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74 : Re: 観光と商業

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2005/03/17 18:19

シュテルンさま、ありがとうございます。  
 
なるほど。  
変える勇気を持つ、実験・挑戦することが大事ですね。  
折り込みチラシって、まったく効果がないわけではないでしょうが、本当に続ける意味があ
るのか、ほかにもっといいやり方はないのか、いろいろと工夫することが必要ですね。  
 

 
返信  

 

 

 

73 : Re: ターゲットと共通認識

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2005/03/17 18:18

若林靖永です。  
小林さま、ありがとうございます。  
 
個店だけでもターゲットが絞れていないのに、商店街全体ではもっとバラバラというのは
その通りですね。  
 
少し補足すると、ターゲットを絞らなくてもいいんです、厳密には。  
ターゲットを明確にする必要があるだけなんです。  
お店、商品の品揃え、商品開発等をすすめる際には、具体的な消費者ターゲットをイメー
ジしてそこにアプローチするように組み立てることが大事です。  
しかし、実際には、いろんな方が購入する、購入する方には幅があります。それは悪いこ
とではありません。  
 
ですから、個店でも、商店街でも、あるターゲットに絞って、ほかはダメとする必要はない
でしょう。  
でもイベントをやるとき、商品を並べるとき、特にどういう人にアピールするか、それを意
識しないのはダメだよ、というものです。  
 
いかがでしょうか。 
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返信  

 

 

 

72 : ターゲットと共通認識

投稿者 ： 小林 達弥/『小林 達弥』 投稿日時 ： 2005/03/15 19:06

若林先生 ご返信ありがとうございます。「はじめまして」のタイトルで下に書き込むのも少
し変なので新しく発言のタイトルとさせていただきます。  
 
商売していくことの役割についてですが、役割をしっかり認識するのには、先生のお話の
ようにどんな人がどんなことを求めるのかというイメージをしっかり持たないといけないと
思います。自分からするとお客様を選ぶなんて到底できないと思ってしまうのですが、お
客様ターゲットを絞らないと結局のところ的の得たお客様サービスができずお客様を満足
させていないですものね。  
 
しかし、個店だけでもターゲットを絞れていない店が多いのに、商店街全体となるともうひ
とつ大変です。オレの店は、観光客がターゲットで、ワシの店は年寄りがターゲットであた
しの店は高校生がターゲットよというのが実情ですし。それでも何か共通認識や共通のコ
ンセプトをもつ事が大切ではないでしょうか？  
 
村おこしの成功例として黒川温泉がとかく取り上げられていますが、成功のポイントは共
通認識と共通コンセプトだったのではないでしょうか？  

 
返信  

 

 

 

71 : Re: 観光と商業

投稿者 ： シュテルン 投稿日時 ： 2005/03/10 14:31

若林先生  
ご返信ありがとうございます。  
仰るとおり、継続してやっていたチラシ広告や頻繁な特売セールをやめると  
売上が減って当たり前だと思ってしまいますね。  
辞めようとかやり方を変えよう言うと  
「売上が減ってしまう！」とか「どうやって売上予算達成したらエエんや！」  
と大きな反対の声が上がるのは典型的なパターンですね。  
私も業種が違ってもどこでも同じこのような経験を何度もしてきました。  
 
1年以上前になってしまうと思いますが、  
何かの座談会のようなもので「フレスコ」の井上社長のお話を伺う機会がありました。  
フレスコさんも年間何千万も投じて、折込チラシ広告をされていたのを  
大幅に削減されたそうですが、折込チラシを辞めると提案された時はやはり社内で大反
対の拒否反応だったそうです。  
でも実際に実行されたて、削減され、店内での手渡しを主としたチラシの配布での販促法
に変えられてから  
売上はさほど変わらなかったそうですね。  
少なくとも折込費用を考えると良い結果だったようです。  
 
どこでも同じ結果が出ると決まっているわけでは当然ありませんし、  
続けてきた事を辞めたり変更するのは勇気が要りますね。  
でも、ひょっとしたらフレスコさんの事例から考えると、  
折込チラシもタバコなんかと同じでハッキリと決断すれば辞められるし、  
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辞められないのは「惰性」「習慣」が大きな理由になってしまっているのかもしれません
ね。  
 
それに少なくとも言えるのは、資本力に乏しい者（商店街とか）が  
資本力のある相手と同じような販促や特売をしていては  
勝負が見えているのではないでしょうか？  

 
返信  

 

 

 

70 : Re: はじめまして

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2005/03/09 20:08

進行役の若林靖永です。  
小林さま、ご発言ありがとうございます。  
はじめまして。  
 
ご発言の通り、大型店の時代だと言われていたけれども、そのトップ企業が産業再生機
構のもとでの再建に入っているように、大型店も楽ではない。何が正解か、大きいとか小
さい、では説明できなくなっていますね。  
 
「商売をしていく役割」、これはどんなイメージでしょう。  
外国人と商店街の例が出てましたが、「誰」の「どんな要求」に、商業者は「どう」応えるの
か、という３つの要素が大事ですね。  
同じまちでも、違う「誰」、同じ「誰」でも違う「要求」、同じ「要求」でもいろんな「どう」（方法）
で応えることができるでしょうから。  
 
僕は研究者ですから、まずはこういう一般的な言い方をしてしまうのですが、実際のお店
経営では、毎日、目の前で起こってるだろうし、そして、さらには実際にお客として来る以
外の潜在的な可能性としての「お客」ということも具体的に想像できるのでは、と思いま
す。  
 
そこが商売のおもしろいところなんでしょうね。 

 
返信  

 

 

 

69 : Re: 観光と商業

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2005/03/09 19:17

シュテルンさん、コメントありがとうございます。  
 
ご指摘の通りですね。  
価格をアピールするスーパーなどは、特売をアピールするチラシを新聞に入れるわけで
すが、そうすると、集客はできるが、ほかの商品の魅力や販売力がないと、特売品だけし
か売れない、特売品だけしか興味がないお客さんが集まるということになります。  
 
これは消費者がそうだという以上に、スーパーの販売の仕方がそういうように消費者をし
向ける傾向があるわけですね。  
 
毎月１０日はなんとか日というのも、変化をつける、刺激をする、お客様感謝という意味で
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はいいんですが、日常的にお客さんが来ないという状況のもとで、これを続けていると、ま
すます、安売り日だけのお客さんということで、商売がうまくいかないということになるでし
ょうね。  
 
かといって、毎日同じことをやっていては、市場は元気にならない、お客様もマンネリで飽
きてくる、ということで、基本は日常的な商売の力、プラス、刺激になる広告やイベントとい
う関係が望ましいということになるのでしょうね。  
 
食品スーパーの場合だと、特売チラシが消費者にとってはいま「常識」ですから、それをな
くしてしまうと逆に売上は減る可能性が高いです。しかし、あえてそれをやって、いつでも
安い（エブリデー・ロー・プライス）でやっていくという戦略もあります。  
 
消費者はどちらに軍配をあげるでしょうか。  
 

 
返信  

 

 

 

68 : はじめまして

投稿者 ： 小林 達弥/『小林 達弥』 投稿日時 ： 2005/03/06 00:29

京都生まれの京都育ち、自営業を行なっています。議論の方向が違うのかもしれません
が、京の商いという言葉は、私的には現在のスピーディな時代の変化に対応するビジネ
スと相反するイメージがあります。いわゆる「牛のよだれ」的なイメージ。今では時代につ
いていけない保守的だと否定されている感もありますが、昔の家訓や教訓を見直していく
ことも必要ではないでしょうか？実際にどんなことがかいてあるのか知りませんが（笑）  
 
ちょっと前まで小売の神様・巨人と呼ばれたスーパーが民事再生をしたり、このあいだま
で大学生だったような人がベンチャーバブルの中で億万長者になるような時代です。何が
正解か不正解か、私自身わからなくなってきています。顧客主義というコンセプトも聞きな
れた言葉ですが、本当の顧客主義とは何なのでしょうか？顧客主義を追求して弱小企業
を潰して、結果自分も潰れる世の中・・よく考える必要があるのではないかと思います。  
 
突飛な話で申し訳ありません。でも、商売を考える際に現実的な手法も大切ですが、地域
と商店街というテーマもありましたが、商売の原点というか商売をしていく役割は何なの
か？そのあたりに答えがありそうな気がします。  
 
この間テレビで外国人と商店街とのコミュニケーションというのをやっていました。今まで
外国人と地域とコミュニケーションの場がなかったのだが、たまたま外国人同士のイベン
トなどで大量に食料を買う際にスーパーでは対応してくれなかったが商店街の商店が箱
買いを提案してくれたり、値切り交渉に応じたりしてコミュニケーションがとれるようになっ
たらしいです。  
 
そのテレビの例で顧客というのは、ひとつでなくいろんな顔があるのだと感じました。京都
の場合、例えばそれが観光客かもしれないし、老人かもしれないし、京都に住む生活者
かもしれないし、私が思うにそこには役割が必要なのではないでしょうか？哲学とか精神
論的にもなりますし、いろんなご意見がると思います。  
 
思ったことをそのまま、偉そうに長文書きましたが、いろんな方のご意見、ご批判お願い
いたします。  

 
返信  
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67 : Re: 観光と商業

投稿者 ： シュテルン 投稿日時 ： 2005/03/02 21:35

商店の集客企画というのは「広告」に近い性質があると思います。  
 
1.広告や集客企画は、演出であり、役者（商品や店）がダイコン（魅力の無い物）だと効果
は上がらない。つまり売れない。  
2.今の傾向では、広告を打っても目玉の特売品ばかり売れてしまい、店側の売れて欲し
い商品は売れず利益が上がらない。元が取れない。  
3.広告や集客企画が成功して集客できても、その時の広告品やイベントのみが目当ての
客層が集まるばかりで、常態的な顧客の創出に繋がらない。  
 
