
あきる野市商店街振興プランの進捗状況

（1）商店街振興プランの進捗状況の検証について

平成14年度に策定した「あきる野市商店街振興プラン」の重点施策について、次の

基準で実施状況を検証しました。

１） 地域ブランドの創出戦略

２） 環境対応型の創造戦略

No. 活性化の手法 評価 進捗状況

1

地域、業種、商店街等において、

商品や包装紙、キャラクター等、

独自のブランドづくりを行いま

す。【短期】

Ａ

秋川渓谷ロゴや、市の公式キャラクターで

ある森っこサンちゃんを活用したPRのほ

か、あきる野商工会と連携し、秋川渓谷物

語やあきる野の匠などの地域ブランド認定

事業を進めています。

2

各店舗において、独自の商品づく

り、独自のサービスの提供を行い

ます。【短期】

Ａ

あきる野商工会において、特産品開発事業

を実施し、地域の名産品となるようなアイ

ディア商品の製作を支援しています。また、

平成21年からは、商工会直営のアンテナ

ショップである「いろどり屋」を開設して

います。

3

各店舗や空き店舗等において、地

域の特性を活かした店舗づくり

を行います。（木工製品等作成体

験のできる店舗、市民等が作成し

た物を販売する店舗など）【長期】

Ｂ

ヨルイチや雛めぐりなど市や商工会が後援

するイベントにおいて、空き店舗を一時利

用した販売事業を実施している実例がある

ほか、平成28年に開設されたBi@Sta で

は、チャレンジショップとして、創業希望

者が販売体験できるスペースを設けていま

す。

No. 活性化の手法 評価 進捗状況

1
分別回収のリサイクル機器の設

置を行います。【長期】
Ｄ

商店会単位での実績はありませんが、スー

パーや大型店での独自回収のほか、ゴミの

個別回収による資源回収を行っており、需

要は満たされていると考えられます。

【進捗状況の基準】

Ａ：定常的実施 Ｂ：一部実施 Ｃ：未着手 Ｄ：完了

※一部実施とは、プロジェクトチームを立ち上げたり、計画を策定中であるなど具体的な対応を

している状況を指しています。
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３） ITを駆使した情報戦略

