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1.計 画 の 策 定 に あ た つ て

計 画 の趣 旨

商店街は、商品やサー ビスを提供するだけでなく、祭 りなどの伝統文化の継承や、 日常

の買い物などを通 じた市民の交流の場、来街者を迎えるおもてな しの場 としての役割を果

たすなど、地域 コミュニティの場 として地域社会に大きく貢献 してきた。 しか しなが ら、

近年では消費者ニーズの多様化、郊外型の大型店やネ ッ ト通販の台頭などに加え、経営者

の高齢化 と後継者難による廃業や空き店舗の増加な ど困難な問題に直面 し、商店街は非常

に厳 しい状況 となっている。

これは千葉市の中心市街地においてもみ られ る状況であ り、 さらに、今年の秋には 」R

千葉駅 。駅 ビルの建替えや、パル コ千葉店が閉店するほか、来春には三越千葉店が撤退す

るなど、千葉市の中心市街地を取 り巻 く環境は、特に大きな変化に見舞われている。

このようななか、千葉氏サ ミッ トといつた都市アイデンティティの向上に向けた新たな

取 り組みや、2020年 の東京オ リンピック・パラ リンピックヘの対応なども含め、中心市街

地の将来を見据えたまちづ くりの方向性 を明確化することが必要 となつている。

そこで、中心市街地で活動す る各団体や関係機関が、主体的にまちの将来像 と日標 を定

め、共有化、連携及び相互協力により、商店街を含む中心市街地の活性化を図るため、千

葉市中心市街地商店街等活性化計画 (以 下「活性化計画」とい う)を策定することとした。

計 画 の 期 間

本計画は、短期的な施策 (2016年 秋の 」R千葉駅オープンまでに達成 )、 中長期的な施策

(2020年 の東京オ リパラまでに達成 )、 長期的な施策 (2026年 の開府 900年 までに達成 )

に区分 して整理する。

11
ｒ

卜

ヽ
・
・
　

´



2.千 葉 市 の 現 状

(1)現 状分析

平成 28年 3月 に千葉市が公表 した 「千葉市まち・ひと 。しごと創生 人ロビジョン・

総合戦略」および 「千葉駅周辺の活性化グラン ドデザイン」を踏まえ、千葉市の現状に

ついて整理 した。

① 人口

千葉市の人口について、「千葉市まち・ひと 。しごと創生 人ロビジョン・総合戦略」

をみると、出生率に関して数種類のパターンで試算 しているが、いずれの場合 も 2060

年までの将来人口は減少するとい う結果となっている。最も出生率が改善する積極推計

の場合でも、2020年の 97.5万人をピークに人口は減少に転 じる見込みとなってお り、

2060年 には 84.8万人になると試算されている。

【総人口の推移】
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一方、中心市街地が該当す る中央区の人 口についてみると、いずれの試算においても

2045年 か ら2050年 まで緩やかな増加が続 くとされている。施策の投入状況にもよるが、

中央区では当面は、人 口の増加、維持が継続 され ると見込まれ る。

【中央区の人口推移】
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【出所】千葉市まち・ひと・しごと創生 人ロビジョン・総合戦略

②商業

千葉市が実施 したアンケー ト調査 (千葉県内在住

者 6,000人 を対象)で 、千葉駅の利用実績の有無を

みると、県南部 (内房・外房エ リア)や北東部の利

用率は約 9割 となつているものの、東京湾沿いの西

部では約 8割、北西部からは約 6割 に留まっている。

また、商圏環境 (平成 24年度千葉県の商圏)を み

ると、船橋商圏、成田商圏、本更津商圏などで拡大

の動きがみられるが、木更津市は千葉商圏から外れ

てお り、千葉市の商業環境の競争激化 と商業環境求

心力の低下が課題 となつている。

また、同アンケー ト調査によると、市民が商業施設

を評価 しているとする割合は約 2割に留まっている。

市民の千葉駅周辺での買い物先は「そごう千葉店」

が約 6割 となっているが、その他の商業施設は 1～ 2

割 となっているなど、商業環境の求心力の低下が顕

著となっている。商業施設の駐車場 。駐輪場が充実

していないとする市民が約半数 と多いことも特徴的

である。

【出所】千葉市 (千葉駅周辺の活性化グラン

ドデザイン)

一方、市外住民に対するアンケー ト調査結果をみると、千葉駅周辺の商業環境におけ

る「買い物 と飲食の満足度」は約 4割 に留まっている。
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中心市街地の現状と課題

(1)現 状分析

平成 28年 3月 に千葉市が公表 した「千葉駅周辺の活性化グラン ドデザイン」を踏まえ、

商店街等が立地する中心市街地の現状について整理 した。

① 全体概要

」R千葉駅を中心とする中心市街地エ リアは、商業・業務機能や内房・外房への交通結

節点としての機能など様々な都市機能が集積 してお り、市のみならず県都 としての中枢

をなすエ リアとなっている。 しかし、近年は郊外地域における大型店の立地やネット通

販の台頭に加え、都心回帰の動きなどにより、市街地の商業・業務面の空洞化が進んで

いる。

中心市街地のにぎわい創出や生産性の向上に向けて、都市機能の一層の充実や、魅力

ある市街地の形成が求められている。

② 千葉駅周辺の役割 と位置付け

本市の玄関口である JR千葉駅には、」R(総武線、外房線、内房線、総武本線、成田

線)や京成線、千葉都市モノレールが乗 り入れているほか、駅前から多くのバス路線が

運行され、公共交通ネットワークの拠点としての役割を担っている。また、内房線や外

房線を介 して、南房総地域を結ぶゲー トウェイとしての機能も期待されている。

さらに、千葉駅周辺は、行政などの中枢管理機能を中心として、商業・業務機能、文

化機能、スポーツ・ レクリエーション機能が集積 し、広範な地域の人々に高度な生活サ

ービスや都市的な楽しみを提供する役割も果たしている。

③ 千葉駅周辺の通行量

千葉市が実施 した歩行者 。自転車通行量調査 (平成 26年)を みると、ハ ミングロー ド

パルサ (栄 町商店街)、 JR千葉駅前、きぼ―る前 (中 央銀座商店街)の 3地点平均の通

行量は、平成 22年比で平 日、休 日ともに減少傾向がみられる。

【歩行者・自転車通行量経年比較】

H17 H20 H22 H26

平 日

I lzri>7o-1.:'/t/1,+ 2590 3016 2606 ▲ 127 ▲ 553 ▲ 143

21」 R千葉駅前 23,206 23,526 22.512 21.355 ▲ 1851 ▲ 2,171 ▲ 1,157

31き ぼ一る前 5,080 6,642 8.314 7.854 2774 1212 ▲ 460
3地点合計 30876 33184 33,432 31,672 ▲ 1.51` ▲ 1.760
3地点平均 10,292 11,061 11.144 10557 ▲ 504 ▲ 587

休 日

l lzri)f n-1.:'zttt,+i 2698 2,424 ▲ 9 7

21」 R千葉駅前 17.536 18.130 16702 16,583 ▲ 953 ▲ 1.547 ▲ 11

31き ぼ一る前 3,198 6,038 8.354 7770 4,572 1,732 ▲ 584
3地点合計 23432 26850 27,480 27,042 3610 ▲ 438
3地点平均 7,811 8,950 9160 9,014 1,203 ▲ 146

【出所】千葉市 (千葉駅周辺の活性化グランドデザイン)
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④ 訪 日外国人の動向

全国的に訪 日外国人旅行客 (イ ンバ ウン ド)が 増加す る中、千葉市にもその動きが波

及 してお り、平成 27年の千葉市の外国人述べ宿泊者数は 606,845人 (前年比 +85.9%)

と、近年大幅な上昇をみせている。宿泊者全体に占める外国人割合 も、平成 23年 (7.9%)

から、平成 27年 (27.2%)の 5年間で、19.3ポ イン ト上昇 している。

【千葉市延べ宿泊者数推移】
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‐‐ 外国人述べ宿泊者数  
―

外国人割合

⑤ 祭りやイベントヘの訪間経験 【千葉駅東ロエリアの訪間経験 (市 外住民)】

千葉市民の親子三代夏祭 り

の参加経験は、約 4割 となっ

ているが、他のイベ ン トは 1

割以下にとどまっている。

市内には多 くの祭 りやイベ

ン トがあるが、市外住民に対

するアンケー ト調査結果にお

ける、「訪問経験 (認知度 )」

は総 じて低 くなっている。

(96) 0

【汎用】

親子三代夏祭り

中央区ら、るさとまつり

オープンブックカフェ&
マーケット「千夜市夜」

食べ・飲み歩きイベン

「ち―バル」

(SA、 n=1,000)

【出所】千葉市 (千葉駅周辺の活性化グランドデザイン)
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(2)中 心市街地商店街等の課題整理