などの課題があるのではないでしょうか？  
物が豊富になり容易にはつられない消費社会の現代日本では、タダ（無料）の広告や企
画で集まった消費者に、店に来てくれたからと言ってそこでお金を出して物を買うことに繋
げるのは難しくなっていると思います。  
そもそも、タダの広告や企画は、タダだからこそ集客効果があるということであり、視点を
替えれば、お金を払う値打ちの無い広告や企画ということを意味しているのではないでし
ょうか？  
若林先生の例示されたような商店街でよくある集客企画で、お金を払っても人が来てくれ
るような物はあるでしょうか？夏祭りイベントの夜店は確かに有料ですが、通常の祭りで
の夜店と比べれば値段は格段に安いですよね。もちろんそれで生活してるわけでは有り
ませんから。  
有料イベントになんかすれば人が来てくれないというのなら、それはそれだけお客さんに
とって魅力の無い企画に過ぎないわけでしょう？  
それでは商店街や店にとって本当の顧客開拓には当然なかなか繋がらないわけですか
ら、売上は上がらないですよね。今はどこの企業も詳細な市場データを可能な限り集めて
分析してマーケティングして、販促活動をしているようですが、そうしないと「実」は取れな
いのでしょうね。  
若林先生の例示の3）なんとか市も、特売目玉商品と変わらないのではないでしょうか？
安売りの日（ポイントが２倍）にしかお客さんは買わなくなるし、安売りばかり追いかける値
段だけ目当てのお客さんばかりが集まってくるのではないでしょうか？ 

 
返信  

 

 

 

66 : Re: 観光と商業

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2005/03/02 08:31

中筋さま、観光と商業の企画についての紹介、ありがとうございます。  
 
過去の集客企画を例に出すと、こんなパターンがありますね。  
 
１）夏祭りなどを商店街が催す  
 この場合は、多くの場合、お店を閉めて、夏祭りを商店主たちがすすめますので、お客
は集まってきますが、個店の売上はほとんど関係なく、商店街としてのお店を出している
場合、その売上があるというもの。  
 
２）昼間に行う何らかのイベント等  
 この場合は、お店を閉めないものの、イベントに参加する人たちの関心に合うようなもの
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が、そのエリアの商店で販売されていなければ、やはり、集客はあまり売上には直結しま
せん。飲食業の場合は多少、直結するでしょう。日頃から利用があるお客様は、このイベ
ントに参加しつつ、お店にも立ち寄って買い物するということがあるでしょうが、イベントを
きっかけに来た人たちに対しては、その人たちにアピールする工夫、アピールする商品を
用意しなければ、売上とはあまり連動しないというもの。  
 
３）なんとか市  
 これは観光ではなく、商店街・商業者の集客手段です。商店街やスーパーで、毎月○日
は、ポイントが２倍とかなにか経済的なメリットを示すものです。これは買い物をしなけれ
ばメリットが得られませんから、もちろん、売上に直結するイベントですね。昔は商店街で
よくやられていましたし、 近はスーパー等が積極的にやっていますね。  
 
 

 
返信  

 

 

 

65 : Re: 観光と商業

投稿者 ： 『商業振興課 仲筋』 投稿日時 ： 2005/02/25 20:59

若林先生，ご発言有難うございます。  
 
先生のご発言の通り，「集客」と「売上」に確実な相関関係は無いかもしれません。  
また，売上にも「個店の売上」と「商店街活動における商業活動の売上（共同施設等で売
り出される土産等）」の２者もありそうです。  
ですから，若林先生のおっしゃるような「サイクル」をいかに生み出すかが課題なのです
ね。  
 
そんな色々な課題を，商業と観光を結びつけた取り組みをしている商業者の方々，旅行
業界の方々，学識者の方々に公開で討論していただくフォーラムを開催します。一般の方
もご参加いただけますので，奮ってご参加いただければと存じます。  
詳しくは，次のＨＰをご覧下さい。（閲覧にはアドビ・アクロバットリーダー（無料配布）V.4以
上が必要です）  
 
http://www.city.kyoto.jp/sankan/shogyo/kankohtosyogyo.pdf 

 
返信  

 

 

 

64 : Re: 地域と商店街

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2005/02/23 23:32

まっちさん、コメントありがとうございます。  
 
そうなんですよね。  
食品スーパーのセルフ販売に慣れてしまっている人たちからすると、商店街で、商品を買
うやり方、ノウハウがわからない、何だか気疲れしてしまう、というようなことがすでに生ま
れています。  
 
ですから、ある食品スーパー社長は、商店は閉めてセルフのお店にすれば繁盛すると豪
語していたぐらいです。  
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まあ実際は、セルフの全国的なチェーンストアでも経営危機に陥っていますから、セルフ
だから成功するとは必ずしも言えないわけですが・・・  
 
しかし、対面販売で食品・日用品を買う買い方をサポートしないと、いまの消費者には敷
居が高く感じてしまうのも事実です。  
無理に消費者の買い物行動を変えようというのは無理がありますが、商店街での買い物
のススメ、ガイドブックが必要な時代なのかもしれませんね。  

 
返信  

 

 

 

63 : 既存の商業の売上アップの追求

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2005/02/23 23:42

同じく第２分科会から。  
 
西新道錦会の取り組みは、逆に近隣商店街、地元密着の商店街ですから、観光的なアプ
ローチはメインではありません。  
 
既存の商業者を前提にし、既存の事業者にメリットのある事業として、エプロン事業や買
い物代行サービス事業などを展開しています。  
 
直接的に個店の売上につながる共同事業の展開です。  
 
観光的アプローチとの違いがはっきりしますね。  

 
返信  

 

 

 

62 : 観光と商業

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2005/02/23 23:41

進行役の若林靖永です。  
 
第２分科会の３つの報告を比較すると、気が付くことがいくつかあります。  
 
伏見のＴＭＯ（中心市街地活性化事業）の場合もそうですが、観光と商業というのは「微妙
な関係」です。  
 
京都にはたくさんの文化的資源がありますから、それを再発掘・情報発信すれば集客に
つながります。  
観光的アプローチによる集客というのはたくさんの可能性があります。  
ところが、集客したからといって、そのままで既存のお店の売り上げにつながるかという
と・・・それがあまり関係がありません。  
なぜなら、集まってきたお客さまが買いたいと思う商品やサービスがそこにないからで
す。  
 
ですから、まずは観光的アプローチで集客、それに対応した商業の進化、さらに魅力アッ
プでリピーター増える、さらに商業が活性化、というようなサイクルが生まれないと、単発
ではうまくいかないわけですね。  
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返信  

 

 

 

60 : 未来にはばたく京都［経営者大会］第２分科会「京のあきない」

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2005/02/23 21:18

21日、京都ホテルオークラで、京都商工会議所主催で、未来にはばたく京都［経営者大
会］が開催されました。  
 
その第２分科会の「京のあきない」（05.11.13プレ商店街サミット）に参加しました。  
 
この分科会は今年６０周年を迎える京都商店連盟の記念事業の１つとして企画されまし
た。  
３人の事例発表がありました。  
 
まずは、西新道錦会商店街振興組合の乙脇栄仁さんの報告でした。西新道錦会は壬生
寺近くの商店街で、プリペイド機能を持ったエプロンカード事業、インターネットで注文でき
る買い物代行サービス事業、医者や介護などの情報を提供するホームページ事業、高齢
者給食事業、など実に多くの事業を先駆的に取り組んで展開しています。  
話を聞いていて、その特徴は、商店街は各商店にメリットがある、地域の住民にメリットが
ある事業をつぎつぎと生み出す、各商店は自らメリットを感じたらその事業に自らの意思
で参加するという点です。全員一致型の運営ではなく、メリットのある事業を自らつくりだ
すということに積極的に取り組んできています。  
 
つぎはＫＩＣＳ（きょうと情報カードシステム）のリーダーである樋爪保さんの報告でした。ＫＩ
ＣＳはクレジットカードの一括処理を目的にスタートし、現在、日本初のデビットカードシス
テムの導入、物流経費合理化事業、インターネット事業の自主運営、通販サイトの構築な
どに取り組んでいます。商店街等によって構成された組織で、個店にメリットのある共同
事業について、情報化を活用して創造的に展開してきました。  
この特徴も、上と同じく、個店にメリットのある共同の事業を創造的に展開してきた、その
ために商店街等から代表として参加されたメンバーが積極的に取り組んできたことにあり
ます。  
 

後に、伏見のＴＭＯである「伏見夢工房」の商業部会担当部長で、納屋町商店街の理
事長の石本正宣さんの報告でした。  
伏見のＴＭＯはこれまで、伏見のまちの魅力を再発見しアピールする事業、十石舟の運
航、７商店街合同の夜市などに取り組んできました。これをきっかけに、伏見の７つの商
店街が合同して、地域・面として取り組むようになったこと、観光は強化されつつあるけれ
どもそれを商業につなげる点ではまだまだであること、などが指摘されました。  
観光を軸とした地域振興において商業とうまく結びつけるのは、ほかの地域のＴＭＯにも
共通する課題です。  
 
今回の企画を機会に「21世紀・京都の商業活性化・まちづくりを考える若手ワーキングメ
ンバー」が募集されます。  
資格・商業関係者または一般の方（１０名）  
申し込み 締切は３月１０日。 400字程度の意見、提案を書いて提出。詳しくは下記に問
い合わせください。  
問い合わせ先 京都商店連盟 075-221-5915 s.renmei@vega.ocn.ne.jp 
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返信  

 

 

 

59 : Re: 地域と商店街

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2005/02/18 15:28

みなさん、お久しぶりです。  
 
さて、宮脇さんの発言に対する若林さんのレスに、  
僕がレスをするのはなんだか変ですが、若林さんが  
おっしゃるように、「商店街だけでやろうとしない」  
ことは大切なキーワードのように感じます。  
 
ただ単なる印象だけの話なんですが、買い物下手な  
人間からすると、商店街で買い物をすることは  
結構勇気がいるんですよ…。  
 
商店街はなんだか「地域密着型」という印象が強くて、  
顔なじみじゃないと近寄りがたい印象があります。  
そこが商店街の一番のウリだとも思うんですが…。  
 
そこで需要があるかどうかは分かりませんが、  
「商店街の交番」みたいな案内所があったら面白いなと  
思います。初心者はそこで商店街全体の情報を得ることが  
できるといった感じの。  
 
