
京都まちづくり学生コンペ 2009 

キックオフ ワークショップ（第２部）記録 

地域に密着した商店街とまちづくりの接点 

～頑張る商店街の現状とまちづくりで果たしている役割～ 

 

日 時：2009 年 8 月 8日（土） 15:00～17:00 

    講 師：上田照雄氏（京都三条会商店街振興組合理事長） 

        中川敏逸氏（ラクセーヌ商店会会長） 

コーディネーター：福井雅之氏（京都商店連盟） 

 

１．京都商店連盟とは 

福井氏 京都商店連盟は商店街に対して、ソフト・ハード両面の支援をしている。京都府下では

85 の商店街が加盟。 
 
■商店街とは？ 

・商店街と聞いてイメージするのはアーケードだろ 

うか、統一看板だろうか、様々な取組であろうか。 

・弥栄祗園商店街では、丸が繋がった「団子」をデ

ザイン化したものをシンボルマークに採用してい

る。 

・錦市場商店街は、カラフルなアーケードでお馴染

みだが、生鮮食品が自然に見えるための３原色を

採用。 

・その他にも、七条商店街、龍馬通商店街、北山街など、ハード面を見るだけでも商店街によっ

て個性があることがおわかりいただけると思う。 

・商店街の所在地は、京都商店連盟のホームページに掲載している。 

 

■商店街の現状 

・商店街は「都心型」「広域型」「地域型」の 3
つに分類して考えるとわかりやすい。それぞれ

に特徴、魅力、課題が整理できる。 
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・商店街は、全国で 13,259、京都府下で 290 の商

店街が存在しているといわれている。うち、商

店街振興組合として法人化しているものは、全

国で 2,373、京都府下で 64、協同組合は全国で

1,073、京都府下で 20 存在している。任意団体

も全国で 9,813、京都府下で 206 ある。 

・京都府下の小売商業全体の統計を見ると（経済

産業省商業統計立地環境特性別統計編）、平成 16 年で 12,068 であったものが、平成 19 年には

11,238、つまり 6.8%の減少となっている。年間販売額についても 3.1％の減少となっている。 

・地域密着型商店街の事業所数は、平成 16 年に 5,586 あったが、平成 19 年には 5,045 と 9.6%減

少であり、大変厳しい状況。 

・81 商店街を対象に行った京都商店連盟の調査によると、空き店舗数は合計で 475 で、1 商店街



あたり 5.8 軒の空家がある計算となる。そのうち 1 年以上の空家が 7 割。空家になった理由は

「所有者の設定する家賃が高い」等があげられているが、２番目に「分からない」とある、こ

の答えが正直な回答であると考えられる。商店街にとっても、空家対策には何から手を付けて

良いのか分からない状態。 

 

