスタンプで一杯になった台紙3冊を集
めた地域の諸団体やボランティアグループに対して、商店
街が活動の支援を行うという仕組みです。PTA、老人会、
地域の野球チームなど36団体を対象とし、イベントの機材
の提供や講師の派遣への助成などが行われました。
京都三条会商店街振興組合の大網

おおあ み

理事長によると「これ
まで地域の各種団体との交流はありませんでしたが、この
事業によって色々な方々と知り合うことができました。顔
見知りになることでお店にも繰り返し来ていただけました
し、リボンスタンプを地域に認知してもらえました」との
ことです。

リボンスタンプには、地域の人々を結びつける働きもあ
ります。児童公園の管理をされている地域の方が落ち葉の
季節に掃除をしてくれる人を探していたところ、女性会や
商店街振興組合の方が名乗り出て清掃を行いました。謝礼
はやはりリボンスタンプを貼った台紙3冊。管理人のおば
あちゃんは「スタンプで掃除していただけるなんて、とっ
ても助かる」と喜ばれたそうです。また、日本フットボー
ルリーグに所属するサッカーチーム「FC京都1993」の選
手が学校で講習会を開催する仲もとり結んでいます。

学校との連携は数年前から行っており、洛中小学校と朱
雀第一小学校の3年生を対象に、商店街のお店で店頭販売
体験活動を行ってきました。2、3人のグループに分かれて、
おすすめ商品の入ったチラシ作り、販売活動、そしてその
ためのお店との打合せを行います。昨年秋、洛中小学校で
はその集大成として、空き店舗を借りて生徒自身が運営す
るお店「キッズ洛中」を3日間オープンしました。事前に

販売の体験活動をしたお店の商品の中から「当日どんな
商品を売るか」「価格や数量をいくらにするか」など自分
たちで考えて決めたのが特徴です。当日は威勢のよい掛
け声が飛び交い活気のあるお店になりました。また、朱
雀第一小学校では「すざくにこにこ商店街」として商店街
のアーケード内に2日間お店を出しました。80名の生徒
がお店を運
営し、踊り
や行列も登
場するにぎ
やかなお店
になりまし
た。
昨年 4 月

から小学校
に総合的な
学習の時間が本格的に導入され、ユニークな学習が各地で
始まっています。商店街は、子どもたちが社会の仕組みを
学ぶとともに、地域の人たちと触れ合い、世代間の交流もで
きるなど様々な効果が期待できます。一方、商店街にとっ
ても、「キッズ洛中」と「すざくにこにこ商店街」の品物
が1時間の間にほとんど完売したように、保護者をはじめ
地域の方々に商店街に目を向けていただける格好の機会
となったようです。
この販売体験では、現金ではなくリボンスタンプが使用
されました。前述の地域支援事業やボランティア活動の結
びつけにも活躍しているリボンスタンプは、限られた地域
の間で流通し、物やサービスの代償としてお金の代わりに
使用する「地域通貨」といえるでしょう。商店街ならでは
の地域との連携として注目されます。

大網さんは「助成や模擬店舗はとても好評で来年度も
やってほしいとの声がたくさん寄せられているので、何
とかして続けられるように検討しているところです。ま
た、高校生による商店街活性化プランのアイデアを具体
化するなど新しい取組も考えていますので、期待してい
てください」とおっしゃっています。
冷え切った経済状況の中でも、「商店街が盛り上がるため
には地域から」と地域との新しい連携方法を次々と生み出
す三条会商店街。活発な動きに刺激され、この地に建設中
のマンションも商店街のある暮らしの魅力をアピールして
います。
八百屋では野菜の料理法まで教えてくれる、そんな気
さくな商店街が地域活動を盛り上げ子どもの社会学習の
場にもなる。ここ三条会商店街に魅力的な暮らしを発見
しました。

人と人とを取り結ぶ

地域活動の支援

まちづくり提案

議論の中では、観光地ならではの様々
な意見や疑問が出され、「机の上で語っ
ているだけでは、問題は解決しないの
では。実験してみよう」と、「ゴミ箱を
置く日、置かない日」を設けて、平成
13年末から14年にかけて実態を調査す
ることになりました。
実験は、観光シーズンの年末年始及

び3月末から5月初旬にかけて、数日にわたり行われまし
た。「ゴミ箱を置く日」には、景観に配慮した竹製のゴミ
箱などを6個増設し、既存のものと併せて計11個に。「ゴ
ミ箱を置かない日」には、全てのゴミ箱を撤去しました。
また、分別用ゴミ箱を設置したり、店で出すゴミに合わ
せたゴミ箱（例えば串入れ）を用意するなど、置き場所
によって工夫をしながら、ゴミの量や出される状況等を
調査しました。
実験の結果を分析し、議論した結果、「ゴミ箱を置かな
いことで実験地域内のゴミは減ったが、地域外のゴミが
増えた。ゴミの発生源が自分たちの地域にある以上、ゴ
ミ箱を置く必要がある。しかし、ゴミ問題は、ゴミ箱だ
けでは解決できないのではないか。人のつながりや地域
の目の大切さ、ゴミ箱の管理体制、広報活動による周知な
ど、様々な取組と併せて行うことが必要である」と、観
光シーズンのゴミ箱の設置と、広報啓発活動として設置
日当日だけでなく、日頃から活動内容やメンバーの思い
を伝えることを決定し、早速、広報紙もつくられました。

このように、「ゴミ」問題をはじめ、様々なテーマで実
践を通じた活動が幅広く行われています。防犯や景観等、
他の課題についても実践の中で考えようと、「昼のまち歩
き」と「夜のまち歩き」を行うなど、工夫を凝らし、一
歩一歩着実に取り組まれています。このような地に足の
ついた活動が、これからの清水三ヶ町、そして清水全体
のまちづくりの新しい歴史を刻むことと思われます。

～実践から解決策を探る～

若者でにぎわう三条通を西へ歩き、堀川通を超えると、
千本通まで約800mにわたり商店が続いています。総店
舗数約180店を誇るこの京都三条会商店街は、地域で
活動する団体へ支援を行うなど、地域との連携に取り組
んでいます。

公園の清掃

模擬店舗「キッズ洛中」「すざくにこにこ商店街」

これから

子ども達の笑顔で大繁盛!!