① 内部環境と外部環境からの整理

現状分析を踏まえ、中心市街地に立地している商店街等の内部環境と商店街等を取り

巻く外部環境について、特に重要なものを以下の通り整理した。

② 課題の整理

内部環境、外部環境を踏まえて、中心市街地商店街等が抱える課題について、特に

重要な ものを以下の通 り整理 した。

O JR千葉駅舎・エキナカオープン、パルコ千葉店・三越千葉店の開店を踏

まえた取組内容の整理と実行 【短期的取組】

02020年東京オリパラを見据え、外国人来訪者や高齢者、障害者などあら

ゆる来街者に向けたおもてなし体制の構築 【中長期的取組】

○ 商業機能を中心とした中心市街地のまちづくりの再構築と地域全体の活

性化 【長期的取組】

6

【中心市街地商店街等の内部・外部環境分析】

商業・業務機能、文化機能の集積化

交通ネ ッ トワー クの要衝

市民や市外住民の商業施設の評価の低下

来街者 (歩 行者及び自転車の交通量)の減少

祭 りやイベン トの認知度不足

千葉開府 890年 及び 10年後に千葉開府 900年

2020年東京オ リンピック ロパラリンピックの決定

外国人来訪者の増加

JR千葉駅舎・エキナカのオープンが 2016年秋に予定

平成 28年 11月 にハ
゜
ルコ千葉店、平成 29年 3月 に三越千葉店が閉店

郊外店等の大型商業施設増加による地域間競争の激化

内部環境

外部環境



4.活 性 化 の 目標

中心市街地商店街等の内部環境、外部環境、また課題等を踏まえ、中心市街地の活性

化を図るための 3つ の目標を掲げる。

● ちばの賑わ いの復活

郊外における大型商業施設の進出・拡大など、商業環境の競争激化が進む中、平成

28年秋には千葉駅舎 。エキナカのオープンとパルコ千葉店の閉店が、平成 29年春に

は三越千葉店の閉店が予定されてお り、ますます中心市街地の商業求心力の低下や、

商圏人口の減少が懸念されている。

このような厳 しい商業環境を逆に機会 と捉えて、千葉駅に来る多くの来街者を中心

市街地に引き込み、街を回遊させることで、「ちばの賑わいの復活」につなげていくこ

とを目標 として掲げる。

目標を達成するため、文化、福祉、医療、レジャーなどの立地可能な機能の集積に

努め、多様な都市サービスの充実を図ることや、地域特性に対応 した多様な交流空間

の確保に努め、多くの企業、商店街、まちづくり団体、市民等による活発な交流活動

を展開することが必要である。

●風格ある街の実現

来街者の減少への対策 として、中心市街地への居住者を増や し、 日常の買い物等で

周辺商店街を使ってもらうことは有効な対策である。都市間競争が激 しくなる中、千

葉市の中心市街地を居住先 として選択 してもらうため、都市 として様々な世代か ら憧

れを抱かれるような街 となることを目指 し、「風格ある街の実現」を目標 として掲げる。

日標を達成するため、居住者が快適で過 ごす ことができるよう安心・安全な都市空

間 と居住環境の形成を進めることが必要である。

●人 と街 の つなが りの強化

千葉駅周辺は、商業・業務機能、文化機能が集積化 し、交通ネットワークの要衝 と

しての機能も果たすなど、県都千葉市の顔 といえる。一方で、従来に比べて、業務機

能が低下している影響などから、地域で活動する企業、商店街、まちづくり活動団体

などの結びつきが弱まっているとい う声も聞かれる。今後も魅力ある地域 として多く

の人を吸引していくため、「人と街のつながりの強化」を目標 とする。

日標を達成するため、地域で積極的に活動 し、街を盛 り上げていくような活力ある

経済活動主体の育成が必要である。
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5.活性化方針

活性化 の 目標 を推進 してい くための具体的な活性化方針 について、以下の とお り整理

した。

(1)お もてな しで迎 える街

中心市街地への来街者等に対 して、商店街やまちづくり団体等の迎える側全員が、お

もてなしの心を持ち、おもてなしの行動を実践することを活性化方針 とする。具体的に

は来街者 (国 内外の観光客、ビジネス客等)が 気持ちよく街で過ごせるための案内板や

ガイ ドマップ、路線バスの市街地マ ップ、地域情報の発信などの取 り組みが挙げられる。

(2)そぞろ歩きが楽しい街

来街者がゆった りと安心 して歩 くことができ、そぞろ歩きをしながらくつろげる街を実

現することを活性化方針 とする。具体的には、週末イベン トの実施、オープンカフェや歩

行者天国等の実施、千葉の 「おい しいもの」づ くりの推進などの取 り組みが挙げられる。

(3)歴 史 と未 来 を味わ う街

千葉市及び中心市街地における歴史や文化・伝統などについて発掘 。再発見するとと

もに、千葉の歴史や文化・伝統を未来へつなげていくことを活性化方針 とする。具体的

には、千葉の伝承文化の発掘や、千葉氏や千葉神社 との連携などの取 り組みが挙げられ

る。

8

(1)おもてなしで迎える街

(2)そぞろ歩きが楽しい街

(4)住み心地のよい街

(5)一人一人が主役になる街

【目 標 】

|●
ちばの賑わいの復活

|

|●

風格ある街の実現

    |

●人と街のつながりの強化

【活性化方針】

(3)歴史と未来を味わう街

」



(4)住 み 心地 の よい街

来街者だけでなく、居住者を増やすことが、商店街などの消費需要の取 り込みにつな

がるため、住み心地のよい街の実現を活性化方針 とする。具体的には、クリーンアップ

やパ トロールの活動、バ リアフリー化、商業施設の充実などの取 り組みが挙げられる。

(5)一 人一人が主役 にな る街

商店街を構成する個店が元気になり、空き店舗が少 しでも減少することが、中心市街

地全体の活性化につながることから、一人一人 (個店個店)が 主体的に活動できる環境

づくりを活性化方針 とする。具体的には、空き店舗を活用 したアンテナショップの誘致

や女性の起業促進、SNSに よる個店の情報発信などの取 り組みが挙げられる。

9



6.活 性 化 方 針 を 実 現 す る た め の 主 な 方 策

商店街やまちづ くり活動団体では、少ない人員、予算のなかで現在でも数多 くの活動

を展開 している。一方で、特に商店街においては、現在取 り組んでいる事業は単独で実

施 しているものが多 く、中心市街地全体でみると、「点」または 「線」 としての活動に

とどまってお り、「面」 として広が りが弱い。

そこで、本計画については、商店街単独の活動 (線)を 、中心市街地全体 (面 )へ広

げるべ く、「連携」をキー ワー ドとして、活性化方針 を実現するための主な方策を整理

した。

具体的には、各商店街が発表・提案 した取 り組みのなかで、他の商店街 と連携できそ

うなものをまとめ、以下のとお り、5つ の活性化方針 ごとに連携可能な方策を整理 した。

1)外国人観光客の受入体制構築によるインバウンド誘致

2)国内観光客、来街者の持続的な取り組み

(1)おもてなしで

迎える街

(2)そぞろ歩きが

楽しい街

1)食べ歩きメニューの開発と各種イベントでの定番化

2)人を惹きつける街の演出

1)歴史を感じさせる景観づくり

2)未来につなげる取り組みの推進

(3)歴史と未来を

味わう街

1)美化・防犯活動の強化による美しいまちの実現

2)街の機能の充実

(5)一人一人が

主役になる街

1)空き店舗等を活用した賑わいづくりと発信力の強化

2)活性化に向けた調査・研究

10
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(1)お もてな しで迎 える街

1)外国人観光客の受入体制構築によるインバウン ド誘致

① 連携事業案提案の背景

活性化方針の 「おもてなしで迎える街」に関して、各団体の取 り組みで日立つのは、

「ガイ ドマップの多言語化 (千葉銀座 )」 や、「多言語あいさつシー ト (会議所女性会 )」 、

「観光客への Wi Fiサ ービス (中 央銀座 )」 など、外国人観光客を意識 した取 り組みで

ある。

インバ ウン ド (外 国人観光客)が 全国的に増加 を続けるなか、千葉市の中心市街

地への入れ込み も増加 している。平成 27年 に市内に宿泊 した外国人は述べ 60.7万

人 と、大幅な増加をみせてお り、市内のホテルでは団体の外国人ツアーの受入が増

えているほか、インバ ウン ドをターゲ ッ トとしたホテルが開業す るとい う動きもで

てい る。

今後 2020年東京オ リパラを迎えるに

あたつて、受入体制次第では、飛躍的に

外国人観光客が増える可能性が大いにあ

りうる。

こうしたビジネスチャンスを前に して、

千葉市中心市街地においても、インバ ウ

ン ド消費を取 り込むための積極的な対応

が必要 と考えられ る。 これは商店街単独

の取 り組みでは効果が弱いため、街全体

で取 り組むべきであ り、連携事業 として、

「外国人観光客の受入体制構築によるイ

ンバ ウン ド誘致」 と掲げた。

② 全団体が連携 して取 り組む事業案の概要

今回の計画では、各団体が個別に取 り組むものと別に、全団体が共通 した同じ事業に

連携 して取 り組むことを重視 している。特に、人員的、費用的なハー ドルが高くなく、

全団体がす ぐにでも始められるような連携事業とすることで、計画の実効性を担保 して

いる。国、県、千葉市のインバウン ド施策も鑑み、以下のような取 り組みを推進する。

【多言語紹介支援サイ トを活用 したおもてなし対応の標準化】

千葉市では、平成 28年 4月 に、15言語で市内の 201店舗・施設を外国人観光客に紹

介する「千葉おもてなし SHOPガ イ ド」を開設 した。このサイ トに登録 されている飲食

店や物販店などの施設は、英語、中国語、韓国語などに加えて、ロシア語、マレーシア

語、ベ トナム語、アラビア語など 15言語で表示できるため、外国人が来店 した際に対

応がしやす くなる。



この ウェブサイ トを活用 して、以下の よ うなイ ンバ ウン ド対応 を中心市街地 に立地す

る各店舗 が取 り組む ことで、街全体 にお ける訪 日外国人へのお もてな し体制構築 につな

げる。

Shopping

S"**

轟
息

璽
』

憂
４

≪商店街、各個店の取 り組み内容案≫

○ ウェブサイ トヘの自店舗・施設の登録 (エ リア・施設などジャンル別表示 )

