
  

平成２８年４月２０日 

 

近畿のイケテル商店街 33 選を掲載します 
～もうかる・役に立つ商店街の取組と成功要因～ 

 近畿経済産業局では、厳しい状況の中でも、再生と活性化を図る取組で成果

を上げている商店街を「近畿のイケテル商店街」として、昨年 10 月から順次

HP で紹介し、本日、30 商店街を掲載いたしました（最終的には 33 商店街を掲

載予定）。 

また、「近畿のイケテル商店街」のノウハウなどを共有するため、平成 28

年 5 月 30 日に「近畿のイケテル商店街フォーラム」を開催します。 

 

１．「近畿のイケテル商店街」とは 

 立地環境など商店街を取り巻く環境が様々である中、優れたリーダー等が

中心となってにぎわい作りなどの「商機能」、子育て支援などの「公共機能」、

店舗誘致による新陳代謝などの「組織」の 3 つの強化に基づく取組を継続的

に推進し、成果を挙げている商店街を「近畿のイケテル商店街」として選定

し、その取組と成功要因を分析し当局のＨＰにおいて紹介しています。また、

来街者の方にも広く PR を図るため、「近畿のイケテル商店街ステッカー」

の作成も予定しています。これらの取組が、今後、他の商店街の再生と活性

化への取組の参考となることを期待しています。 
 
【近畿のイケテル商店街事例】 
①福井駅前商店街振興組合（福井県福井市） 

周辺の商店街と協力した共同販促、イベント開催に加えて所有

と利用の分離手法でのリノベーション、美のまちをテーマにし

たまちづくり等により、中心市街地の空き店舗が 30 減少し、

52 名の雇用を創出。 
②京都向日市激辛商店街（京都府向日市） 

激辛をテーマに商店と郷土愛に溢れた仲間が向日市に結集。激

辛にちなんだ商品、サービス開発により向日市を「激辛の聖地」

に。「KARA-1 グランプリ」では 8 万人を集客。 
③魚の棚東・西商店街振興組合（兵庫県明石市） 

停滞していた商店街に一陣の風。商店街役員を若手に一新する

ことにより、賦課金回収の徹底による財政難の解決、東西商店

街の連携によるイベントの実施や店舗リニューアル、業種変更

により賑わいを取り戻す。 
④花しょうぶ通り商店街振興組合（滋賀県彦根市） 

商店の子息の U ターン組が商店街の名称変更を皮切りに改革 
を実施。大学生との連携イベントや、戦国時代をテーマにした

空き店舗の「街の駅」化などにより、来街者が 2 倍に増加。 



２．「近畿のイケテル商店街フォーラム」の開催について 
   近畿経済産業局が紹介する３３商店街の中から、各々が有した課題を「イ

ケテル」取組の実施で解決することによって、賑わいを得ている、上記 4
商店街の失敗例や苦労話などを含めた取組の神髄や成功要因を紹介します。

本セミナーの開催を通じて商店街活性化のためのノウハウの共有が図られ、

新たな商店街活性化の動きが各地で生まれることを期待しています。 
 
【日時等】 
 日時：平成 28 年 5 月 30 日（月）１３：３０～１７：００ 
 場所：大阪国際交流センター 小ホール（大阪市天王寺区上本町 8-2-6） 
【開催概要】 

1. 基調講演：加藤 司教授（大阪商業大学総合経営学部） 
テーマ：「商店街のリーダーさん、不足する資源は借りれば良い、必要

ならば創れば良い」 
2. イケテル商店街事例紹介（上記４商店街） 
3. パネルディスカッション（加藤教授と上記４商店街） 

 

  
 
※「近畿のイケテル商店街」アドレス 
 http://www.kansai.meti.go.jp/3-8ryusa/iketeru/kinki_iketeru.html 
 

（本発表資料のお問い合わせ先） 

 近畿経済産業局 流通・サービス産業課 

  担当者：高瀬、岡村、大野 

  電 話：０６－６９６６－６０２５ 

 



近畿のイケテル商店街リスト 

 