清水三ケ町のまちづくり
「ゴミ箱を置く日／置かない日」

平成14年度賛助会員

［個人］
青山　とうこ
芦田　英機
石田　達
石原　一彦
市川　喜崇
井手　正己
糸井　恒夫
稲石　勝之
稲波　良幸
稲本　浩一
犬伏　真
井上　雅生

伊本　俊男
岩本　文夫
上田　修三
上原　 任
植村　博之
宇 史昭
大島　仁
大森　壽人
岡崎　篤行
岡崎　和夫
岡本　晋
奥　　美里
奥山　脩二

小山　選一
海堀　安喜
糟谷　範子
片田　住夫
桂　　豊
上林　研二
亀井　孝郎
川口　東嶺
川島　三郎
河邊　聰
岸田里佳子
北里　敏明
北山　俊二

木村　忠紀
木村　寿夫
國井　正之
坂本　登
佐治　正雄
佐竹　和男
塩谷　孝雄
島　　耕一
島田與三右衛門
下薗　俊喜
白須　正
杉山　義三
寿崎かすみ

鈴木　茂雄
炭崎　勉
園　　孝裕
高木　勝英
高木　伸人
武居　桂
竹内一二三
田中　治次
田辺　鈴賀
田村　佳英
勅使河原拓
出嶋　裕二
寺田　恵子

寺田　敏紀
寺田　史子
永井久美子
永岡　正美
中川　慶子
中島　康雄
仲筋　邦夫
鍋島　正男
成田　和嗣
成瀬　英夫
西　　晴行
西川　壽麿
西u 和夫

西島　篤行
西嶋　直和
西田　隆二
野嶋　久暉
野原　康
長谷川梅太郎
長谷川忠夫
畑中　政治
林　　建志
林　　幹夫
播摩　和美
春名　秀雄
人見　米一

平竹　耕三
平竹　洋子
廣田　吉昭
藤本　春治
平家　直美
星川　茂一
正木　敦士
馬屋原　宏
南　　寛
森澤　正一
森澤富久造
山口　豊
山口　勝広

山口ひかり
山本　晶敏
山本　和夫
山本　一宏
山本　一馬
山本　耕治
山本　七重
吉田真由美
淀野　実

［団体］
アジア航測株式会社京都支店
大阪ガス株式会社近畿圏部
大阪ガス株式会社京滋事業本部
株式会社大林組京都営業所

オムロン株式会社　
株式会社 オーセンティック
関西電力株式会社京都支店
要建設株式会社
京セラ株式会社

京都駅ビル開発株式会社
株式会社京都科学
株式会社京都放送
京都リサーチパーク株式会社
NPO法人京滋マンション管理対策協議会

京阪電気鉄道株式会社
株式会社ジェイアール西日本伊勢丹
清水建設株式会社
株式会社ゼロ･コーポレーション
株式会社地域計画建築研究所

都市居住推進研究会
西日本電信電話株式会社京都支店
花豊造園株式会社
NPO法人マンションセンター京都
ローム株式会社　

清水三ケ町のまちづくりを考える集まりが最初にもたれ
たのは、平成13年5月のことでした。この集まりは、平成
13年2月から3月に、センター主催の「地域まちづくりセ
ミナー」へ参加された方が、まちのことをもっと知る勉強
会や意見交換会を行おうと呼び掛けられたものです。「今
日あるのは、先代のお陰。それを忘れかけていました。観
光地であり、居住地でもあるこの地域について、共に考え
ていきたいと思い始めました」と、呼び掛けたメンバーの
一人、島

しま

田
だ

典一
のり か ず

さんは、この取組への意気込みを話されま
した。
これまで、この地域では、観光地であるとともに、伝
統的建造物群保存地区や風致地区など、建築に関する
様々な規制があることから、景観に対する意識が強く、
「地域まちづくりセミナー」でも、景観を保全する上での
苦労や問題点などが多く語られていました。しかし、こ
の集まりを幾度か重ねる中で、景観だけでなく、ゴミ、
交通、子育て、人と人とのつながりづくりなど、地域に
は様々な課題があることが見えてきました。そして、多
様な視点からまちづくりを考えていこうと、30代～70代
の男女約20名が、月に1度、熱心に楽しく話し合いを重
ねておられます。

まず最初に取り組まれたテーマは、「ゴミ」問題でした。
「ゴミがゴミ箱からあふれかえっている」「ゴミ箱は誰が管
理しているのか」「ゴミ箱があるから家庭ゴミも捨てられる
のでは」「ゴミ箱がなければポイ捨てが増えるのでは」…。

観光地であり、居住地でもある清水

京都東山山麓に位置し、清水寺、高台寺をはじめ、
数々の歴史的資源に囲まれた世界有数の観光地である清
水の桝屋町、清水三丁目、八坂上町の三ヶ町で、実践を
通じて地域課題を解決し、住み良いまちをつくろうと取
り組まれているまちづくりを紹介します。

「ゴミ箱を置く日／置かない日」