○ 多言語メニューの作成 (既 定のフォーマッ トに日本語で入力すると 14種類の

外国語に翻訳、写真や食材 を示す 35種類の絵文字も挿入でき、印刷も可能 )

○ 本サイ トを使 つた外国人への積極的な接客・誘客の推進

無料登録はこちら !
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2)国 内観光客、来街者の持続的な取り込み

① 連携事業案提案の背景

平成 28年度版観光白書によると、訪 日

外国人旅行消費額が急激 に増加 している

一方で、国内旅行消費額は横ばい となつて

いる。しか しなが ら、国内旅行消費額は旅

行消費額全体の 8割 を占めるため、地域経

済に及ぼす影響は大きい。少子高齢化が進

む中、訪 日外国人観光客の受け入れ ととも

に、国内観光の振興を図 り、旅行消費を取

り込んでい くことも重要な課題である。千

葉市の中心市街地は純粋な観光地 とはいえないが、千葉神社や、周辺に立地する千葉城、

千葉公園のオオガハス、加曾利貝塚、動物公園などの観光資源 を活用 して、「国内観光

客、来街者の持続的な取 り込み」を活性化方策 として掲げた。

国内観光客、来街者を取 り込んでい くための事業 として、各商店街か ら提案があった

のは、中心市街地のガイ ドマ ップづ くりや地域情報の発信などである。

② 全団体が連携 して取 り組む事業案の概要

各商店街等から提案のあったホームページの活用、クレジット端末数増大、Wi Fiサ

ービス等は、外国人観光客だけでなく国内観光客、来街者の利便性の向上に繋がるため、

実現化に向けた検討を進める必要がある。

また、中心市街地ガイ ドマップの リニューアルや路線バスマップなどは、市民にとつ

ても便利なツールであり、地域情報発信の仕組みづくりとともに各団体が連携 した積極

的な取 り組みが求められる。
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≪概要 ≫

心斎橋筋商店街は大阪の中心である中央区

に位置し、長堀通りから宗右衛門町通りまで南

Jヒ 580m続 <商店街で、国内外から多<の観

光客を受け入れている。Wi―Fi環境の整備、外

国語の案内・バンフレット等の作成、免税対応

など、商店街としてのインフラを強化したこと

によつて、商店街には、日本人だけでなく、外

国人観光客も含めたにぎわい創出、売上増加な

どの恩恵が広がつている。

≪主な特徴 ≫

○ 複数の販売店の免税手続を代理して行う「免税手続―括カウンターの設置」を、2015
年秋から大丸心斎橋店内にカウンターに設置。小規模店舗では対応できなかつた免税対

応を商店街単位で行うことで、より多<の店舗に外国人観光客の恩恵が及ぶようになつ

た。

O Wi―Fiの環境の整備は、外国人よりも日本人観光客からの要望が強 <、 利用状況を見て

も、日本人の若者の方が利用率は高い。ランニングコス トは広告収入などで賄えており、

イニシャルコス トも回収見込み。

○ 観光案内・ バンフレットは、インバウンド向けを充実させており、商店街単位で制作し

ているほか、外国人向けのスマホサイ トも開設。大手旅行会社と連携して、外国人向け

の案内所も商店街内に開設 している。

○ 外国人の増加によ って、一部の店舗では日

本人の常連が減 ったという声はあるものの、

圧倒的に売上が増加 している現状がある中、

各店舗とも外国人向けのプロモーションヘ

シフトする動きが目立っている。商店街全

体で外国人を受け入れる体制づくりを進め

ることについては、各商店からも概ね賛同

を得ている。
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(2)そ ぞ ろ歩 きが楽 しい街

1)食べ歩きメニューの開発 と各種イベン トでの定番化

① 連携事業案提案の背景

千葉市の中心市街地商店街等を取 り巻く大きな脅威のひとつとして、本年秋に予定さ

れている」R千葉駅舎・エキナカのオープンがあげられ る。立地や知名度等か らも集

客力の高いエキナカなどの施設に対 して、商店街が差別化するひ とつの方法 として、

「食べ歩き」があげられる。食べ歩きは、屋外で外の空気に触れながら楽 しんで飲食す

るとい う意味で、屋内では味わえない魅力としてエキナカと差別化できる武器 とな りう

る。

一方で、千葉市では市外、県外か らの観

光客や来街者 をお もてな しす る際におす

すめできる食べ物 。名物・特産品が少ない

とい う声が聞かれる。また、各団体の取 り

組みをみ ると、中心市街地では、「歩行者

天国 (富 士見 )」 、「フ リーマーケ ッ ト (千

葉銀座 )」 、「楽市バザール &の みの市 (栄

町 )」 、「ち―バル (ま ちづ くり協議会 )」 な

ど、数多 くのイベ ン トが開催 されている。

このようなことか ら、連携の取 り組みにつ

いて、「食べ歩 きメニューの開発 と各種イ

ベン トでの定番化」を掲げた。

② 全団体が連携 して取 り組む事業案の概要

【飲食店における名物料理の取 り扱い、PR等への協力】

各地域が B級 グルメを含めたご当地グルメの開発にしのぎを削る中、千葉市では市民

も含め認知度が高い食・グルメが乏 しいため、このような名物料理づくりについて、中

心市街地の商店街やまちづくり団体で検討することは効果的である。なお、名物料理に

ついては、ゼロベースから検討するのではなく、ちば未来 21が取 り組んでいる 「豚ご

はん。トンテキプロジェク ト」のような動きを後押 ししていく方向性が望ましい。また、

名物料理の発掘については、会議所女性会の 「千葉の名物発掘コンテス ト」のような取

り組みも効果的といえる。

名物料理が開発できれば、そのお披露日、知名度向上、定番化のために、集客力の高

いこれ らのイベン トを活用することが効果的である。
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≪豚ごはん・トンテキプロジェクト概要 (ち ば未来21)≫

≪きっかけ≫

「千葉に行くけどどこに行けばいい?」 という県外居住者からの質問に答えられなかったことが、魅力発見発掘の動機。

≪背景≫

豚肉の活用
千葉県は年間約100万頭を生産・出荷する全国屈指の豚肉生産量で、安くて美味しい豚肉メ
ニューが作りやすいこと

肉食女子
肉料理を好む若い女性を視野に入れたビジネスモデルが増え、肉料理のポリューム感などが好

まれる傾向があること

千葉氏の食文化
武士集団(千葉氏)が狩猟で得た肉を素焼きして、手元の調味料で味付けするBBQがあつたと思

われること

≪ポイントとその狙い≫

ポイント 劉ユい

①展開対象は中心市街地周辺の商店街 中心市街地の活性化

②料理のレシピなどにルール設定 差別化による話題性向上

③特殊な器具や調理法、高価な材料の不使用

④歴史的なエピソードや物語などの背景導入

普及性の向上

話題性向上、地域での定着

⑤飲食店だけでなく家庭での浸透推奨 地域アイデンティティの創出

⑥ボランティアではない対価の確保 事業の継続性・組織化

イベン トでの取扱いに加えて、各団体に

おいては、飲食店を中心に名物料理を積極

的に取 り扱いしてもらうとともに、新たな

バ リエーションや派生料理の検討 。商品展

開などへの協力が望ましい。

飲食店がないまたは少ない商店街等に

ついては、例えば他の飲食店の名物料理の

取 り組みについて関心を持ち、積極的に食

べて発信す ることが取 り組みの後押 しに

なる。このような活動を通 じて、市民や来

街者に対 して、「千葉の中心部には美味 しい名物料理がある」 とい う印象づけができれ

ば、新たな来街者の呼び込みにもつながる。

≪商店街等、各個店の取 り組み内容案≫

○ 各種イベン トでの名物料理の取 り扱い

○ 飲食店における名物料理の取 り扱いと、新たなパ リエーション・派生料理の検

討・商品展開

○ 飲食店がない商店街等については、名物料理の積極的な飲食と PR
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2)人 を惹きつける街の演出