それだけじゃなくて、サービス券やポイントカード  
なんかももらえるといった「お徳感」のある場所にして、  
みんなが集える場所にしてみるのも面白いと思います。  
地域や商店街の会議室（フリースペース）を併設して  
みても面白いかも…。  
 
商店街側は、そこで客層などの市場調査もできるし、  
お客さんはポイントカードをもらって安心感とお徳感  
を同時に得ることができる…。  
買い物って結局、「お徳感」と「馴染み」というところに  
集約されているような気がするんですよ。  
 
といった感じで「買い物下手の素人」が素人考えを書き  
並べてみました(笑）長くなってすいません…。  
 

 
返信  

 

 

58 : Re: 地域と商店街

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2005/02/03 23:22

進行役の若林靖永です。  
 
宮脇さん、ありがとうございます。  
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「地域に溶け込む」 このテーマは大事になっていますね。  
地域の行事等に積極的に関わることで、存在感をアピールする必要があると思います。  
 
そう、「地域に存在感を示す」 これが必要だと思います。  
 
そのために、マルチな人材が必要というのはその通りだと思います。  
そしてそれは商店街の中からだけに限る必要はないでしょう。  
 
大学との共同では、いろいろと考え方が合わなくて 初はとまどうこともあるかとは思いま
すが、地域のいろんな関係者のお力を活かしてやっていけばいいですよね。  
 
「商店街だけでやろうとしない」というのもこれからのキーワードかもしれません。  
 
どう思われます？  

 
返信  

 

 

 

57 : 地域と商店街

投稿者 ： 『宮脇登』 投稿日時 ： 2005/02/01 23:06

地域によってかなり違いはありますが、地域密着・近隣型の商店街では  
地域に溶け込む・・・このテーマがなにより大事になってきていると思います。もちろん昔
からその協力体制の必要性は認めながらも多忙と行事が日曜、祝日等商売人にとって１
番出にくい条件もありました。  
今、北野でも大学と共同で空き店舗を活用して地域住民、小学校、老人クラブ等々と地域
の歴史、憩いの場、情報交換の場・・・あそび、まなび、商売といろいろ計画を模索してい
る段階ですが、１番のネックは地域住民とのネットワークの線の細さと数です。これはリー
ダーの責任でもありますが、  
これからはいろいろな顔を持つマルチな人材、スペシャりストが商店街にも  
必要且つ不可欠でしょうね  
そして自分たちに欠けている点は外部からの援軍でどんどん補強したいと  
思っています。もちろん商店街の中からそんな若手が出てくることが１番ですが・・・・  

 
返信  

 

 

 

56 : 商業と市民

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2005/02/01 02:34

進行役の若林靖永です。  
もう１つ、テーマの紹介です。  
 
商業者は商店街をつくって集団でいろんなことに取り組んできました。  
住民は、いろんな団体で地域活動に取り組んでいます。  
 
では、商業者と市民は、地域の活動にどんなふうにつながっていくのでしょうか。  
 
僕のイメージだと、商業者がやる地域活動では、市民はお客さんだし、逆に市民がやる地
域活動には、商業者は寄付したりしているという感じがします。  
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商業者と市民が一緒に取り組むというのはあまりないように思うのです。  
間違っているかもしれませんね。  
そうじゃないのであれば教えてください。  
そして、どういう関係が望ましいのか、みなさんの意見はいかがでしょうか？  
 

 
返信  

 

 

 

55 : エリアではどこが面白い？

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2005/02/01 02:35

進行役の若林靖永です。  
２月、節分ですね。  
京都大学の近くの吉田神社は、普段はとても静かな神社なのですが、このときだけは、び
っくりするぐらいの人でにぎわいます。  
 
さて、いま商業のエリアではどこが面白いのでしょうね？  
 
一つは三条通。川端から烏丸まで三条通はお店が増えました。  
 
京都駅も少しづつ変わりつつありますね。  
 
そして四条烏丸（～室町）のあたりは、COCONという新しい商業ビルができたり、特に飲
食のお店が増えています。  
 
みなさんがいま注目のエリアはどこですか？  
 
 
 

 
返信  

 

 

 

54 : Re: 本年もよろしく

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2005/01/13 02:10

進行役の若林靖永です。  
宮脇さん、今年もよろしくお願いします。  
 
それにしても昨秋から年末にかけて閉店・廃業あるいは退会ということになりますと、おだ
やかではありませんね。  
 
閉店・廃業は個店の経営の問題、退会は商店街の問題というように性格は異なるもの
の、経営不振がその大きな原因であることは間違いないでしょうから。  
 
これが新しい商業者を招き入れることにつながるといいのですが・・・・  
北野の魅力を商業（予備軍）にアピールしたいものですね。  
 
と同時に、いま北野の商店街をささえているそれぞれのお店、そこに注目して、そこにプラ
スになる取り組みが大事だと思います。  

11/35 ページおいでやす京の商い～京都市商業ビジョン2004～

2009/03/30http://ecom.city.kyoto.jp/forum/board/newThreadMain.rhtml?bd=shogyo



今年はどんなことを計画しておられますか？  
よろしかったらご紹介ください。 

 
返信  

 

 

 

53 : 本年もよろしく

投稿者 ： 『宮脇登』 投稿日時 ： 2005/01/07 23:51

北野にも今年もきびしい寒風ーが吹き荒れそうな予感がいたします。  
昨年、秋ごろから年末にかけて一挙に4－5件の店が閉店・廃業あるいは  
退会とみんなが人事ではないという実感を持ってきびしさを痛感している今日この頃で
す。  
事情は一様ではありません、高齢、経営不振、業種ミスマッチ・・・  
しかし考えてみると商店街のほとんどが程度の差こそあれ同じ悩みに  
日々苦しんでいるのが現状なのではないかとおもいます。  
創業100数十年の老舗あるいは開店半年で見切りをつける加盟店  
ここ４～５年で商店街マップや案内図がその修正の多さにこれからも  
もっとそのスピードは加速するものとおもわれます。  
若林先生の言われるように新旧の入れ替わりという新陳代謝が  
あれば救いですが・・・ 

 
返信  

 

 

 

52 : あけましておめでとうございます

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2005/01/07 00:56

進行役の若林靖永です。  
みなさん、あけましておめでとうございます  
 
ちょっと遅いですね(^_^;)  
もうお役所も会社も大学も仕事が始まっています。  
お店はもちろん１日、２日から始めているところが多かったと思います。  
今年の初売りはどうでしたでしょうか？  
 
あるいは今年の初買いは？（笑）  
私は甥っ子がいわゆるトレーディングカードゲームが好きなので、そのパックを買ったの
が今年の初買いでした。  
 
今年もぼちぼちと本会議室を回していきたいと思います。  
京都市の商業をめぐるトピックを出して語り合っていきたいと思います。  
よろしくお願いします。  
 
ＰＳ ブログ始めました。良かったら見てください。  
http://blog.drecom.jp/owar4u  

 
返信  

 

51 : Re: 昨年の総括～新京極商店街から～

12/35 ページおいでやす京の商い～京都市商業ビジョン2004～

2009/03/30http://ecom.city.kyoto.jp/forum/board/newThreadMain.rhtml?bd=shogyo



 

 

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2005/01/07 00:58

進行役の若林靖永です。  
 
YASUさん、あけましておめでとうございます  
こちらこそ今年もよろしくお願いします。  
 
新京極商店街では１日からが８割、YASUさんのお店も２日からとのこと、正月はお店で楽
しむというように、正月の風景も変わりましたね。  
 
私の実家は愛知県瀬戸市ですが、２日は妹夫婦が実家に来たので、甥っ子たちと近所の
ＳＣに行きました。これがいまどきのお正月なんでしょうね。  
 
さて、商店街のお店の入れ替わり、いろんな見方があるでしょうが、それこそが商店街の
生命力をあらわしているんだろうなあと思っています。  
老舗やこだわりのお店が一方でがんばっている、いまどきの流行のお店や若い人のお店
もどんどん出てくる、こんなのがいい感じなのではないでしょうか。  
 
京都の都心部（セントラルスクエア）の商業の未来についても語り合っていきたいもので
すね。  
 
ＰＳ 今年からブログを始めました。  
興味のある方は見てくださいね。  
http://blog.drecom.jp/owar4u 

 
返信  

 

 

 

50 : Re: 昨年の総括～新京極商店街から～

投稿者 ： 『商業振興課 上田』 投稿日時 ： 2005/01/06 17:40

YASUさん ご発言ありがとうございました。  
新京極のお店の変化が激しいことに改めて驚きました。街の変化を漠然と捉えている印
象と，具体的に数値で把握する印象では違いますね。それと，消費者や顧客の立場から
見た商店街の魅力と，組合内部のマネージメントの問題も大変悩ましいということも良く分
かりました。商業集積空間としての魅力向上と，個々の商店や商店街組合の繁栄ができ
るだけ一致することが理想的なんでしょうが・・・。  
 
ところで，私も 近の都心（セントラルスクエア）における新しい動きには注目しています。
四条烏丸周辺の大型商業施設や専門店の出店に加えて，高倉通  
りのお店の方々による新しいにぎわいづくりなどが進み，面的に歩くこと，回遊することの
楽しみが増してきたと思います。  
今度は是非，観光の切り口でもコメントを期待しています。  

 
返信  

 

 

49 : 昨年の総括～新京極商店街から～

投稿者 ： YASU 投稿日時 ： 2005/01/06 16:00

若林先生へ  
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新年あけましておめでとうございます。  
新京極商店街は、１日より８割のお店が営業。弊店も２日より商売させて  
いただいております。年々２日３日は福袋需要で、買う気モードのお客様  
で賑わうようになりました。  
新京極の組合事務所は、本日より業務開始です。  
 
> 京都の商業にとって今年はどんな年だったのでしょうか？  
> ご意見うかがわせてください。  
 
まず、身のまわりから申し上げます。  
新京極商店街の理事（役員）としては、加速する店舗の移り変わりに  
驚くばかりです。本年１月から１２月までで、９店の店が変わりました。  
傾向は、貸店舗業に転進される組合員さんと、賃貸する若者向け衣  
料店や雑貨店もしくはマツキヨなどのナショナルチエーンという図式  
です。フアッションビルなどのテナントの入れ替えを思うと、当たり前  
の事でしょうが、内部的には商店街というコミュニティの質の変化への  
対応が課題となっております。お客様にとっては、変わりゆくまちという  
のは、魅力的なのではと思いますが・・・。  
 