2
再生素材を使った買物袋づくり

を行います。【長期】
Ｃ 具体的な取組実績はありませんでした。

3
空き店舗等を利用して、フリーマ

ーケット等を開催します。【短期】
B ヨルイチや雛めぐりなどで空き店舗を一時

利用しているほか、平成28年に開設され

たBi@Sta では、チャレンジショップ用の

スペースを設けています。
4

空き店舗等を利用して、古着等を

扱うリサイクル店を運営します。

【長期】

B

5

あきる野市の自然環境を活かす

上で、森林組合や農業協同組合等

と商店街が連携を図りながら、地

域の美化、清掃活動等を行いま

す。【短期】

Ｃ 具体的な取組実績はありませんでした。

No. 活性化の手法 評価 進捗状況

1
商店街や各店舗のホームページ

を作成します。【短期】
Ｂ

平成17年に商店会連合会、平成19年に

ルピアテナント会においてホームページを

作成しましたが、現在は廃止しています。

また、あきる野商工会において、平成 19

年からあきる野・檜原タウン情報ホームペ

ージ作成し、商工会員の周知・PRを図って

います。

2

商店街及び各店舗のホームペー

ジ作成の支援等、ITに関する支援

組織の設立を行います。【長期】

Ｂ

あきる野商工会において、専門家派遣事業

の活用による個店へのホームページ作成支

援を行っているほか、Bi@Sta のミニセミナ

ーにおいても IT活用をテーマとした勉強会

を行っています。

3

空き店舗等を利用して、商店街の

IT コーナーや IT 教室等の設置を

行います。【短期】

Ｃ 具体的な取組実績はありませんでした。



４） ハイタッチなサービスによる再生戦略

No. 活性化の手法 評価 進捗状況

1

商店街マップづくりや広報誌作

成、案内板設置等を行います。

【短期】

A

一部商店会において商店会案内板の設置

や、独自マップの作成を行っているほか、

イベント開催時のチラシに商店会マップを

掲載することにより、商店会情報の周知を

図っています。

・増戸ますますMAPの設置

【H20・22 増戸商栄会】

・いい店MAP

【H25 秋川駅北口会/秋川駅北口地区産業

活性化戦略委員会】

2
宅配サービスや御用聞きを行いま

す。【長期】
Ｂ

具体的な取組実績はありませんが、個店単

位で実施しています。

・高齢者にやさしいあきる野市商店マップ

【H23・24 あきる野市社会福祉協議会】

3
ポイントカード（るのかーど）の

充実を図ります。【短期】
Ａ

あきる野商工会において、カードを活用し

た顧客の獲得支援（ポイントに応じて景品

を贈呈する、日帰りツアー等を実施する等）

を行っています。

4
商店街独自の商品券の発行を検討

します。【長期】
Ａ

各商店会における販促イベントの景品とし

て定常的に発行し、リピート客の獲得に努

めています。

５

商店街が快適で利用しやすい買物

空間となるように、施設等のユニ

バーサルデザイン化や休憩所、街

路灯等の環境整備を行います。

【短期】

Ｂ

一部の商店会において、街路灯のLED化や

塗装工事等を実施しています。

・装飾灯LED化【H22原店商店会】

・装飾灯LED化【H25五日市商和会】

・装飾灯 LED化【H29東秋留北口商栄会】

6

まちづくりを考えながら、商店街

周辺の公共施設等と一体となった

統一性がある環境整備等を行いま

す。【短期】

Ｂ

一部エリアにおいて、基本構想の作成やま

ちづくり調査を行っています。

・秋川駅北口地区まちづくり基本構想の作

成【H20商工会】

・秋川駅北口活性化まちづくり調査の実施

【H22市】

・武蔵五日市駅前市有地活用調査検討結果

報告書の作成【H22 市】

7

公共施設の駐車場との連携等によ

る駐車場の確保や商店街の駐車場

整備を検討します。【長期】
Ｂ

五日市ひろばやおかいもの駐車場を整備し、

買物環境の向上を図っています。

８
「るのバス」や公共交通機関との

連携を検討します。【長期】
Ｂ

夏まつり（北口会フェスティバル）や産業

祭（商連感謝祭）実施時に、るのバスの臨

時運行を実施しています。



５） イベントによる活力戦略

６） 新たな担い手づくりと組織力強化戦略

No. 活性化の手法 評価 進捗状況

1

顧客の呼び戻しと、地域の人達と

一緒に取り組むことによる地域及

び広域コミュニティの創出を図る

ため、地域資源を活かしたイベン

ト等を定期的に開催します。（朝

市、ナイトバザー、祭り、大売出

し、コンサート、コンテスト、ス

タンプラリー等）【短期】

Ａ

市内11商店会のうち、８商店会において

イベント事業を実施しています。商店会連

合会としては、年２回の合同イベントのほ

か、各エリアにおいて月3～4回の朝市を

開催しています。

2

幾つかの商店街が合同で出来るよ

うなイベントを開催します。

【短期】

A

商店会連合会が行っている年2回のイベン

トでは、商店会の単位を越えて共同売出し

を行い、広く市民に商店会活動の周知を図

っています。

No. 活性化の手法 評価 進捗状況

1

若手中心のやる気ある経営者等

を対象としたキーマンやリーダ

ー育成を行っていきます。【短期】

Ｂ

あきる野商工会において、若手経営者・後

継者を対象に２か月に１度勉強会を実施し

ています。（事業承継、決算書の見方、人材

採用・育成など）

2

現在の組織の拡大等を行いなが

ら組織力強化を図るため、新規会

員の募集や、幾つかの商店会組織

を集合した連合会等の組織化を

図ります。また、未組織商店会の

法人化を図ります。【短期】

Ｂ
平成17年から商店会連合会を立ち上げ、

イベント事業等を共同で実施しています。

３

専門家による勉強会等を開催し、

商店街活性化の重要性・必要性を

認識し、意識啓発を図ります。

【短期】

Ｂ

一部商店会において、専門家派遣事業を実

施しています。

・まちづくり勉強会【H29五日市商和会】

４

今後行う予定の各種事業の内容

や組織体制・経営基盤等につい

て、診断・評価、アドバイス等を

専門家に依頼します。【短期】

Ｂ

一部商店会において、専門家派遣事業等を

実施しています。

・イベント企画支援【H28秋川駅北口会】

・HP作成支援【H29秋川駅南口商店会】

５

空き店舗を利用して、新たな事業

者のチャレンジショップ、フリー

マーケットの開催等を展開しま

す。【長期】

Ｂ

Bi@Sta において、創業希望者が販売体験で

きるチャレンジショップを設けており、開

設から平成29年度末までの間に６回の出

店がありました。



７） エコマネーを導入した地域活性化戦略

８） 多様なパートナーシップによる新生戦略

（2）プランの進捗状況のまとめ

項目によって進捗率にばらつきがありますが、地域ブランドやサービス、組織力強化

分野については進展が見られるものの、環境対応の分野では進捗率が低い傾向があるこ

とが分かりました。また、一部実施「Ｂ」にはなっているものの、定常的実施「A」に

は至っていない項目が多く見受けられます。全体を通して、商店会主体での実施は、イ

ベント事業がほとんどであり、活性化事業（環境対応やエコマネーの導入など）につい

ては、具体的な取組として進めることが難しい状況となっています。

No. 活性化の手法 評価 進捗状況

1
商店街が中心となって、地域通貨

の導入を行います。【短期】
Ｂ

あきる野商工会において、新規開業店に対

する商工会の案内・募集と併せて、るのか

ーどについても案内を行っています。

また、平成27年度と29年度にはプレミ

アム商品券を発行し、地元商店の協力の下、

購買活動の促進を図りました。

2
地域通貨と宅配サービス等との連

携を図ります。【長期】
Ｃ 具体的な取組実績はありませんでした。

No. 活性化の手法 評価 進捗状況

1

商店街を中心としたまちづくり等

を検討していく新たな組織づくり

を行います。【長期】

Ｂ

一部エリアでまちづくり推進のための組

織が作られ、イベントの実施などを通して

地域のにぎわいの創出に寄与しています。

・秋川駅北口地区産業活性化戦略委員会

・五日市活性化戦略委員会

2

活性化のための検討を中心とし

た、商店街とNPO、女性団体等と

の共同の新たな組織づくりを行い

ます。【長期】

Ｃ 具体的な取組実績はありませんでした。