① 連携事業案提案の背景

中心市街地の賑わいを創出するためには、市民や来街者などによる活発な交流活動の

展開が必要となるが、交流が生まれる土台には、人が集まりやすい仕掛けと、それ らを

生み出す多くの企業、商店街、まちづくり団体、市民等の存在が不可欠である。

ちばの賑わいの復活を図るため、多様な主体による、まちの魅力向上に向けた取 り組

みを推進すべく、「人を惹きつける街の演出」を活性化方策として掲げた。

② 全団体が連携 して取 り組む事業案の概要

各商店街等から提案のあった 「歩行者天国の推進」、「オープンカフェやワゴン販売」、

「みんなでつ くるイル ミネーション」、「パワ~ス ポツ トツアー」、「千葉駅の地下道の

利用」等については、すでに実施 している事業もあるが、どの事業も、中心市街地に関

連するすべての関係者が連携をとって実施することが 「人を惹きつける街の演出」につ

ながるものである。

「みんなでつくるイル ミネーション」は各商店街、企業、まちづくり団体等が実行委

員会を組織 して実施 しているが、「市民」、「個店」の参加を現状より強く推進すること

がより効果的かつにぎやかなイル ミネーションの実施につながる。また、「パワースポ

ットツアー」、「千葉駅の地下道の利用」については、現在実施 されていない新事業であ

るが、千葉市中心市街地まちづくり協議会等を中心に検討を進め、実現化すれば有効な

「人を惹きつける街の演出」となる可能性があるため、連携の視点を持つた取 り組みが

求められる。
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≪概要 ≫

谷中銀座商店街は、」R山手線日暮里駅から

徒歩 5分程にある全長 175メ ー トルの商店街

で、江戸の下町風情の香りが強く残り、70店

舗が道の両側に軒を連ねている。谷中銀座は、

地元の人だけでな<多 くの観光客も訪れる観

光スポットとなっているほか、この商店街を中

心に、谷中・根津・千駄木エリアは、「谷根千」

(やねせん)と呼ばれ、食べ歩きをしながら散

歩するコースとして、若い人からお年寄りまで

多<の人で賑わつている。

≪主な特徴 ≫

○ 惣菜や菓子などを販売する店舗が並んでお

り、特に、肉屋さんがメンチやコロッケを

作って売るお店が何軒もある。食べ歩きし

たい場合には、持ちやすいように紙を添え

てくれるなど、食べ歩きしやすい環境がつ

<ら れている。

○ 食べ物以外にも小物屋・ 雑貨屋なども充実

し、各店舗は小さいながらも魅力的な個店

が多い。

○ 谷中銀座は車の進入ができないため、徒歩

や自転車のほか、大を連れたお散歩の人や、

カメラ片手の観光客など、たくさんの人が

のんびり歩いている。

○ 谷中銀座の近<に は、日本美術界の先駆者

である岡倉天心の旧居跡や徳川慶喜公の墓

所もある巨大な谷中霊園の他、た<さんの

神社仏閣もあり、目的地としての地域資源

も充実している。

(出 所)谷 中銀座商店街ホームページ

(出 所)谷 中銀座商店街ホームページ
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(3)歴史 と未来 を味わ う街

1)歴史を感 じさせる景観づくり

① 連携事業案提案の背景

平成 28年 (2016年 )は 、大治元年 (1126

年)に 千葉常重が亥鼻付近に館を構え、都

市 としての千葉が誕生 したことか ら、本

年は千葉開府 890年 とい う節 日の年であ

る。千葉市では、この歴史的な年を市民

に広 く知ってもらい、郷土への愛着心の

醸成につなげるべ く、大型ポスターの掲

示や千葉氏の物語のマンガ制作、ラッピ

ングモノレールの運行など、さまざまな

イベ ン トや周知・啓発について取 り組ん

でいる。

また、各団体の取 り組みをみると、「千

葉神社 との連携 (富 士見 )」 、「千葉開府

890年 の特別イベ ン ト (千 葉銀座 )」 、「千

葉氏サ ミッ トの開催 (千葉氏サ ミッ ト実

行委員会 )」 な ど、千葉神社や千葉開府

890年 に結び付けた取 り組みが 目立っている。

一方で、市民や来街者には、まだ千葉開府 890年 であることを含めた千葉の歴史等に

ついては認知度が高 くないとの声も間かれている。よつて、連携の取 り組みについては、

開府 900年 に向けて千葉氏を含めた千葉の歴史を中心市街地全体で PRす べ く、「歴史を

感 じさせ る景観づ くり」を掲げた。

② 全団体が連携して取り組む事業案の概要

【千葉開府 890年記念ポスターやロゴ等の積極的な活用】

千葉市では、千葉開府 890年 のポスターを

制作 したが、ホームページ上でデザインを公

開 し、多 くの個人・法人への利用を推奨 して

いる。千葉駅周辺にはモ ノレールの支柱等に

大型ポスターが掲載 され、千葉開府 890年 の

PRが されているものの、駅を離れ るに したが

って、ポスター等はさほど目に入 らず、来街

者にとつての印象付けにつながつていない面

もみ られる。

商店街等の個店が店舗 内外 にポス ター を

掲示するほか、チラシ等への開府 890年 デザ

(出 所 )千 葉市 ホー ムペー ジ

千葉開府

00+
1126‐2016

(出 所)千 葉市ホームページ
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インの挿入、取扱商品への家紋等の挿入など、各団体が積極的に開府 890年 に関連付け

た商品、サー ビスを導入することで、市民や来街者への PRと 認知度向上につなげるこ

とができると考えられる。

≪商店街等、各個店の取 り組み内容案≫

○ 開府 890年のデザインの積極的な活用 (ポスター掲示、チラシや取扱商品への

デザイン挿入など)

○ 開府 900年 に向けた千葉市や関係団体の連携事業

20



2)未 来につなげる取 り組みの推進

① 連携事業案提案の背景

全国的に少子高齢化が進む中、千葉市においてもそ

の波は避けられず、子 どもや若い世代の市民や来街者

が減少 していくことが予想 され る。金融資産等の余裕

が比較的ある高齢者などのシエア層の取 り込みは、商

業的な視点では重要だが、一方で、子 どもや若い世代

の取 り込みは、将来的な中心市街地の活気の維持には

不可欠 といえる。

子 どもや若い世代の市民に対 して、千葉市を故郷 と

して感 じ、郷土を愛する気持ちを育てるような活動を

展開することで、未来の千葉の担い手をつ くることに

つながると考えられ る。このような活動を推進すべ く、

「未来につなげる取 り組みの推進」を活性化方策 とし

て掲げた。

② 全団体が連携 して取 り組む事業案の概要

各商店街から提案のあった 「吾妻町・蓮池文化の復活 (古地図巡 り)」 や 「子 ども

大学生との連携事業」は、特定地区での事業展開をもとに提案されたものであるが、

別の事業展開と併せて中心市街地全域を対象に実施することも考えられる。また、こ

事業実施にあた り、地区のシニア層を活用 し、若い世代の郷土愛を醸成することも可

となる。

また、「文化歴史等アイデンティティの発信」は、おもてなしで迎える街で記載 し

地域情報 と併せて発信する等の取 り組みも考えられる。

や

個

の

能
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≪概要 ≫

三重県伊勢市のおかげ横丁は、伊勢神宮の参拝客の立ち

寄りが少な <、 まちの衰退を危惧した地域の中核企業であ

る (株 )赤 福が中心となつて、町の活性化及び中核施設とな

る「おかげ横丁」を整備したもの。おかげ横丁の開発コン

セプ トは、江戸時代の伊勢参宮街道の賑わいを再現するこ

とと、庶民的で開放的な空間を創造し、日本人の心のSヽ る

さととして伊勢を位置付けたいという想いがある。

≪主な特徴≫

○ まちの特徴は、①いわゆるテーマパークで

はないため、入場料がない開放的なまちで

あること、②第三セクターではな<、 一企

業の立ち上げ・運営であること、③江戸か

ら明治にかけての伊勢路の伝統的・特徴的

な町並みが移築・再現されていること、④

伊勢路の魅力が凝縮されており、老舗の

味・ 名産品・歴史・ 風習・人情が再現され

ていること、などがあげられる。
(出 所)伊勢市観光協会ホームページ

○ (株 )赤 福が寄贈した 5億円を基金とし、町の

無電柱化・ 道路再舗装工事に取り組んだほか、保全区域内の新・ 増改築資金の低金利融

資も行つている。また、町の各種会議にも参画し、伝統的家屋の形態維持及び渋滞対策

などに取り組んでいる。

○ 」R伊勢市駅前の再開発は、外宮の鳥居前町に6、 さわしい『もてなし』をテーマとし、

」R伊勢市駅前と外宮をまちの「核」として捉え、その間を繋ぐ外宮参道を「モール」

に見立てた「 2核 1モ ール」を構想の基本としている。

○ 」R伊勢市駅の南側 (外宮側)の再開発は、鳥居前町にふさわしい景観の演出 (大鳥居

を設置)や、参道及び外宮への動線を確保したこと、参道の石畳イしなどがポイント.駅
の改札を降りて、右側がバス・ タクシーのプールとし、左側は全面を広場として、参道