京都全体につきましては、棲み分けさらに進んだという感がいたします。  
 
京都駅のＪＲ関連施設（注：京都駅周辺ではない）は、利便性で！  
清水寺参道～高台寺～祇園商店街周辺は、京都情緒で！  
セントラルスクエア（川端Ｘ御池Ｘ烏丸Ｘ四条の囲まれたゾーン）は、  
回遊性で！  
大型ＳＣ（例：ＨＡＮＡ）は、車移動で！  
 
セントラルスクエア（この表現は、以前月刊ＣＦの元橋くんが雑誌の特集  
タイトルにしていました。）の住人からすれば、回遊性の魅力度アップには、  
新店のオープンと老舗の頑張りにプラス文化の香りのいづれもが必要と  
思います。（そのおもいから、新京極映画祭をやっている訳ですが・・・。）  
 
ある雑誌を立ち読みしていますと、１０代後半から２０代前半の女の子に  
対するアンケートで、「デートには、車が必要ですか？」というのがありま  
した。全部の地域は憶えていませんが、ＹＥＳ（必要）がいちばん多かった  
のが、名古屋（さすが、トヨタ王国！）で７０％、いちばん少なかったのが、  
東京で３０％（メトロと山手線があればか？）でした。  
 
京都でも、８０年代後半から９０年代前半の喧噪時を知らない若い世代が、  
車至上主義のライフスタイルから変化してきたと思います。自転車もしくは、  
ウオーキングでまちを回遊する。その楽しみ方の受け皿（駐輪問題や車の  
乗り入れ規制など）の整備も重要な課題です。  
 
烏丸通が、オフィス街の良さを残しながら、少しづつ商業地域になってきた  
事も本年に限らず、ここ数年の傾向ですが、１２月にオープンしたＣＯＣＯＮ  
烏丸ビルのように、商店街からほんの少し外れた場所の商業集積とも積極  
的に交流していきたいものです。  
 
京都駅と大型ＳＣは、点です。セントラルスクエアは、面としての魅力をもっと  
発信すれば、若いお客様はもちろん、シニア客も楽しめるまちとして発展する  
でしょう。（観光客の誘致については、またの機会にします。）  
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拙文、失礼しました。  
 

 
返信  

 

 
 

48 : (削除済) Re: 昨年の総括です。

投稿者 ： 『商業振興課 上田』 投稿日時 ： 2005/01/06 16:37

(投稿者によって削除されました)

 

 

 
 

47 : (削除済) 昨年の総括です。

投稿者 ： YASU 投稿日時 ： 2005/01/06 13:08

(投稿者によって削除されました)

 

 

 

 

46 : 年の暮れ～今年の京都の商業？

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2004/12/16 08:14

進行役の若林靖永です。  
 
すでに１２月もなかば、今年もあとわずかとなりました。  
春から夏にかけてはこんなに暑いのはないとか、こんなに台風がやってくる年はないと
か、言っていましたね。  
秋になると、さらに台風が来て京都府北部で被害が、そして新潟南部地震がありました。 
１年、いろんなことがありました。  
 
京都の商業にとって今年はどんな年だったのでしょうか？  
ご意見うかがわせてください。 

 
返信  

 

 

 

45 : Re: 地域の活性化，大学が助っ人

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2004/12/03 00:46

進行役の若林靖永です。  
新しい出会いは新しいエネルギーを生むきっかけになるものの、やはり摩擦は避けられ
ません。  
 
>>京都橘女子大学と地元商店街の時間をかけた取組によるもので，関係者の皆様の我
慢強いご努力に・・・  
 
その通りだと思います。  
率直かつじっくりと「信頼関係」をつくっていくことなしに、一緒に何かを生み出していこうと
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いうことにはなりません。  
その意味で、学生たちのエネルギーに支えられながらも、大学・研究室等として組織的に
持続的に、長期計画をもって関わることが大事なのではないでしょうか。 

 
返信  

 

 

 

44 : Re: 商店街の現場から

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2004/12/03 08:28

宮脇さま、ご発言ありがとうございます。  
進行役の若林靖永です。  
 
> シンポジウムにおいてもまずだれよりも聞いて、見て、体感してほしかったのが地元の
商店主であったのですが  
 
本当にそうですね。  
でもそこが一番むずかしいというのもそうなんだと思います。  
 
企画をやっちゃってすすめちゃって、徐々に輪が広がるというのもありだと思います。  
ただその際でも、企画の準備のプロセスで商店主さんに入っていただいて一緒につくって
いくという姿勢が大事だと思います。  
時間にしても、商店主さんの企画なら朝早くとか、夜遅くに開催した方が集まりやすいだ
ろうと思ったりもします。  
 
インターネットとかいろいろ便利になっても、結局こつこつ声をかけて輪を広げる、という
基本は変わらないんだと私も思っています。 

 
返信  

 

 

 

43 : 地域の活性化，大学が助っ人

投稿者 ： 『商業振興課 仲筋』 投稿日時 ： 2004/11/29 10:10

タイトルは１１月２９日付けの京都新聞の記事そのままです。  
１１月１４日にＪＲ山科駅前で開かれた「秋祭り」では，京都橘女子大学の学生が音楽に
合わせて路上でパフォーマンスした様子が，華やかな写真と共に紹介されています。まさ
に「地域と大学が連携するまちづくり」ではないでしょうか。  
 
この記事の内容は，京都橘女子大学や佛教大学等の大学が商店街と連携して，商店街
活性化に取り組む，という地域と大学の連携を取り上げたものでした。  
京都橘女子大学財団法人 大学コンソーシアム京都への京都市からの委託事業である
「大学地域連携モデル創造支援事業」の一環でもあるのですが，これは一朝一夕で効果
が出るものではありませんでした。京都橘女子大学と地元商店街の時間をかけた取組に
よるもので，関係者の皆様の我慢強いご努力に敬服する次第です。  
 
商業振興やまちづくりの視点から「大学との連携」を進めるためには何が必要か，また，
どんな取組が求められるのか，皆様のご意見をお待ちしております。 

 
返信  
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42 : 「商い創出事業」 テレビ放送決定！

投稿者 ： 『商業振興課 仲筋』 投稿日時 ： 2004/11/25 19:01

１１月２８日 午前１１時３０分～１１時４５分  
ＫＢＳ京都「京のまち」で本市の「商い創出事業」が取り上げられます！  
 
「商い創出事業」は昨年度から新たに京都市内で小売や飲食を営もうとしている意欲ある
商業者の事業スタートアップに対して支援する京都市の事業としてスタートしました。この
「商い実践型」に加え，今年度からは，新風館１階屋台店舗でのモデル店舗開業に対して
支援する「商い修得型」もスタートしました。  
 
１１月２８日のテレビ放送では，支援対象者の店舗をご紹介する予定となっておりますの
で，是非とも番組をご覧ください。（京都ローカル放送ですので，放送が入らない場合がご
ざいます。申し訳ございません。）  
 
また，番組をご覧いただいたご感想等を当ホームページに書き込んでいただければ幸い
です。  

 
返信  

 

 

 

41 : Re: ＩＣ決済サービスが商業を変える？

投稿者 ： 『商業振興課 仲筋』 投稿日時 ： 2004/11/24 10:37

しましま様  
シンポジウムへのご参加＆ご発言，有難うございます。  
また，当日のアンケートでのご指摘も大変参考になりました。  
 
しましま様のご発言のとおり，ＩＣサービスはまちづくり全体に生かすことが可能ですね。  
交通への利用から，まちづくりや福祉への適用等，その利用方法は多くの可能性がある
と思います。  
今回のシンポジウムでは，とりあえず利用が決まっている交通系＆電子マネーの機能に
限りましたけれども，ＩＣサービスの運用主体が顧客サービスの一環としてまちづくり等に
生かすことは十分可能ですし，まちづくり団体が運用主体となることも十分に可能だと思
います。  
ＰｉＴａＰａの交通ポイント付与についても，実はまちの交通渋滞解消への一助となれば，と
いう願いもあります。  
 
「某まちづくり団体がまちづくりにＩＣカード利用！」なんてのもそう遠くはない話だと思われ
ます。 

 
返信  

 

 

40 : Re: ＩＣ決済サービスが商業を変える？

投稿者 ： 『商業振興課 仲筋』 投稿日時 ： 2004/11/22 23:17

ハンさん，ご発言有難うございます。  
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ハンさんに是非とも御教授いただきたいのですが，香港のオクトパスカードや上海での普
及等，何故中国ではＩＣカードが早く流通したのでしょうか？中国の方のメンタリティや生
活習慣がこれに影響しているのか，はたまた誰かの仕掛けによるものなのか，といつも
考えています。  
 
まさしく，ハンさんのおっしゃるように，いいところも，悪いところもある，というのは同感で
す。日本でもまだまだ現金信仰が強いのは，ハンさんがおっしゃる安全の問題や個人情
報の問題について，完全に安心できるほど人々が情報を得ていないせいもあるのでは？
と思います。私もＩＣカードの仕事をさせていただいていますが，完全に安心で間違いな
い，というほど安全性について盲信してはいません。  
 
一方で，特に交通を始めとした少額決済については本当に便利になります。小銭を持た
ずに公共交通機関を利用するときは結構ドキドキしますし，大きなお金でガムを買う勇気
が無い私にとっては便利な品物だと思います。  
 
今後は少しでも問題点を解決して，利用者にとって使いやすいものになればと願っていま
す。 

 
返信  

 

 

 

39 : Re: ＩＣ決済サービスが商業を変える？

投稿者 ： ☆しましま 投稿日時 ： 2004/11/22 23:18

みなさんこんにちは。しましまです。  
私も、１１月１７日のシンポジウムに参加しました。  
 
一消費者として、小銭を持たずに乗り物に乗れたり、買い物ができるのはとても便利です
し、ありがたいサービスだと思います。しかもそこに新しいビジネスの可能性があるという
のも面白いと思います。win-winの関係は、こういうところに生まれるんですね。  
 