番号 商店街名 内容 分類

1 福井県 福井市 福井駅前商店街振興組合 周辺商店街と連携したエリアの活性化 新陳代謝

2 福井県 小浜市 小浜水産食品協同組合 地元産鮮魚一筋の魚市場 商品力

③ 福井県 勝山市 本町通り商店街振興組合 奥越前の冬の風物詩「勝山年の市」で賑わう商店街 にぎわい作り

4 福井県 鯖江市 本町商店街 おもてなしの心にあふれた癒やしと憩いの場 財務体質

⑤ 滋賀県 大津市 堅田商業連合協同組合 「まちセリ」で個店の魅力も盛り上がり！ 商品力

6 滋賀県 大津市 石山商店街振興組合 アクションプランで地域と歩む商店街 地域交流

7 滋賀県 彦根市 花しょうぶ通り商店街振興組合 若き侍（若手商業者）たちが描く下町ルネッサンス にぎわい作り

8 滋賀県 長浜市 ながはま御坊表参道商店街振興組合 商人のまち長浜　大通寺のお膝元 にぎわい作り

9 滋賀県 長浜市 長浜商店街連盟 観光客を長浜のファンにする！ にぎわい作り

⑩ 京都府 京都市 山科商店会 バルが繋ぐ、バルから広がる地域のきずな 地域交流

11 京都府 京都市 御薗橋８０１商店街振興組合 ８０１（やおい）ちゃんと福祉のまちを目指して 少子高齢化

12 京都府 京都市 寺町専門店会商店街振興組合 京都の繁華街に残るホッとスポット 地域交流

⑬ 京都府 向日市 京都向日市激辛商店街 地元愛から集う特殊技能集団 商品力

14 大阪府 大阪市 地下鉄あびこ中央商店街振興組合 変わり続ける厄除け参道の商店街 にぎわい作り

15 大阪府 大阪市 生野本通商店街振興組合 商工連携で「お宝発見」による賑わいを 商品力

⑯ 大阪府 大阪市 駒川商店街振興組合 行けば楽しい何かに出会える商店街 にぎわい作り

⑰ 大阪府 大阪市 黒門市場商店街振興組合 食の魅力でインバウンド客も地元客も！ 外国人対応

18 大阪府 大阪市 九条新道駅前商店街 「お・も・て・な・し」の心きらめく商店街 にぎわい作り

19 大阪府 大阪市 粉浜商店街振興組合 空き店舗を活用したレンタル店舗で賑わい創出 にぎわい作り

20 大阪府 堺市 堺東商店街連合会 マメなネットワークづくりで来街者数が復活 地域交流

21 大阪府 高槻市
高槻センター街事業協同組合
高槻城北通事業協同組合

シナジー効果が奏でる２つの商店街のハーモニー にぎわい作り

22 大阪府 富田林市 喜志駅前通り商店会 大学生とコラボしたアートイベントで、めざせ”芸術のまち” 地域交流

23 大阪府 箕面市 みのお本通り商店街振興組合 地域にとけこむ商店街 新陳代謝

24 大阪府 東大阪市 瓢箪山中央商店街振興組合 地域とともに、絶えず進み続ける商店街 にぎわい作り

㉕ 兵庫県 神戸市 水道筋商店街協同組合 話題作りを楽しみながら地域に愛される商店街 にぎわい作り

☆26 兵庫県 神戸市 垂水商店街振興組合 「まちゼミ」で「お店」と「まち」のファンづくり 商品力

☆27 兵庫県 神戸市 大安亭市場協同組合 生鮮食料品で住民指示を受け、イベントの開催など活気ある市場 商品力

28 兵庫県 明石市
魚の棚東商店街振興組合
魚の棚西商店街振興組合

人が替われば商店街も変わる！次世代につなぐバトン
新陳代謝（財
務体質）

㉙ 兵庫県 洲本市 本町五六商店街 変わりはじめた城下町商店街 新陳代謝

30 奈良県 奈良市 奈良市下御門商店街協同組合 古都の商店街を流れるそうめんで賑わいづくり にぎわい作り

㉛ 奈良県 大和高田市 片塩振興協議会 「おかげの心」でにぎわい復活 少子高齢化

㉜ 和歌山県 新宮市 新宮市中心市街地エリア商店街（会） 「しんぐう逸品」は自らを知ることから 商品力

☆33 和歌山県 那智勝浦町 つきじ商店会 地域資源の活用による観光地特性を利用した活性化 商品力

※番号の○印は、平成27年10月21日公表商店街、番号の前に☆印は未掲載商店街

府県名