に直線的に行けるように配慮した。
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参考事例 ～歴史と未来を味わう街～ おかげ横丁



(4)住 み 心地の よい街

1)街の機能の充実

① 連携事業案提案の背景

千葉市や中央区、また近隣市町村において、将来の人口が減少する見通 しとなつてお

り、それに伴 う商圏人口の縮小など、地域社会の活力の低下及び将来の地域経済の担い

手の不足が懸念 されている。また、東京都心回帰をはじめとする都市間競争の激化など

により、機能集積が十分に進まない面もみ られてお り、将来にわたつて活力にあふれる

都市であり続けるためには、中心市街地のオフィス等で働 く勤務者や、千葉都心に定住

する居住者を増やすことが求められる。そのためには、勤務者、居住者にとつて利便性

が高く、特に充実した商業施設を兼ね備えたまちづ くりを進めることが必要である。こ

のような活動を推進すべく、「街の機能の充実」を活性化方策 として掲げた。

② 全団体が連携 して取 り組む事業案の概要

【街の機能強化に向けた行政との連携・協力】

各商店街から提案 された 「商業施設の充実」は、都心居住者 。都心で働 く勤務者から

街に必要とする商業施設のニーズ調査を行い、その結果をもとにテナン ト誘致活動を実

施するもので、千葉市中心市街地まちづくり協議会等が中心となって全団体との連携を

調整するとともに行政との連携 も必要となる。

「街のバ リアフリー化」については、2020年 の東京オ リンピック・パラリンピックを

視野に、障がい者や高齢者を含めて、誰にでも優 しいまちを目指す千葉市の方向性 と合

致 しているため、連携 しながらの取 り組みが重要となる。

23

≪商店街等、各個店の取 り組み 内容案≫

○ 行政との連携による商業施設のニーズ調査、テナン ト誘致活動の実施、バ リア

フリー化の推進など



2)美 化・防犯活動の強化による美 しいまちの実現

① 連携事業案提案の背景

各団体の取組内容をみると、もつとも活動数が多いのが、ゴミ拾いなどの美化 とパ ト

ロールなどの防犯に関する活動である。具体的には、「セーフテ ィベル (夜警)活動 (富

士見 )」 、「防犯カメラの設置 (千葉銀座 )」 、「クリーンア ップ活動 (会議所女性会 )」 、「地

元警察 との連携によるパ トロール (栄 町 )」 、「地域のゴミ拾い活動参加 (ま ちづ くり千

葉 )」 などである。

しか しなが ら、現在行われているこれ ら活動の多 くが、各団体の個別活動 としてバラ

バラに実施 されているため、市民や来街者への PR効果が半減 して しまっている可能性

がある。 これを例えば、全団体の統一清掃 日やパ トロール 日 (現在 も一部実施)な どを

定めて、規模を拡大することでより効果を高めることができるだろ う。 このような状況

か ら、連携の取 り組みについては、「美化 。防犯活動の強化による美 しいまちの実現」

を掲げた。
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② 全団体が連携 して取 り組む事業案の概要

【統一清掃日・パ トロール日の設定と参加者の増強】

美化や防犯活動を団体として取 り組む動きは多くみられるが、清掃やパ トロール活動

については常に同じメンバー しか参加 していないとい う団体も多い。美化や防犯活動に

よる地域のイメージアップはそれぞれの個店にもメリットがあることを粘 り強く伝え、

一人、一企業でも多くの参加を求めることが重要である。それには、単体の団体の取 り

組みよりも、地域全体で取 り組み PRし ていく方が、参加への動機づけになりやすいと

考えられる。
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≪概要 ≫

札幌市の狸小路商店街は、140年ほどの歴

史をもつ商店街で、全長 900mに 及ぶ。商店

街が中心となつた防犯活動の取り組みにより、

商店街周辺地域の犯罪が減少するなど来街者

へ安心を提供している。また、商店街が古紙回

収事業を行い、商店街全体のリサイクル活動を

促進するとともに、同事業による収益を商店街

活動で有効に活用し、地域に還元している。

≪主な特徴 ≫

○ 自主巡回活動の組織として、商店街のほか、

警察、市、防犯ボランティア、防犯協会な

どの関係団体 20数名で巡回活動を行つて

いる。また、民間警備会社のガー ドマンに

よる巡回活動も実施し、費用は商店街が負

担している。

中lb市 街地路上に「狸小路都 lb民間交番」

を設置 し、防犯拠点に加えて、観光案内所

としても活用 している。

ごみ減量・資源イヒ推進プロジェク トとして、

古紙回収事業を行 つている。小規模な店舗

が多いと、ごみの量が少ないため、古紙回

収業者が回収に来るほどゴミが集まらない

ため、ごみの分別・ リサイクルを商店街全

体で取り組むことで、回収業者の採算ベー

スに乗るごみの量を集めている。古紙販売

による収入は、まちづくり会社を通 じて

商店街振興に再投資する資金として活用している。

○

○

●●●●●.

(出 所)札幌市ホームページ
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参考事例 ～住みlb地のよい街～ 札幌狸小路商店街