しかし、シンポの中でフロアーから出ていましたように、「何枚もカードを持つのは･･･」とい
うのはありますね。  
その意味で、ハンさんが紹介されていた上海の事例は、すごいなと素直に思いました。  
 
「IC決済サービスが京都の商業をどう変えるか」。この辺りの具体的なビジョン描きは今後
の課題だと思いますが、「ICサービスによる商業がどうまちを変えるか」というところも、大
いに興味があります。  
 
例えば、ポイントがたまったものを、所持者に割引や景品でリターンするだけでなく、選択
肢の一つに「まちに還元」なんてことはできないんでしょうかね。街路樹や花壇の花など何
でも良いと思うんです。  
 
「私の花が、京都のあそこにあるねん」。そんなボランタリーなまちづくりの参加もあって良
いと思いますし、IC決済だと、これが非常に大きなボリュームでできるのかな、なんて思っ
たりしています。 

 
返信  

 

38 : Re: ＩＣ決済サービスが商業を変える？
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投稿者 ： hanxiou 投稿日時 ： 2004/11/22 17:26

こんにちは。  
ハンです。  
 
私はIC決済サービスに対して、いいところもあるし、よくないところもあると思います。  
 
いいところというのは、IC決済サービスによって、人の生活はより簡単、より便利になって
きました。たとえば、電車に乗る時はICカードを使えば、切符売り場で切符買わなくてもい
いです。もしある日、スーパーやコンビニエンスストアでもICカードを使えればどんな便利
だろうと思います。  
私は日本に来てから一ヶ月半しかないので、日本のIC決済サービスの状況にあんまり詳
しくないです。ところが、上海ではクレジットカード、交通ICカード、電子財布の機能を一枚
の薄いカードに集中する非接触ICカードがあります。このようなカードはまだ普及されてい
ないけれども、便利なので高収入の人の中で、とても人気があります。その他、上海では
交通ICカードが普及されていました。あれは日本のイコカやスイカなどとちょっと違って、
上海市市内のすべての交通機関に使えます。つまり、バス、タクシー、地下鉄、船、そし
て、リニアモーターカー、ないし観光バスでも使えます。そうしたら、一枚のカードだけを持
ってれば、気軽に出かけるようになりました。小銭を用意しなくてもかまわないので、本当
に便利です。  
 
よくないところと言うと、安全における問題だと思います。たとえば、 近、日本では、お財
布携帯は開発されたそうです。買い物する時、携帯で決済できるようになりました。ところ
で、みんなは便利さを感じる同時に、不安全感はないでしょうか。携帯料金の支払い方式
はポストペイであり、携帯失ったり、他人に借りさせたりする場合は、お財布でもあるの
で、どうやって安全性を保障できるのかが問題になると思います。  
 
IC決済サービスはきっと商業の発展に積極的な影響をもたらすと思います。ただし、どう
やってIC決済の不備なところを完全し、消費者によりよいサービスを提供するのか、など
の問題に工夫しなければならないと思います。 

 
返信  

 

 

 

37 : Re: ＩＣ決済サービスが商業を変える？

投稿者 ： 『商業振興課 仲筋』 投稿日時 ： 2004/11/22 16:02

若林先生のおっしゃるとおり，まさしくこれから，という分野ですね。  
特に交通系（ＩＣＯＣＡやＰｉＴａＰａ等）ＩＣカードの電子マネー機能は。  
手に入れられている方のご関心は「どこで使えるのか」に始まり，「どんなメリットがあるの
か」というところにあるのでしょうね。  
そういう利用される方の利便性を考えて，実際に電子マネー機能がどんな使い方ができ
るのかを商業サイドでも考えていく必要がありそうです。  
また，非接触ＩＣカードは企業で社員証として導入される等，幅広い利用に供されはじめて
おり，商業だけでなく，交通や観光にもその適用（適応？）範囲を広げることが可能です。 
このようなことを考えると，「こんな機能があったら便利なのに」とか「こんなところで使えた
らいいのに」という夢を利用者が語っていくことが必要でしょうね。 

 
返信  
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36 : Re: ＩＣ決済サービスが商業を変える？

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2004/11/20 08:08

仲筋さま  
若林靖永です。  
商業シンポジウムの報告ありがとうございました。  
私もコーディネータとして参加しましたが、とても勉強になる会でしたね。  
 
いよいよ本格的に非接触ＩＣ決済サービスの時代が来るという感じでしたね。  
 
実は関西は関東ほかと比べて非常に遅れている分野なんですね。  
ビットワレットのエディは京都ではコンビニエンスストアの一部ぐらいしか使えるところがな
いような状況なので、まだまだ普及がすすんでいません。  
 
ようやくICOCAにPiTaPaの登場で身近なものになってきましたが、まだまだ鉄道利用以外
に使えるところは少なくてこれからです。  
 
そう、これからなんです。  
だからこそ、どんな使い方ができるか、工夫していくことが大事だと思っていますし、実際
のアクションを仕掛けていくことが求められていると思います。 

 
返信  

 

 

 

35 : ＩＣ決済サービスが商業を変える？

投稿者 ： 『商業振興課 仲筋』 投稿日時 ： 2004/11/18 14:34

平成１６年１１月１７日,キャンパスプラザ京都にて，「ＩＣ決済サービスは商業を変えるの
か」と題したシンポジウムを開催致しました。おかげ様で約１００名様のご参加をいただ
き，１８日の京都新聞にも取り上げていただきました。ご協力いただいた方々に御礼申し
上げます。  
コーディネーターに本会議室の進行役をお願いしております若林教授，パネリストとしてＪ
Ｒ西日本様，スルッとＫＡＮＳＡＩ様，ビットワレット様，四条繁栄会の樋爪様をお迎えしまし
た。本市の商業振興施策としては初めての試みでしたが，パネルディスカッションの 後
で若林教授に今後の可能性を示していただきました。まだまだこれから大きく環境が変わ
っていく可能性のある分野ですが，本市の役割はこのような取組を通じて今後も情報を商
業者や市民の皆様に提供して参りたいと考えております。  
この会議室でも，ＩＣＯＣＡ，ＰｉＴａＰａ，Ｅｄｙ等の非接触型ＩＣカードに関する議論や，お財布
ケータイの（個人的でも）評価等を書き込んでいただいて，少し掘り下げていただければ，
と考えておりますので，皆様のご発言を宜しくお願い致します。 

 
返信  

 

 

34 : Re: 商店街の現場から

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2004/11/12 00:37

宮脇さん、はじめまして。まっちと言います。  
よろしくお願いします。  
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商店街のシンポジウムですか。おもしい取組ですね！  
それなのに一番聞いて欲しい、商店街の人々が参加  
しなかったというのは、私も部外者ながら残念な気がしました。  
 
時間的な問題があったり、「大学の講義」という堅い  
イメージがあったり…と参加者が集まらなかった原因は  
様々だと思いますが、逆に商店街を会場にしてシンポジウムを  
開催したりすることはないのでしょうか？  
※既にそのような取組をされていましたらスイマセン。  
 
商店街の方々もお忙しいでしょうし、身近な場所で  
そのような取組があれば参加者も増えるんじゃないかな、  
と素人考えでそう思いました。  
 
きっと商店主の方々も「このままではいかんなぁ」と  
感じてる方が大勢いらっしゃると思いますし、その  
思いをうまく吸い上げてあげる活動が必要なのではと  
思います。 

 
返信  

 

 

 

33 : 商店街の現場から

投稿者 ： 『宮脇登』 投稿日時 ： 2004/11/11 11:06

佛教大学とシンポジウムを共催した北野商店街の役員です。  
11月1日のシンポジウムでは若林先生の基調講演から東京・戸越銀座、富山・中央商店
街、そして地元北野とそれぞれブランド戦略、ミニチャレンジショップ、大学交流  
共催者の一員としてはなかなか中身の濃いいい内容であったと自負しています。おのお
のテーマは違っても 後はチャレンジという共通項が見えてくると思います。  
残念ながら、今商店街の現場ではチャレンジと言う言葉とは裏腹に後ろ向き・下向きの風
が蔓延しています。時間的問題もありますが当日の出席者の少なさにその現実を思い知
らされました。  
売り上げの減少、経営者の高齢化がおおきく影響していることはいうまでもありません
が・・・・  
シンポジウムにおいてもまずだれよりも聞いて、見て、体感してほしかったのが地元の商
店主であったのですが  
リーダーの資質もありますがこれからねばりづよく、こつこつ輪を広げていくしかないので
しょうが・・・さて妙案は無いものの皆様のところはいかがでしょうか・・・・  

 
返信  

 

 

 

32 : Re: 11月1日佛教大学の企画（１）

投稿者 ： 『商業振興課 上田』 投稿日時 ： 2004/11/05 12:48

商業振興課の上田です。  
私も１１月１日のシンポジウムに参加いたしました。  
戸越銀座銀六商店街振興組合や富山市中央通り商店街・ミニチャレンジショップ「フリー
ポケット」運営協議会のお話をお聞きして，商店街というフィールドの面白さや可能性を改
めて認識しました。がんばれ“商店街！！”  
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ところで，近年，大学や大学生さんが，商店街をはじめとする地域のまちづくりに積極的
に参画されている事例を良く見かけますが，これは自分がうん十年前に学生だった頃に
は考えられなかったことで，大変素晴しいと思います。  
特に，今回のシンポジウムを主催された仏教大学が北野商店街と連携されて取り組まれ
ていることは，①大学を挙げた組織的な取組であること，②商店街と正式に協定を結ば
れていること，という２点において他にはない事例であり，今後の展開に大いに楽しみに
しています。  
 

 
返信  

 

 

 