２．京都三条会商店街振興組合の取組 

上田氏 

■三条会商店街の概要 

・空き店舗は、三条会にも 4 店舗ある。シャッタ

ーが閉まっている場合は「仕舞屋（しもたや）」

が多いほか、店舗自体が借家なので、又貸しが

できず、貸したいけど貸せないものもある。 

・京都三条会商店街振興組合は、店舗数 180、全

長 800ｍで道幅が 10m で、大正 3 年に形成され

た。昭和 50 年代には 240 店舗を数えた。大正

13 年に三条会商店街振興組合となり今年で 85
年を迎える。 

・当商店街は、東の三条大橋を超えると東海道や中山道、西に行くと丹波路に繋がる。商店街の

西に接する千本通りは平安時代の朱雀大路であり、南に行くと九州まで繋がる西国街道となる。

つまり、街道の要衝に形成された商店街である。 
・昔は繁華街の中にあり、以前は国技館や相撲の宿泊所や寄席も６箇所あった。戦後から地域密

着型の商店街となった。 

・商店街の周りにはスーパーやコンビニ、ディスカウントショップもあるが、商店街としてはこ

の「安売り合戦」には参入せずに、独自のサービスを提供していくようにしている。 

■リボンスタンプ事業 

・商店街の基幹事業であり、私が理事長に就任した平成 16 年から力を入れて取り組んでいる。 

・カードは貸し借りや譲渡、地域通貨として使用できないので、この様なアナログ方式を採用。

社会福祉協議会で介護活動を行う「結」と連携して、活動報酬としてリボンを活用。小学校と

の関係では、100 冊集めると屋外用の時計と交換する契約している他、販売体験授業での通貨

としての使用や季節ごとに実施している抽選会にも使っていただいている。 
・地域を巻き込んでのスタンプ事業といえる。 

■七夕夜市 

・7 月第一土曜日に毎年実施。 

・商店街だけでなく、PTA やオヤジの会、共同作業所、中学校の生徒会なども参加する手作りの

夜市で、50～300 円の範囲で設定してタンスの奥にあるものを販売。 
・地域を巻き込んだ商店街一番の大きなイベントで、今年で 30 周年を迎えた。 

■子育て支援 

・毎月 5～6 日程度、京都光華女子大学保育学科と連携して設置。 

・親子で来ていただき、交流や悩みを話し合う場として機能している。 

■子ども抽選会 

・9 月第 1 土曜日に実施（今年は 9 月 5 日実施予定）。 

・子どもが対象なので、商品はお菓子やニンテンドーＤＳ、自転車等、旅行券も用意。 

・1 時間半で商品が無くなってしまいお叱りを受けるなど、大変たくさんの方に来ていただける。 

・子どもを対象とするのは、子どもと一緒に大人が来ていただけるだけでなく、子どものために
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大人がリボンスタンプをためてくれるためである。 

■環境への配慮 

・使用済みの蛍光灯、乾電池、バイオ燃料に使用する使用済み天ぷら油などを回収。 

・てんぷら油は、特に大量に回収できている。 

・商店街事務局の女性二人がデザインし、リボンスタンプと交換するエコバッグを作製。現在、

2,500 ほど出回っており、ＵＳＪや高島屋で使用している人の目撃談あり。「信三郎帆布」と提

携した 50 個限定のエコバッグもある。 

■安心安全 

・平成 17 年度に防犯カメラを設置。（現在 41 機） 

・設置後、引ったくりや置き引きがゼロとなった。通学路も視野に入るカメラがあり、児童の安

全に役立てることができる。 

・登校時は辻に見守り隊が立っているが、下校時には商店街から見守り隊を出している。 

■組合事務所 

・商店街で事務所を構えているが、平成 16 年に広い

場所に借り換えコミュニティ・スペースを設けて

いる。色々な方に借りていただき、借料収入もあ

がっている。 

・事務所を構えることで、組合員が集まりやすくな

った。この場を使って「飲みニケーション」が大

いに行われている。この中では様々なアイデアが

生まれる場となっており、大賑わいで成功した「移

動動物園」のアイデアも、ここから生まれた。 

■まちおこし 

・商店街の中には祇園祭の発祥の場所である「三条御供社」がある。春と秋にはお祭りをしてい

るが、7 月 23 日にはオハケをしている。翌日の 24 日は還幸祭があり、三条会では三若神輿会

に「三条会班」として加わっている。 

・その他、ドラマの舞台や映画（パッチギ、ホームレス中学生等）の舞台としても登場している。 

・野口みずき氏の応援など新聞にもしばしば登場している。 

・様々な取組が評価されて、「がんばる商店街 77 選」にも選ばれた。 

・これらの取組は、一人ではできない。同じ志を持つ人と一緒に取り組むことが必要で、仲間が

大事。 近は「三条隊」という自称青年部の実働部隊も立ち上がっている。 

・組合加入率 100％であるが、これは全国でも希なこと。 

・課題としては、後継者育成など、持続的の取り組んでいく仕組み作り。 

 

３．ラクセーヌ商店会の取組 

中川氏 

■ラクセーヌ商店会の概要 

・ラクセーヌという名前は、隣に流れる川を「洛西のセーヌ川に」という思いを込めて、公募で

選ばれた。 

・専門店で構成される商店会で、51 店舗が加入する。1 階 2,410 ㎡、2 階 3,428 ㎡で、共用部を併

せてのべ 7,658 ㎡の商業施設。1982 年 3 月に建設されたもので、デベロッパーは現在の京都市

住宅供給公社。周辺には高島屋、竹の郷温泉などがある。 

・少子高齢化、住民の減少という多くのニュータウンと同様の課題がある。そのような中、新し

く住まれた人も「ここが故郷」と感じてもらえるような取組を展開している。 
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■多様な取組 