(5)一 人一人が主役 にな る街

1)空 き店舗等を活用 した賑わいづ くりと発信力の強化

① 連携事業案提案の背景

商店街において空き店舗が増えることは、商店街の衰退イメージにつながるため、空

き店舗の活用は、景観や賑わいの維持・創出 とい う点で非常に重要な取 り組みである。

各団体の取組内容においても、「県内市町村のアンテナシ ョップ誘致 (千葉銀座 )」 、

「千葉県版アンテナシ ョップマルシェ」と「女性が起業 しやすい街ちば (と もに会議所女

性会 )」 、「子供お琴教室の定時開催、発表、公演会 (栄 町 )」 な ど、空き店舗 を活用 し、

地域住民や来街者が交流できる場づ くりにつなげるものがみ られる。

商店街へ継続的に人を惹きつけていくためには、商店街を構成す るそれぞれの個店が

魅力を向上 。発揮 していくことが重要である。現在営業 している個店の努力はもちろん

のこと、空き店舗をなくし、集客力のある店舗に生まれ変わ らせ ることは、商店街全体

の魅力向上につながるだろ う。加 えて、このような事例を他の商店街にも波及 させ るよ

うな連携を取ることが中心市街地全体の活性化につながると考えられる。 よつて、連携

の取 り組みについては、「空き店舗等を活用 した賑わいづ くりと発信力の強化」を掲げ

た。
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② 全団体が連携して取り組む事業案の概要

【情報の集約化とSNS等 を活用した全員参加型の情報発信】

空き店舗 を活用 して、アンテナショップやマルシェといった取 り組みが進められても、

それが市民や来街者に伝わ らなければ集客につなが らない。空き店舗活用についてだけ

ではないが、情報の発信については、各団体が今 より連携 して情報集約を進めることが

必要である。来街者に隣の団体のお祭 り内容を聞かれても答えられないとい うことがな

いよう、すべてのイベ ン ト情報などを集約化 し、それが誰でもアクセスできる体制を構

築することが必要である。

また、情報の発信については、SNS等 の浸透により、個店、個人が柔軟かつタイム リ

ーに発信できるようになっているので、どの個店、商店街 も「広告塔」 として積極的に

商品やサー ビス、イベン トなどの情報を発信 していくことが求められる。スマー トフォ

ンやパ ソコンなどの通信機器に不慣れな商店主等に対 しては、商店街の垣根を越えて、

精通 した人材を派遣するなどして、誰でも効果的な情報発信ができるようにすることが

重要である。

28

≪商店街等、各個店の取 り組み内容案≫

○ 情報を集約する団体・拠点に対 してのイベン ト等の情報提供

O SNS等 を使つた情報発信に関 して、従業員や家族への拡大を通 じた、全員参加

の情報発信



2)活性化に向けた調査・研究

① 連携事業案提案の背景

千葉市では、千葉市中心市街地まちづくり協議会を中心に、多くの商店街、まちづく

り団体が中心市街地の活性化に向けた活動を展開しているが、一方で、商店街の活動 自

体が停滞化 し、街路灯の維持などしか活動がみられない商店街も少なからずある。商店

街組合振興法では、商店街への加盟は各個店の任意であり、大手企業やチェーン店など

の脱退を引き留める根拠がないため、商店街の弱体化につながったとい う声も聞かれて

いる。将来的には、商店街単位に固執するのではなく、明確な意思決定の権限とスピー

ドを持った中心市街地全体のまちづくりを担 う体制整備が求められる。

欧米では BID制 度 (Business lmprovement District)と いつて、まちづくりの原資

を強制的に地区に賦課することによつて、治安維持や清掃、公的施設の管理などの行政

の上乗せ的なサー ビスなど独 自に地域が主体 となって提供する仕組みが根付いている

が、このようなまちづ くり体制の仕組について調査・研究 していくことが今後は必要で

ある。その他、駅前広場における人やバス等の円滑化や、中央公園周辺地域の開発など

について検討 していく体制を整備すべ く、「活性化に向けた調査 。研究」を活性化方策

として掲げた。

② 全団体が連携 して取 り組む事業案の概要

商店街から提案があった「中央公園周辺の再開発」については、同公園は市街地の中

心にあり、イベン ト等による集客力を各商店街へ波及 させていく機能を有 しているため、

安定的に集客が可能な施設整備や、魅力的かつ多世代を惹きつけるコンテンツの発信が

引き続き求められる。また、都市型居住を推進すべく、公園周辺地域に、買い物施設や

居住サポー ト機能を果たす施設が入るよう、行政 と連携 しながら誘致に取 り組むことが

必要である。

29



≪概要 ≫

岐阜県岐阜市の美殿町商店街の中央に位置

する空きビルを、創業を志す人の拠点として改

装したうえで、「まちでつくるビル」としてデ

ザイナー、クラフ ト作家、建築家などのクリエ

イターに賃貸する取り組みみを行つている。若

手のクリエイターなどの創業を支援し、空き店

舗を減らすとともに、商店街の老舗との連携も

図る中、商店街の活性化につなげている。

≪主な特徴 ≫

○ 商店街にある4階建の空きビルは、各階 22
～30坪程度の広さがあるが、若者が入居し

やすい家賃設定とするため、階ごとに2～

3組でシェアする仕組みとしている。ビル

入居者はクリエイターに制限するとともに、

既存商店主とつながりを大事にすることを

義務付けている。

○ ビルに入居 しているデザイナーが、商店街

の夏祭りのパンフレットを作成するなど、

入居者と商店街組合が協力して、商店街を

盛り上げている。

イベントでは、クリエイターの作品展示があるほか、商店街の老舗家具屋の店主が講師

となるセミナーや、江戸時代から続<和菓子屋でのワークショップを行うなど、老舗店

舗を巻き込みながら、商店街活性化に取り組んでいる。

美殿町では商店主が毎月 1回集まる「請 (こ う)」 が 40年近<続いているが、最近はビ

ルの入居者である着手クリエイターなどが老舗商店の304代 日とともに、イベン トや

空き店舗対策の問題を検討している。

○

(出 所)美殿町商店街ホームページ

(出 所)美殿町商店街ホームページ
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フ.活性 化方針 に基 づ く具体 的 な事 業案

商店街やまちづ くり団体が取 り組む個別事業においても、連携可能 ものは、各団体が

主体 とな り、積極的な連携の取 り組みが求められる。以下は、5つ の活性化方針 ごとに整

理 した事業案 となる。

(1)お もてなしで迎える街

事業名 概 要 短 期 中長期 長 期

地域情報の発信

メールマガジン等で地域の情報を発信 してい くほ

か、ホームページ 。SNS等 を活用 してお役立ち情

報を発信 してい く。

一部団体で実施済

商店街ホームペ

ージの活用・ 多

言語マ ップの作

成

各個店が発信 しているフェイスブック (FB)に リ
ングを貼るようにし、各個店の情報更新を促 し、

最新の情報を発信 していく。外国人に優 しい街、

夜出歩いて楽 しめる街を目指 し、ホームページの

ガイ ドブック化 (多 言語マップ化)を 進める。

案内板の整理
外国人向けの案内板の内容の検討を進め、中長期

的に案内板の制作、設置を実現する。

多言語あいさつ

シー ト

商店街の店舗が外国人観光客へ基本対応ができる

よ う、冊子 タイプのあい さつシー トを作成す る。

また、店舗や施設に配布す るとともに、路線バス

のマ ップにも掲載す ることで、広 く PRす る。

⌒
ヤ

クレジッ ト端末

数増大

比較的導入が簡易にできるセ ゾンや楽天な どの端

末の設置 を進 め、クレジッ トカー ド利用可能な店

舗 を増やす。

⌒
″

観 光 客 へ の

Wi―Fiサー ビス
補助金等を活用して Wi―Fi設置の検討し、訪日外

国人がネット接続できる体制を整備する。

中心市街 地 ガイ

ドマ ップの リニ

ュー アル・ 路線
バ スの市街 地マ

ツプ

市民や来街者にとつてわか りやすいよう現在のガ

イ ドマップをリニューアルするとともに、市街地

の路線バスのマップを作成することで誘客につな

げる。観光スポット案内付路線マ ップを市民や来

街者に配布 し、将来的には外国語でも掲載 したマ

ップにしていく。

(2)そぞろ歩きが楽しい街

事業名 概 要 短 期 中長期 長 期

オープンカフェ

やワゴン販売

他のイベン ト等 と併せてオープンカフェ、ワゴン

販売を実施する。テイクアウト可能な飲食店を活

用 して、来街者が飲食できる空間を提供する。
⇒

週末イベ ン トの

実施 。歩行者天

国の推進

道路を占有 し、中央公園 と連携 したイベ ン トを週

末に実施 していき、人が安心 して歩ける街 を目指

して、歩行者天国化 を図る。

０
０



事業名 概 要 短 期 中長期 長 期

食 べ歩 きメニ ュ

ーの開発 と各種

イベ ン トでの定

番化

歴史的なエ ピソー ド等 を有す る千葉の県産品を活

用 した名物料理を開発 し、中心市街地周辺の飲食

店やイベ ン トでの定番化を図る。

地域 団体主体 の

イベ ン ト運営

商店街及び各個店 の魅力 を感 じて も らえるよ う

に、地域団体が主体 となつてイベ ン ト等を企画、

運営、支援する。 （）
ハ ワー スポ ッ

ツアー

女性が好むパ ワースポ ッ トな どをまとめたツアー

マ ップを作成す る。パ ワースポ ッ ト視察を通 じて

プランを作成 し、ツアーマ ップを制作す る。将来

的には、地元企業におみ くじやお守 りな どコラボ

レーシ ョンを依頼 し、パ ワースポ ッ トに販売店舗

も掲載 して誘客につなげる。

ヤ

千葉駅 の地 下道

の活用

千葉駅の地下道空間を有効活用すべ く、エキチカ
マル シェのよ うなイベ ン トを開催す る。企画・ 出

店者の募集 を行い、親子三代夏祭 りか らのスター

トを 目指す。将来的には、 どんな天候でも使 える

駅近会場 として起業家や学生に場所を提供 してい

く。

みんなで作 るイ
ル ミネーション

店舗や学校などの協力者を募 りながら集客力の高
いイル ミネーションを市民や学生、事業者などの

手作 りで行 う。例えば、ペ ットボ トルキャン ドル

によるイル ミネーションを行い、キャン ドルアー

トのコンテス トを実施するなどして参加者拡大と
PR強化を図る。

(3)歴史 と未来 を味わ う街

事業名 概 要 短 期 中長期 長 期

子 どもや大学生

との連携事業

過去のまちの歴史を伝えるとともに、未来のまち
を担 う人材を育成するために、伝統文化教室や、
大学生による子供への学習指導などを行い、まち
の正 しい理解者を育て、大人になつても来街 して

もらえるまちづくりを進める。

一部団体で実施済

文化歴史等アイ

デンティティの

発信

千葉市の文化・歴史である千葉氏を始めとするア
イデンティティにつながる内容等について、メー
ルマガジン等媒体への掲載を通 じて発信する。

一部団体で実施済

千葉氏関連イベ

ン ト・千葉開府
890年 イベ ン ト

千葉開府 900年 に向けて地域全体が連携 してイベ

ン トを開催する。 一
―

千葉神社 と妙見

大祭 との連携

千葉神社と妙見大祭 との連携を図 り、提灯の新調
を図るとともに、商店街と神社、お祭 りを連携さ
せて集客を図つていく。

⇒  |
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事業名 概 要 短 期 中長期 長 期

吾妻町・蓮池文

化の復活

(古地図巡 り)