31 : 11月1日佛教大学の企画（２）

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2004/11/03 15:30

続き  
 
富山市中央通り商店街・ミニチャレンジショップ「フリーポケット」運営協議会の竹嶋身和
子さまの話から・・・  
 
・友達と妹と三人で香港へ行ったら狭いビルに個性的でこだわりのミニショップが埋まって
いるのを見て、これすごいねということに。  
・商店街と富山市と私たちとで具体化をすることに。小さな２階建てのビルに２坪、月
25000円で敷金礼金なしのお店を８つ募集。若者相手ということで若者たちが開業。  
・1997年７月にスタートし、2001年３月には２号店も、これまでに５０近くが出店。４０ぐらい
が独立開業し、商店街の近辺に開業しているところも多い。  
・若者たちが友達のようにお客と接し一生懸命に工夫して販売しているのを見て、商店街
の店主たちも刺激を受ける。自分たちの手で次世代の商業者を育てるんだという関わり
方に。  
 
詳しくは  
http://www.tmo-toyama.com/  
 

 
返信  

 

 

30 : 11月1日佛教大学の企画（１）

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2004/11/03 15:29

進行役の若林靖永です。  
 
１１月１日、佛教大学社会学部と佛教大学コミュニティキャンパスの主催、北野商店街振
興組合の共催で、「地域のつながりと商店街～商店街の競争力を高める戦略～」というシ
ンポジウムが子ども文化会館で開催されました。  
 
そこで基調講演をやりました。  
それはさておき、パネリストとして北野商店街の宮脇登さまとともに、東京の戸越銀座銀
六商店街振興組合の亀井哲郎さま、そして富山市中央通り商店街・ミニチャレンジショッ
プ「フリーポケット」運営協議会の竹嶋身和子さまが参加されました。  
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戸越銀座の亀井さんの話から・・・  
・フリーマーケットをイベントでやったら人がたくさん集まったけど、それぞれのお店は自分
のところの商売をやっていない。それはおかしいんじゃないかとやめることにした。  
・地域のブランドになるようなオリジナル商品をつくろうということで、その第１号でお酒を
つくって販売。その後もよもぎパンやみそだれなどなどを開発。メディアにも取り上げられ
て地域の人たちの評判に。  
・都市観光という考え方があるが、近隣型の商店街であっても魅力的で個性的なものを
打ち出せば、近隣の他地域からもなんだろうと商店街に来てくれる。そのことで商店街に
自信が生まれる。  
・以上のようなことも、全体８０店舗のうちの、やっているのは１０店ぐらい。まずはやろうと
いう人たちが新しい発想で取り組み、メディアを活用し、評判をつくっていくと、広がってい
く。  
 
下記のホームページを参考にしてください。  
http://www.witch.co.jp/ginroku.htm  
 

 
返信  

 

 

 

29 : Re: 商業ビジョンの紹介・・・世界に発信する商業？

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2004/11/03 15:30

シュテルンさん、すばらしい心がけですね。  
 
秋になると特に道路は混んでしまい、京都人は不便になります。  
でもやさしい気持ちを持ちたいものですね。  
 
別に京都にお金を落としてくれるから大事にするというのは観光や行政の人たちの発想
なので、違うかなと思いますけど、「私たち京都の人の対応次第で、京都に来られた方が
京都を嫌いになる」のは困ります。  
 
どんなことを注意したらいいんでしょうね。  
気がついたこと、ひどい対応とかあったら紹介してくださいね。  

 
返信  

 

 

 

28 : Re: 京都のいいところって・・・！？

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2004/11/03 15:31

ハンさん、こんにちわ。  
中国上海からの投稿、うれしく思います。  
進行役の若林靖永です。  
 
ハンさんが書いている通り、日本で「日本らしい」というのを探すのは難しくなっています。 
刀を差しているサムライや芸妓がまちを歩いているわけではありません。  
そういう中で、「日本らしい」の１つがお寺や神社、そしてその近くにあるお店たちですよ
ね。  
清水寺の門前のお店たちはそういう感じですし、その近くにおいしい料理屋さんもたくさん
あるんですよ。  
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京都をますます好きになってくださいね。  
 
ＰＳ ハンさんの日本語、わかりやすいですよ。「集まています」は「集まっています」とか、
ちょっとだけ気をつけたら完璧ですよ。よく勉強されていますね。 

 
返信  

 

 

 

27 : Re: 京都のいいところって・・・！？

投稿者 ： hanxiou 投稿日時 ： 2004/10/29 21:03

はじめまして。中国上海からのハンと申します。よろしくお願いいたします。  
偶然でこの電子会議室を拝見いたしました。「京都の商業」について、皆様の発言を読ん
でとても興味があります。そして、ハンが外国人として、京都のお店についてちょっと発言
したいです。  
 
私は京都が一番日本らしい町だと思います。「日本らしい」と言うのは、日本伝統的な文
化をたくさん残してきたということです。でも、私が京都に来て、なんだか違う感じがしまし
た。くわくわさんのおっしゃった通りに、京都が「伝統」と「流行」をあわせ持つ町だと思いま
す。  
 
私が今年3月、日本出張に来た時、清水寺のあたりへ観光に行きました。（時間はなかっ
たので、清水寺しか行けなかったです。）そして清水寺へ移動する途中、いっぱい並んで
いる日本の伝統的なお店がみました。伝統的な日本の部屋、店員の服装、ないし売って
る伝統的な小物や食べ物・・・すべては私のことを引き付けました。さすがに日本の京都
だと言う感嘆がしました。  
 
半年後、再度京都に来られて、「伝統的」とぜんぜん違う京都の一面を発見しました。京
都駅にある伊勢丹や近鉄百貨店や西武など、ファッション情報がいっぱい集まています。
もう大阪と大体同じ感じがしました。  
 
京都の四条、三条に行くと、「伝統」と「流行」をまぜる町の感じがします。伝統の中で流行
が生じます。そして、流行の中で、伝統的なものが含まれてあります。本当に京都ならで
はないかもしれません（笑）。  
 
京都は日本古い文化の宝庫であり、「伝統」と「流行」の並存で、もっと魅力的になります。
「伝統」と「流行」は京都の産業界に大きな活躍できるステージを提供していると思いま
す。  
 
私はこんな「伝統と流行」の魅力を持つ京都がますます好きになります。  
 
これから京都の良さをもっと多く発見できますかな＠_＠ 楽しみです。  
 
（ハンは日本語が上手ではないので、間違ったところがあれば、ぜひ指摘していただいて
ください*_*） 

 
返信  

 

26 : Re: 商業ビジョンの紹介・・・世界に発信する商業？

24/35 ページおいでやす京の商い～京都市商業ビジョン2004～

2009/03/30http://ecom.city.kyoto.jp/forum/board/newThreadMain.rhtml?bd=shogyo



 

 

投稿者 ： シュテルン 投稿日時 ： 2004/10/27 23:09

京都は観光客に対するマナーというか、  
ほんとに大切なお客さま(お金を落としてくれる良いお客さまの意味も含みますけど)という
意識が薄いように思います。  
観光都市としては市民みんなの普段からの心がけを身についてないといけないと思いま
す。  
そんなんで近頃私は少し心を入れ替えました。  
今まで他府県ナンバーの車を見ると、道を知らない田舎モンは邪魔で走りにくいと思って
いたのを改めました。  
｢他府県ナンバーを見たら優しくおもてなし。｣  
京都の皆さん他府県ナンバーには優しくしましょう(^_^)v 

 
返信  

 

 

 

25 : 商業ビジョンの紹介・・・世界に発信する商業？

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2004/10/26 23:27

進行役の若林靖永です。  
 
この会議室は京都の商業について自由な意見交換をすすめつつ、商業振興施策に反映
させることを目的としています。  
ぜひお知り合いにこの電子会議室の存在を広めていただけるとうれしいです。  
よろしくお願いします。  
 
さて、話題提供です。  
今年の３月に策定された「おいでやす京の商い～京都市商業ビジョン２００４」では４つの
ビジョンを提起しています。  
そのトップが、「歴史文化都市・京都を発信する先導的商業」です。  
これは、京都の既存の商業の活性化を考える前に、京都の都市戦略、京都の役割は何
かということから、商業の役割・方向性を示したものです。  
 
***********************************************  
 
１ 歴史文化都市・京都を発信する先導的商業  
 
ア 京都は世界に誇るべき歴史文化都市である。日本人にとって特別の意味を持つ都市
であり，海外からも日本文化に関心を寄せる多くの観光客が訪れている。そういう京都の
持つ特別の価値＝「京都ブランド」を継承し，創造し，発信する一翼を，京都の商業は担
わなければならない。  
イ 京都を訪れる人々に， 高水準の「空間」「商品」を提供し，「心のおみやげ」を差し上
げるような，歴史文化都市にふさわしい「 高水準のもてなし（ホスピタリティ）」を追求す
ることが京都の商業には求められる。  
ウ 市民や観光客も成熟した文化を享受することができる都市にふさわしい礼儀やマナ
ー，それを楽しむ感性を身につけるように努めることが求められる。  
エ 伝統産業や農林業，食文化，製造小売などと強く結びついて，他にはない「オンリー
ワン」の個性で「ナンバーワン」をめざす商業があふれることが京都にはふさわしい。  
オ 京都らしいまちなみ景観，伝統的な祭，年中行事，伝統的食文化などを守り発展させ
ることに商業者も積極的に関わることが求められる。  
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**********************************************  
 
私がたとえば気になることをあげると・・・・  
 
京都の土産物はもう少しいいものにならないのか・・・  
もちろん安くてカワイイものもＯＫだけど（たとえば新撰組だということでそれに合わせてビ
ジネスを展開する、そういう商売の情熱は大事）。  
それに加えてもっと大人にアピールする、もっと価値のあるものを大切に売っていくことも
大事ではないか。これでは京都の品が落ちると思う。  
 

 
返信  

 

 

 

24 : Re: 商業振興課 上田さんへ

投稿者 ： 『商業振興課 上田』 投稿日時 ： 2004/10/19 13:58

シュテルンさん こんにちは。  
商業振興課の上田です。  
ご発言のとおり「我らが郷土がより良くなる」ということは大変重要だと思います。そのた
めに，京都の商業が大きな貢献ができるよう応援していきたいと考えています。ご発言あ
りがとうございました。  

 
返信  

 

 

 