・地域を巻き込んだ取組として、夏祭りがある。知られたバンドなどを招いて賑やかに実施して

いるが、今年で 28 回目を数える。 

・1 月は 2 日から営業しているが、2 日には餅つきをしたり、湯飲みをプレゼントしている。その

他バレンタインデーやホワイトデーなど、年間を通してイベントをしている。 

・夏の抽選会では、「ハワイ 15 名招待。15 名優待」と、30 名を招待した。 
・先日は「現金つかみ取り」をした。多い方では 6 万円ほども掴まれた。この額に相当する金券

をお渡ししている。 

・5 店舗のスタンプを集めると優待される特典や、カードポイント抽選会なども実施。 

■周辺地域の活動と課題 

・洛西ニュータウンには創生推進委員会が立ち上が

り、私も参加している。 

・そこで地域の課題を抽出しているが、少子高齢化、

路上駐車が多い、交通の便が悪い、人口が減少し

ているなどと指摘されており、例えば交通の便を

良くするために巡回バスを走らせようという話を

している。 

・洛西ニュータウンでは、ピーク時には 8,000 人の

子ども達がいたが、現在では 3,000 人程度に減少

している。 

・「①自然環境の保全と美しいまちなみづくり」「②子どもを育てる地域環境づくり」「③熟年

世代が活躍できる地域づくり」「④身近な地域拠点と交通環境づくり」が将来の展望としてあ

げられている。 

 

４．両取組の特徴 

福井氏 

・商圏については、三条会商店街は約 27,000 人。ラ

クセーヌは 28,000 人。いずれも、比較的恵まれて

いるといえる。 
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・どちらの商店街も地域とのコミュニケーションツ

ールに力を入れていることがよく分かった。 

・三条会の特徴は、老舗が多いということ。180 の

店舗のうち、創業 50 年以上の店舗が 45 あり、

も古い店は創業 150 年以上。また、専門店が多い

のも特徴。魅力的な商店街づくりを考える上で重

要な要素。多くの商店街はスーパーが集客の核に

なることが多いが、三条会はそうではなく、個店が集客の核になっている点も特徴。 

・ラクセーヌ商店会は、近隣の施設との動線が上手くできていることに加え、商店が客のニーズ

に合っているのだろう、店舗の入れ替えが少ないように見える。また子どもから大人、高齢者

までバランスのいい集客の要因があり、平日でも家族連れが訪れるなど、複合施設ならではの

状況となっている。 
 
 
 



５．質 疑 

（受講生） 商店街それぞれの取組は理解できた 
 が、商店街同士が連携して取り組んでいる事例 
 などはあるのだろうか。 

（中川氏） 商店街には地域性があるので、商店 
 街がまとまって取り組む、というのは難しい。 

（福井氏） 中京区の中東支部では交通に関して 
 連携して取り組むなどの事例はある。 

（受講生） 商店街振興組合と町内会の違いは。 

（上田氏） 両組織は別物だが、商品の購入など 
 で協力しあうことはある。商店街とは町内会よ 
りも、老人会や女性会などの各種団体と懇談会を開催するなどの連携がある。 

（中川氏） 夏祭りで女性会に踊りの協力、桜祭りでサークルの発表の場として活用いただいて      

いる。 

（受講生） 跡継ぎの育成に関してはどのような活動をしているのか。 

（上田氏） 「三条隊」は積極的に勧誘し、取組を展開しているが、個店の承継には取り組めて      

いない。 

 

６．おわりに 

（上田氏） 商売の基本は、挨拶だと考えている。目が合えば必ず挨拶するようにしているし、      

人と人の関係の基本は挨拶だと考えている。 

（中川氏） 私は仕事柄（おもちゃ屋）気になっているのは、子どもに無関心の親が増えてい      

ること。我が子をしかれない親が増えているように感じる。 

（福井氏） 皆さんの住んでおられる家の近くには、必ず地域密着型の商店街がある。これから      

卒業されて京都から出ていかれる人も、京都に来た際に「あの店のおじさんが懐かし      

い」と思えるような商店街を見つけて欲しい。ぜひ気軽に商店街に足を向けて欲しい      

し、飛び込んで欲しい。 

あと、私の経験から感じているのは、商店街におけるまちづくりを提案する際、課題を解決

するための提案は、なかなか取り組むのが難しいし、受け入れられにくい。個性を伸ばす方向

の提案の方が受け入れられるように感じる。 
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