古い地図や写真か ら、古地図 と現地図の対比図を

制作・配布する。また、まち探検 として学校 との

連携 も視野に入れ、学校の体験学習 とい う位置づ

けで事業を進める。

季節の催事に合

わせたイベン ト

おもてなし雛、七夕祭 り等、親子などで季節の催

事に合わせた装飾品を作成するワークショップを

行い、商店街の店舗等で飾ることで来街者へのお

もてなしにつなげる。

⌒

″

(4)住み心地の良い街

事業名 概 要 短 期 中長期 長 期

商店街等の美化

活動

地域の安心 。安全の確保、環境美化につなげるた

め、ゴミ拾い活動な ど、商店街等の美化に努める

活動を継続的に実施 してい く。

一部団体で実施済

セーフテ ィベル

(夜警)活動

地域の防犯活動 として、中央区の警察と連携 して、
パ トロールのための夜警活動を実施する。将来的

には近隣団体も巻き込んだ取 り組みにしていく。

一部団体で実施済

花 と緑の街 ちば

市街地の花 と緑を増やすべ く、植樹イベ ン トヘの

参加や大賀ハスまつ りへの参加 を促す。また、将

来的には、ハス等を使 った商品化 も進め、花 と緑

の街 として認知 され るよ うにす る。

街全体のバ リア

フ リー化

段差を解消 し、車椅子やベ ビーカーな ど誰でも安

心 して移動できる環境整備 を進める。地域全体の

バ リアフ リー化を進めるべ く、長期的に行政 と協

議 を進めてい く。

N

/

定住者・勤務者

に対する商業施

設のニーズ調査

現在の定住者・勤務者に対する商業施設のニーズ

調査を行 うことで、中心市街地に求められる商業

施設を明確にし、将来的には両者が希望するテナ

ン トを多く誘致する。
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(5)一 人一人が主役になる街

事業名 概 要 短 期 中長期 長 期

創業者、新店舗

開業者に対する

商店街や 自治会

の情報提供

創業、新店舗開店をす る方に対 して、商店街や 自

治会の情報を提供するとともに、随時相談を受け

付け、新たな出店、起業を促す。

一部団体 で実施済

女性が起業しや

すい街ちば

女性起業家のプレゼン交流会を定期的に開催 しな
がら、女性が起業しやすい雰囲気、環境づくりを

進めるとともに、起業家同士の交流を図る。

一部団体で実施済

各店の販促強化
商店街を構成する各店舗の販促強化につながる活

動を商店街として支援する。
⌒

一

SNSに よる

個店の情報発信

フェイスブック (FB)や ツイッターなど SNSを活

用 して、個店の情報を発信 し、来街者へ PRする。

特に、新たなサービスや商品の入荷情報、新ラン

チなどタイムリーな情報提供に努めるべく、個店
への教育等にも注力する。

まちづ くり体制

研究会の開催

街づ くりに関す る意思決定のスピー ドア ップ等、

効果的な地域マネジメン ト手法を確立するための

組織体制の検討 を進める。 当面は年 4回程度の研

究会を開催 して検討 を重ねなが ら、将来的な具現

化を模索 してい く。

県内市町村のア

ンテナシ ョップ

の誘致

貸 しニーズと借 リニーズのミスマッチを解消する

ための方策として、行政や商店街が空き店舗等を

借 り受けて、アンテナショップに貸す方法等の実

現性について検討 していく。

R
＼

ヤ

中央公園周辺の

再開発

中央公園はイベ ン トだけで活用す るのではな く、

都市型の生活ができる環境整備 に活用 してい くベ

きなので、パル コ撤退後は、都市型商業施設 とし

てイオンのような買い物施設が入るよう、行政 と

協議 しなが ら要望 していく。

>
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8.未 来 の あ るべ き姿

中心市街地商店街等の活性化に向けた日標や方針、

指すべき「未来のあるべき姿」を、2020年 の東京オ リ

年のそれぞれの時点に分けて以下の通 り整理する。

事業案などを踏まえて、今後の目

パラ開催時と、2026年 の開府 900

2020年東京オリパラ開催時における姿

○ 親子連れやお年寄り同上の仲間など様々な市民が、きれいで明るい商店

街で談笑し、商店主とも仲良<話 したり買い物をして過ごしている。

○ 干葉県の全域から人が集まり、買い物や食事に加え、地域の歴史や文化

に触れるまち歩きを楽しみ、交流が生まれている。

○ た<さんの国から多<の外国人が訪れ、不自由なくリラックスして商店

街で買い物や食事を満喫している。

○ 各商店街が情報を共有しあい、互いに支え含いながら、連携して地域全

体の活性化に向けた取り組みを行つている。

2026年の開府 900年 における姿

○ 千葉氏の歴史や千葉の名物料理は全国区の有名な観光資源となり、県外

からたくさんの人がそれらを目的に訪れてきている。

○ 大人から子供まで多<の市民に郷上愛が育まれ、地域に対する強いアイ

デンティティが醸成されている。

○ 」ヽ売・飲食・サービス業に加え、ビジネス需要による引き合いが強まり、

商店街に空き店舗がな<な つている。

○ 千葉のまちづ<り の担い手として、中lb市街地のマネジメントを行う組

織が機能し、市民、商店街、まちづ<り 団体、行政などが有機的に連携・

協力する体制が構築されている。
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本計画の推進にあたつて

推進体制

本計画は、商店街やまちづくり団体の発表内容を中心に組み立てているが、計画の

推進にあたつては、これ ら商店街などだけではなく、商工会議所や行政に加え、地域

金融機関や地域活性化のために活動する個人・団体など多くの主体との連携が不可欠

である。

そのため、千葉市中心市街地まちづくり協議会の構成員である商店街やまちづくり

団体が活動主体として牽引役を務め、行政や経済団体、金融機関、地域活動団体・個

人等が、情報やノウハウの提供などにより活動をバ ックアップしていく推進体制とす

る。また、本計画で掲げた 5つの活性化方針について、その実施状況の把握から進捗

管理、改善の助言などにより、PDCAマ ネジメン トを円滑に進めることも求められる。

【推進体制のイメージ図】

商店街等の活動のバックアップ・

ノウハウ提供・支援など

経済団体

(千葉商工会議所など )

人的支援・環境整備等

金融機関等

(地域金融機関・

関連 シンクタンク等 )

金融 。ノウハウ提供等

千葉市

(都心整備課・産業支援

課・中央区地域振興課 )

支援制度等

地域活動団体・個人等

活動への人的支援等
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執 行 体 制

千葉市中心市街地まちづ くり協議会では、イベ ン ト事業 とまちづ くり事業の 2つの

事業の柱があ り、イベン ト事業 としては、イベ ン ト部会、オープンカフェ部会、 うま

いもの部会の 3部会、まちづ くり事業 としては、情報ガイ ドマ ップ部会、花の街推進

部会、クリーンアップ 。セーフティ 。ガー ド部会の 3部会が活動を行つている (下 図

参照 )。

一方で、本計画では、活性化方策で 5本の柱があるため、本計画に基づいて今後商

店街等の活動を展開する場合には、部会における現体制の見直 しを図る必要がある。

新たな部会体制のもと、各部会において本計画の推進計画の策定や達成状況に対す

る進捗管理などを行つてい くこととす る。

千葉市中心市街地まちづ くり協議会 事業推進図 (平 成 28年 5月 時点 )

・ イベント●●

申心お瞬地で日催するイベントの募集

・ I―プンカフエm
千颯駅首大通りで「市1イ ベントを目饉

・ う,い
―Fち―パル10日経

(出 所)千 葉商工会議所 HP

・mガ イドマッコ

"会ガイドマグプの作襲

・ 輌

“

花苗の配布

・ タリーンアップ・七―フテイ・ ″豪ドむ合

清掃活麟。バトロール活麟の実施

。まちづくりOH●■0
楓察会,研修会の目僣

・口性化

"口
●■台

中●― 活性4H籠0●I

士ちづくり事■
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【参考資料】

商 店街 や まちづ くり団体 の取組概 要 (発 表 内容 よ り)

現在、まちづくり協議会には、多くの企業や商店街、まちづくり団体が加盟 している

が、本計画の策定を踏まえ、平成 28年 3月 28日 に商店街などの各団体の代表者により、

「中心市街地商店街の活性化に関する取組み予定発表会」が開催 された。

発表会では、各団体が自ら考え、今後実施 していく、実施 していきたいと考える取 り

組みについて、様々な発表がなされた。本計画では、この商店街の発意による取 り組み

の重要性を鑑み、それ らを十分に取 り入れる形で計画として構成 している。

なお、発表については、中心市街地商店街の課題を踏まえて商工会議所が設定した 5

つの活性化方策ごとに整理 して行われた。

各 団体の発表 内容

各団体が発表 した取組内容の実施時期について、現在実施 しているものを「既実施」、

今後実施 していくものとして「短期 (2016年秋の 」R千葉駅オープンまでに実施する事

業)」 、「中長期 (2020年 オ リパラに向けた取 り組み )」 、「長期 (2026年 の開府 900年 ま

でに達成を見込む取 り組み)」 に分類 して整理 した。なお、団体活動を支援する側の行

政組織 (ま ちづくり推進課、産業支援課、中央区地域振興課)に ついては省略する。

団体名 団体種類

富士見商店街協同組合 商店街

(2) 千葉銀座商店街振興組合 商店街

(3) ちば未来 21 まちづ くり活動団体

(4) 千葉氏サ ミッ ト実行委員会 まちづ くり活動団体

Ｅ
Ｕ 千葉商工会議所女性会 商工会議所

(6) ちば街づ くり販促四店会 商業施設団体

７
′ 栄町通 り商店街振興組合 商店街

(8) 千葉商工会議所青年部 商工会議所

ｎ
υ 特定非営利活動法人まちづ くり千葉 まちづ くり活動団体

(10) 中央銀座商店街振興組合 商店街

千葉市中心市街地まちづ くり協議会 まちづ くり活動団体
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(1)富士見商店街協同組合