23 : Re: シンポジウムやります。

投稿者 ： 『商業振興課 仲筋』 投稿日時 ： 2004/10/19 11:34

商業振興課の仲筋です。  
 
若林先生，ご発言有難うございます。  
 

近，新聞紙上でも非接触型ＩＣカードが取り上げられることが多く，その他テレビでのＣ
Ｍをご覧になった方や，通勤等で鉄道を御利用になられた方がポスターをご覧になること
もあると存じます。ですから，本シンポジウムで取り上げるカードについても皆様ご存知の
ことでしょうね。  
 
ただ，非接触型ＩＣカードってなんだろう，という方も多いでしょうし，ましてやこれが商業に
どのように影響を与えるか，という議題は商業者のみならず交通事業者にとっても興味深
い点だと思います。  
 
これらの考察をより有意義なものにするために，多くの方々にご参加いただきたいと考え
ておりますので，お時間の許す限り，ご参加をお待ちしております。 

 
返信  

 

22 : Re: シンポジウムやります。

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2004/10/18 23:10
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進行役の若林靖永です。  
ここで紹介されているシンポジウムでもコーディネーターをつとめさせていただきます。  
 
今回の商業シンポジウムもなかなかに異色の切り口です。  
今回の商業ビジョンでは、商業を都市戦略に位置づける、都市政策によって商業振興を
はかるというアプローチをとりあげました。  
 
このシンポジウムでは、交通系のIC決済カードの展開が、どのように商業に影響するの
か、あるいは商業はいかにそれをビジネスチャンスと考えるのかといったことを考えてみ
たいと思っています。  
 
なんだろう、よく知らないと思われる方もそれぞれの構想を語っていただきますので、ぜひ
ご参加ください。 

 
返信  

 

 

 

21 : Re: 京都のいいところって・・・！？

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2004/10/18 23:09

若林靖永です。  
くわくわさん、ありがとうございます。  
 
なるほど、個々のお店は個性的だけど、まち全体の魅力につながっていないのではという
感想ですね。  
 
みなさん、どうですか？  
 
僕自身は、あまり、まち全体の一体感というような感じのことを考えると、共同のアーケー
ドとかいうようなハードのことになってしまいそうで、それはどうかなと思ったり。  
 
まち全体の魅力の前にまずは個々のお店の魅力が大事、だってお店を利用するんだか
らと思ったり。  
 
もちろん、ネットワークが大事じゃないかという方向性はいいと思います。どんなものなの
かなあという意見交換が必要ですけどね。  
 
ぜひ京都のいいところ、いやなところとかをここで意見交換しましょう。  
大歓迎です。  
 
ただし、固有名詞とかを出して傷つけたりしないようにだけは注意してくださいね。そこは
うまく表現してください。よろしくお願いします。  

 
返信  

 

 
 

20 : 商業振興課 上田さんへ

投稿者 ： シュテルン 投稿日時 ： 2004/10/18 23:08

お役所の方もいろいろなさってるんですね。  
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ご苦労様です。  
会議室は初めてで良く分かりませんが  
とにかく我らが郷土がよりよくなりますように。 

 
返信  

 

 

 

19 : Re: みなさん、こんにちわ。

投稿者 ： シュテルン 投稿日時 ： 2004/10/18 23:10

はじめましてシュテルンと称します。  
会議室もすべてが初めてです。失礼がありましたらご容赦下さい。  
 
さて、まっちさんのご意見ですが、  
京都は高い!ってのは同感です。  
当然、今はナショナルチェーンストアが増えてますしどこへ行っても  
同一価格のものも多くなっていますが  
京都は全般に物価は高いと思います。  
食べ物とかは他所に比べると高いように思います。  
食べ物以外でも高く感じることが多いですが、  
原因の一つに土地の値段があるんじゃないかと思います。  
突出して高いわけではありませんが  
坪単価とかテナント料とかは  
絶対的な単価はそれなりでもよく考えると  
「ここらへんでもこんな値段?お客さん来るの?」って感じますね。  
だからひょっとしたら場所代が物価に影響してるのかも。  
 
でも京都はコンパクトな中にたくさん良い物が詰まってる町ですよ。  

 
返信  

 

 

 

18 : 京都のいいところって・・・！？

投稿者 ： くわくわ 投稿日時 ： 2004/10/16 01:09

私は家から近いこともありよく三条･四条周辺をうろうろ  
しています。  
四条河原町周辺のお店はよくよくみると非常に個性豊かな  
お店が軒をつらねていることに気がつきます。  
伝統のあるお店と流行のCAFEが隣接しているのも京都  
ならではないかと思います。  
一つ一つのお店だけをクローズアップしてみると個性的で  
あるけれども、その個性がまち全体としての魅力には  
繋がっていないような気がします。  
 
それは商業者同士あるいは、地域住民との関係が希薄になって  
いるからではないでしょうか？  
私はまちの魅力は人の魅力であると思っています。  
昔の商店街であれば、同じ通りに面しているお店の店主同士が  
顔見知りで仲が良いのが普通であったような気がします。  
人と人のつながりが点でしかなく、面(ゾーン)としての広がりを  
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感じることができないところが京都のまちのよさを  
伝えきれていない要因であり、問題点の一つだと思います。  
消費者・生活者・商業者などを含めた、「ネットワーク」構築が  
今後の重要な課題であるような気がします。  
 
もう一度、いろいろな視点(様々な立場の人)で京都のいいところ  
わるいところを検討する必要があると思います。  
せっかくこのような場があるのでこんなことを話すのも  
いいのではないでしょうか？ 

 
返信  

 

 

 

17 : 京都の商店の魅力

投稿者 ： 桃山太朗 投稿日時 ： 2004/10/16 01:07

｢値段が高い」という表現は少々乱暴ですね。どこでも手に入るナショナル･ブランドの商
品が、大阪や神戸と比べて高値で取引されている訳ではないでしょう(笑)。  
例えば(知り合いの）料理屋さんに｢お友達価格でお願いね」と言って、値引きしてもらえる
印象はないですね。でも、ワンランク上の料理や食材を提供してもらったりと、「心尽くしの
おもてなし」をしてもらった経験はみなさんお持ちではないでしょうか？  
「京都の商店の魅力 その1」としては如何でしょうか？  

 
返信  

 

 

 

16 : Re: こんにちわ

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2004/10/13 22:34

猛烈サラリーマンさま、お返事おくれました。  
進行役の若林靖永です。  
 
都心の生活は魅力的ですね。  
にぎやかな感じですし。  
 
都心の商業でお気づきの点、また教えてください。  
よろしくお願いします。 

 
返信  

 

 

 

15 : Re: はじめまして！！

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2004/10/13 22:34

進行役の若林靖永です。  
くわくわさま、こんにちわ。  
 
６年ですか、京都は好きですか？  
僕も大学入学以来ずっと京都ですが、今でも観光客気分です。  
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それと伝統と革新というのは京都にふさわしいテーマだと思います。  
いま、伝統といっていることの多くが、昔革新的に取り組んだことの結果だったりすること
を考えると、伝統を守るとか残すとかいう考え方には不十分な点があるのではないかと思
います。  
 
これからの京都のあり方にも広がる話ですね。  
よろしく。  

 
返信  

 

 

 

14 : Re: 参加させていただきます。

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2004/10/13 22:34

進行役の若林靖永です。  
しましまさま、投稿ありがとうございます。  
 
そうですね、消費者としてどんな買い方をしているか、消費のあり方を考えているか、とい
うのも大事な意見交換のテーマですね。  
 
僕なんかは、やはりお酒のことは全然わからないので、なかなかプレゼントがむずかしい
です。わかっていてプレゼントするのとそうでないのは違いますよね。お店の人としゃべり
ながら選ぶというのは僕も好きです。そのプロセスそのものが、ストーリーだと思います。 
 
よろしく。 

 
返信  

 

 

 

13 : Re: 大学と商業振興

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2004/10/13 22:34

進行役の若林靖永です。  
 
山口さん、こんにちわ。  
お元気ですか？  
 

近、大学が商店街を軸としたまちづくりに関わる事例、結構ありますよね。  
それらを紹介し合いながら、今後の可能性を探してみましょう。  
よろしくお願いします。  

 
返信  

 

 
 

12 : Re: みなさん、こんにちわ。

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2004/10/13 22:33

進行役の若林靖永です。  
まっちさん、はじめまして。  
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大阪と京都の比較っておもしろそうなテーマですね。  
ともに全国的にみれば、結構、商店街ががんばっている地域ですし。  
 
そして、「京都の商店の魅力」についてもぜひ発言してくださいね。  
私もお買い物通になりたいですし（笑）  

 
返信  

 

 

 

11 : Re: みなさん、こんにちわ。

投稿者 ： 『商業振興課 上田』 投稿日時 ： 2004/10/13 20:54

まっちさん ありがとうございます。  
商業振興課の上田です。ご指摘のとおり，京都には，京都ならではの商いが根付いてい
るのではと感じることがあります。それは1200年有余の歴史の積み重ねなのか，三方を
山に囲まれているといういわば独立した商圏の影響なのか，あるいは進取の気概を有す
る京都人気質なのか・・・，いずれにしても京都の商業は京都のまちとは切り離せないも
のだと思います。そうした意味で，「京都の商店の魅力」を掘り下げていくことは大変面白
いと思います。是非ともこの会議室でいろいろな意見交換をしたいものです。ありがとうご
ざいました。  

 
返信  

 

 

 

10 : みなさん、こんにちわ。

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2004/10/12 13:40

はじめまして。まっちといいます。  
この会議室ではまじめて発言します。  
よろしくお願いします。  
 
さて、この会議室の発言を拝見してますと  
京都の商業について色々と思いと「こだわり」をお持ちの  
皆さんがお集まりのようですね。  
 
私は大阪に住んでいるんですけど、大阪に比べて、  
京都は一つ一つの商店をブラブラ歩きながら  
気ままに買い物ができる街だなという印象を前から  
持っています。  
 
その違いってどこから生まれてきてるのかなと  
考えてみたんですが、やっぱり京都のまち全体が  
持っている「おちついた雰囲気」が大きな要素に  
なってるような気がします。  
 
しかし一方で京都の商店には「古臭い」とか「時代遅れ」な  
印象を持っているのも事実です。それと値段が高い！(笑)  
 
そこで会議室に参加されている皆さん！  
大阪人の私に、「京都の商店の魅力」を教えてもらえないでしょうか？  
私も是非、お買い物の京都通になってみたいのです。 
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返信  

 

 

 

9 : シンポジウムやります。

投稿者 ： 『商業振興課 仲筋』 投稿日時 ： 2004/10/12 12:36

はじめまして。商業振興課の若手係員，仲筋です。  
私個人としては，日々「京都市商業ビジョン２００４」の１１の戦略とにらめっこしながら，行
政として何ができるやらと考えるものの，考え及ばず思考の迷路に迷い込んでおります。 
さて，京都市では平成１６年１１月１７日の１３：３０から１６：００まで，キャンパスプラザ京
都（京都駅ビル西側）におきまして，「ＩＣ決済サービスは商業を変えるのか」と題したシン
ポジウムを開催致します。昨今新聞紙上でも話題にあがることが多い「ＩＣＯＣＡ（イコ
カ）」，「ＰｉＴａＰａ（ピタパ）」，「Ｅｄｙ（エディ）」といった「非接触型ＩＣカード」が，京都の商業
にどのように結びつくかを情報交換する予定です。これらの名前を聞いたことがない方，
またまた聞いたことがあるけれどもよく解らないという方も，各企業の方をお招きして解り
やすく 新状況を報告しますので，ご安心下さい。  
シンポジウムの詳細については，
http://www.city.kyoto.jp/sankan/shogyo/sinpochirasi.pdfをご覧ください。  
今後もこのような取組を通じて，「京都市商業ビジョン２００４」の内容とそのエッセンスを
市民の皆様にお知らせして参りますので，ご理解とご協力をお願い致します。  

 
返信  

 

 

 

8 : Re: 大学と商業振興

投稿者 ： 『商業振興課 上田』 投稿日時 ： 2004/10/12 09:44

山口さんありがとうございます。  
 京都にとって大学は「知の財産」であり，本市経済を支える重要な担い手のひとつであ
ります。  
 地域の商業の課題は，単に商業の問題のみならず，地域のまちづくり，都市戦略，中小
企業対策，雇用対策など，学際的に多岐に渡っています。したがって，商業のありようを
考える場合に，「大学」，「大学の研究者」，「大学生の皆さん」と連動し，多様な観点から
政策提言をいただくことは大変意義深いことであると考えています。  
 そうした意味で，市内の大学をコーディネイトする大学コンソーシアム京都の役割には
大きく期待をしています。この会議室でも，是非，大学の取組を報告してください。また，
現役の学生さんのご意見もお待ちしています。  

 
返信  

 

 

7 : はじめまして！！

投稿者 ： くわくわ 投稿日時 ： 2004/10/07 10:20

京都で学生をしているくわくわと申します。よろしくお願いします。  
京都に住んで早いもので約六年が過ぎようとしています。  
 
何もわからず過ごした一年目、京都の良さがわかりはじめた三年目、  
京都の素晴らしさ・奥深さを感じる六年目♪  
人と同じように街も一分･一秒と姿・形を変えています。  
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普段何気なく歩いている道であっても、意識してみると  
新しい発見がある街が京都の良さではないでしょうか。  
京都ではよく、『伝統と革新』という言葉が使われます。  
『伝統と革新』は常に背中合わせであり、革新によって伝統を  
破壊することもあり、反対に伝統を重視するあまり革新を抑制  
してしまうというジレンマがよく起こります。  
こういった問題は京都を考えるにおいて常につきまとう問題  
ではないでしょうか？  
今の京都において必要なもの、それは新しい力ではないかと思います。  
力の源は結局のところ「人」にあります。  
新しい力の育つ環境の整備・構築がこれからの京都における  
一つの課題ではないかと思います。  
京都が大好きな私にとって、電子会議室を通していろいろな  
議論を行うことでもっと京都が魅力的な街になればいいなぁと思います。 

 
返信  

 

 

 

6 : Re: こんにちわ

投稿者 ： 『商業振興課 上田』 投稿日時 ： 2004/10/07 09:26

桃山さん ありがとうございます。  
私も四条河原町界隈は潜在的なものも含めて魅力一杯だと思います。錦，新京極，寺町
などの由緒ある商店街に加えて，特にここ数年の間に，三条通や御幸町通などの街路に
飲食店やセレクトショップなどのお店が増えています。都心はまさに歩いて楽しく，驚きや
ワクワク感に溢れています。本年３月に策定いたしました「おいでやす京の商い～京都市
商業ビジョン2004～」でも都心商業の更なる活性化について議論をし，課題も含めて取り
まとめましたので是非商業振興課HPから御覧ください。ご感想もお待ちしています！ 

 
返信  

 

 

 

5 : 参加させていただきます。

投稿者 ： ☆しましま 投稿日時 ： 2004/10/06 23:11

皆様、こんにちは。昨年度はビジョン策定に市民委員として参加いたしました、しましまと
申します。お邪魔いたします。  
 
私は特に生産活動をしているわけでもなく、もっぱらの消費者なのですが、年と共に（笑）
「いいもの」が欲しいと思うようになってきました。  
これは決して「値が張るもの」ではありません。「いい買い物したな。大切に使おう」「自信
を持って贈ろう」「味わって食べよう」ということで、「ちゃんとした消費をしたい」ということで
す。  
 
だから、例えばお酒のプレゼントをするにも「高いいいお酒を買って贈ろう」というのではな
く、「あのお店で見立ててもらおう」という買い方をするようになりました。  
 
このような買い物は楽しいですし、京都にはこのような買い物スタイルをする場が沢山あ
ると思います。  
 
より「顔の見える商業環境」を広げることで、こんな買い物ができるチャンネルを増やして

33/35 ページおいでやす京の商い～京都市商業ビジョン2004～

2009/03/30http://ecom.city.kyoto.jp/forum/board/newThreadMain.rhtml?bd=shogyo



いきたいなーと思っています。 

 
返信  

 

 

 

4 : 大学と商業振興

投稿者 ： gucci/『山口 洋典』 投稿日時 ： 2004/10/06 17:02

大学コンソーシアム京都の山口と申します。  
 「しんこう」という文字を漢字に変換してみると、進行、親交、新興、あるいは侵攻やや信
仰など、いくつかの文字になりますが、こうしたことばあそびをしながら、物事を考えるの
が好きな人です。  
 
昨年度は、商業ビジョンを策定なさる中で、商業の未来像を大学における教育、研究の
成果からひもとこう、という動きに関わらせていただきました。  
 2003年の1月19日には、池坊短期大学にてその取組について報告させていただきまし
た。その際に司会、進行を務めさせていただきましたのが私です。  
 
そんな中、今年も継続して、大学と商業振興がどのように結びつくか、という大きなテーマ
に対して、具体的な実践を積み重ねていくべく、準備を進めています。  
 とある商店街に、大学の教員、ゼミ、その他有志の学生が関わっていく、という枠組みを
どのように整えているか、その挑戦です。  
 
また進捗状況についてはこの会議室も使いながら、報告させていただきます。  
 まずは簡単に、自己紹介がてら、新規発言でした。  
 

 
返信  

 

 

 

3 : こんにちわ

投稿者 ： 桃山太朗 投稿日時 ： 2004/10/06 13:36

四条通界隈の事業所で働く「猛烈サラリーマン」です。  
一日のほとんどを四条界隈で過ごし、必ず一食は大丸さん周辺でとります。本はジュンク
堂、カメラはナニワ、パンはシズヤ。手土産には大極殿、歳暮は村上重、お祝いにはたち
吉。私の生活は都心のお店で支えられています。  
自転車一杯！排気ガス充満！混雑極まりないまちですが、魅力も一杯!!  
四条も河原町も寺町も、もっともっと「楽しく」「美しい」商店街になってほしいと熱望してい
ます。  
この掲示板から、「都心の魅力倍増計画（?）」のネタがザクザクと掘り出されると良いです
ね。 

 
返信  

 

 

2 : はじめまして！

投稿者 ： 『商業振興課 上田』 投稿日時 ： 2004/10/05 19:00

 はじめまして。商業振興課課長補佐の上田誠と申します。  
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 半年の期間ですが，この会議室を有意義なものにしていきたいと考えていますので，是
非とも皆さんの積極的なご参加ご発言をお願いいたします。  
   
 商業には，大きく分けると①日常の商品を供給する機能，②まちのにぎわいを形成する
機能，という２つの機能があると考えています。いずれも我々の日常生活の中では必要
不可欠なものです。商業振興課では，京都市内の商業がより魅力的なものになり，市民
の皆さんの期待に応えることができるよう，商店街や小売市場の活性化支援，ベンチャー
商業者の支援，大規模小売店舗の出店等に関する届出手続き，などを担当しています。 
 ちなみに，この10月から起業者支援（商い創出事業ＶＩＳ）の一環として，中京区三条烏
丸の新風館で「京都コレクションボックス（中庭に出店しているワゴンスタイルの店舗で
す）」がスタートしました。近くにお立ち寄りの際は是非覘いて見てください。おもしろいで
すよ（その他にも市内各地で１０店舗の起業者を応援していますが，詳細は後日機会が
あれば発言させていただきます。）。  
 
 後に，今回のテーマは比較的間口の広いイメージがありますが，是非，参加者の皆さ
んの身近なところから発言をしていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。  
 

 
返信  

 

 

 

1 : 電子会議室スタートです！

投稿者 ： ☆『若林靖永』 投稿日時 ： 2004/10/05 07:36

京都大学の若林靖永です。  
本会議室の進行役をつとめさせていただきます。  
よろしくお願いします。  
 
本会議室では、昨年度に引き続き、京都の商業についてひろく意見交換していきたいと
かんがえています。  
 
昨年度は、京都市商業ビジョン策定委員会の取り組みと連動して電子会議室は取り組ま
れました。  
そして、「おいでやす京の商い～京都市商業ビジョン２００４の策定について」というビジョ
ンが策定されました。  
ぜひご関心のある方はご覧ください。  
 
http://www.city.kyoto.jp/sankan/shogyo/  
 
私からも、ビジョンの特徴や、ぜひ意見交換したいテーマについて、これから発言していき
たいと思っています。  
 
みなさまからも、京都の商業についてご発言いただけたらと思います。 

 
返信  
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