① 「おもてなし」で迎える街

② そぞろ歩きが楽しい街

③ 歴史と未来を味わう街

セー フテ ィベル

(夜 警 )活動

地域の防犯活動 として、中央区の警察 と連携 して、パ トロ

ールのため夜警活動 を月 2回 実施 している。将来的には近

隣団体 も巻き込んだ取 り組みに してい く。

商店街 HPの 活用

各個店が発信 しているフェイスブック (FB)に リンクを張

るようにし、各個店の情報更新を促 し、新鮮な情報を発信

していく。当面は個店ごとにスキルの差があるので、外部

講師を招いて、勉強会を実施 している。将来的には外国語

にも対応 していく。

バナーの活用

秋に予定されているパルコ千葉店の閉店バザールなどと

あわせたバナー (の ぼり)を個店に設置 して商店街での取

り組みを強めていく。 1年間バナーが出ているように、年

間計画を立案 して、継続的に実施する。

歩道上の違法看板

撤去

景観上、治安上問題 となる違法看板の撤去に取 り組む もの

だが、地域の人間が地域の看板を取るのは難 しいため行政

との打ち合わせを行い、対応 を要請 してい く。

既実施

歩行者天国の

推進

人が安心 して歩ける街 を目指 して、土 日、親子三代夏祭 り

の時期 と合わせなが ら、現在年複数回を 目途に実験的に行

つている。将来的には、歩行者天国の常設化 を図る。

中長期

他商店街との

連携

中心市街地の商店街の集まり

的に情報交換を行いながら、

行つていく。

(中 連協など)に おいて定期

連携・協力できる活動などを 既実施

千葉氏に関連させた商品販売を推進する。各店舗、商店街

で検討を行い、商店街 と千葉神社のコラボレーションを進

めることで、新たな地域の魅力を創出する。

千葉神社 との

連携
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取組内容 目的 。事業概要・当面の取 り組み・将来の方向性 時 期

既 実施

既 実施

短 期

活性化方策 目的・事業概要・当面の取 り組み 口将来の方向性 時期

活性化方策 目的 口事業概要・当面の取 り組み・将来の方向性 時 期

短 期



④ 住み心地のよい街

⑤ 一人一人が主役になる街

商店街美化活動
ゴミ拾い活動な ど、商店街の美化に努める活動を継続的に

実施 してい く。

富士見地区

客引き対策

セーフティベル活動 と重複するが、警察・行政 と連携 。協

議を進めなが ら、客引きの排除などを行い、夜 も安心 して

飲酒 を楽 しめる環境整備 を進める。

各店の販促強化
商店街を構成す る各店舗の販促強化につながる活動を商

店街 として支援する。

中央公園周辺の

再開発

中央公園はイベ ン トだけで活用するのではなく、都市型の

生活ができる環境整備に活用 してい くべきなので、パル コ

撤退後は、都市型商業施設 としてイオンのよ うな買い物施

設が入るよう、行政 と協議 しなが ら要望 してい く。
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取組 内容 目的 。事業概要・当面の取 り組み・将来の方向性 時 期

既 実施

既実施

取組内容 目的・事業概要・当面の取 り組み・将来の方向性 時期

中長期

長 期



(2)千葉銀座商店街振興組合

① 「おもてなし」で迎える街

② そぞろ歩きが楽しい街

千葉銀座カー ド

千葉銀座専用カー ドによる顧客の囲い込みを図るため、平

成 28年秋の実施開始に向けて、セン トラル タワーを始め

とす る周辺住民な どの賛同者を集 う。また、カー ド内容の

検討を早期に進める。

ホームページ

(ガ イ ドマ ップ )

の充実

※多言語マ ップ

外国人に優 しい街、夜出歩いて楽 しめる街 を目指 し、ホー

ムページのガイ ドブ ック (多言語マ ップ化)の検討 を進め

る。特にニーズが高いアル コールの有無な どについて外国

語表記だけでなくマークなどを活用 して整理す る。

街路灯の整備

街路灯の整備範囲を広げるとともに、当面は、落書き消 し

など美化 を進める。中長期的には、支柱補強の検査や補強

に関す る資金調達を図る。

駐輪場の整備
放置駐輪への撤去などの対応を行い、商店街の環境美化に
つなげる。

案内板の整備

外国人向けの案内板が少なく、外国人に優 しくないため、

当面は案内板の設置 。内容の検討 を進め、中長期的に案内

板の制作、設置を実現す る。

千葉市の開府 890年 にあわせて、千葉氏メニューの開発 を

商店街の飲食店な どに依頼 し、8月 を目途に千葉氏メニュ

ーの提供 を開始 してもらう。将来的にメニューの定番化 を

目指す。

千葉氏メニューの

展開

現在実施 しているフ リーマーケ ッ トにあわせて、オープン

カフェ、ワゴン販売を実施す る。テイクア ウ ト可能な飲食

店が多いので、そのような店舗 を活用 して、フ リマ客が飲

食できる空間を提供す る。運営方法や機材・備品等の手配、

清掃主体な どに関 しては今後検討 してい く。

オープンカフェや
ワゴン販売

フリーマーケット以外にも、道路を占有 し、中央公園と連

携 したイベン トを週末に実施 していく。

現在実施 しているフリーマーケットだが、多くの地域でも

開催 されているので、今後は継続的な実施を進めながら、

マンネ リ化を避けるため、新企画を検討 していく。
フリーマーケット
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取組内容 目的・事業概要 。当面の取 り組み・将来の方向性 時期

短 期

中長期

中長期

既実施

中長期

活性化方策 目的・事業概要 口当面の取 り組み じ将来の方向性 時 期

短 期

短 期

週末イベ ン トの

実施
中長期

既実施



③ 歴史と未来を味わう街

④ 住み心地のよい街

吾妻 町・ 蓮池文化

の復活

(古 地 図巡 り)

当地区は比較的古い地図や写真が残 されているので、古地

図 と現地図の対比図を制作・配布する。また、まち探検 と

して学校 との連携 も視野に入れ、学校の体験学習 とい う位

置づけで事業を進める。

美術館・科学館 と

の連携

商店街 と千葉市美術館、千葉市科学館 とでタイア ップ し、

互いの施設利用による割引サー ビスな どを展開 し、相互に

客を囲い込む体制をつ くる。

千葉開府 890年 の

特別イベン ト

千葉開府 890年 だけでな く、千葉駅舎 。エキナカのオープ

ン、パル コの撤退にもあわせて、プラス思考で地域全体が

連携 して共同セールを開催す る。

千葉神社 と妙見

大祭 との連携

千葉神社 と妙見大祭 との連携 を図 り、提灯の新調を図ると

ともに、千葉銀座のイベ ン ト成功祈願 を千葉神社で行 うな

ど、商店街 と神社、お祭 りを連携 させて集客を図つてい く。

千葉氏サミットの

おもてなし

親子三代夏祭 りで武者行列があるが、さほど見栄えがよく

ないので、例えば御家人行列にするな ど変化 させ るなか、

千葉氏サ ミッ トでの来街者に対 してお もてな しを行 う。

防犯カメラの設置

現在商店街内には防犯カメラがな く、

め、当面は設置の検討を進 める。2018

う財政面 も含めて協議を進める。

防犯力を高めるた

年頃に設置できるよ

定住者に対する

商業施設の充実

現在はオフィス床が多いので、都心居住を強化するために
は商業施設を充実させることが不可欠であり、そのための
ニーズ調査を進める。長期的には、定住者の希望の多いテ
ナン トを誘致 していく。

勤務者に対する

商業施設の充実

現在はオフィス床が多いので、市内での勤務者確保には、
商業施設を充実させることが必要であり、そのためのニー
ズ調査を進める。長期的には、勤務者の希望の多いテナン
トを誘致 していく。

街全体のバ リア

フリー化

段差を解消し、車椅子やベ ビーカーなど誰でも安心して移
動できる環境整備を進める。地域全体のバ リアフリー化を
進めるべく、長期的に行政と協議を進めていく。

街路や建物の

美化運動

落書き消 しや放置駐輪・違法看板等の撤去を引き続 き行
い、街路や建物の美化運動を進める。
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活性化方策 目的・事業概要・当面の取 り組み・将来の方向性 時期

中長期

短 期

短 期

短 期

短 期

取組内容 目的・事業概要・当面の取 り組み・将来の方向性 時期

中長期

長 期

長 期

長 期

既実施



⑤ 一人一人が主役になる街

空き店舗、空き

事務所対策

オフィス店舗が多いので、抜けた後の対策が大きな課題 と

なっているため、当面はどこが空き店舗、空き事務所かを

把握 し、新規テナン トヘの補助金等を検討する中で、対策

を講 じていく。

空き事務所で

アーテ ィス トの

個展

空き店舗対策の一環だが、当面は貸 しニーズと借ニーズの

ミスマッチを解消するための方策の整理が必要。長期的に

は、行政や商店街が空き店舗等を借 り受けて、アーティス

トに貸す方法等の実現性について検討 していく。

県内市町村のアン

テナシ ョップの

誘致

空き店舗対策の一環だが、当面は貸 しニーズと借ニーズの

ミスマッチを解消するための方策の整理が必要。長期的に

は、行政や商店街が空き店舗等借 り受けて、アンテナショ

ップに貸す方法等の実現性について検討 していく。

千葉氏 コスプ レ

浴衣祭 り

若者に人気があるコスプ レを活用

浴衣祭 りとあわせて、千葉氏のコ

ン ト等の検討を進める。

した誘客の取 り組みで、

スプ レを披露できるイベ

地域内には 100年以上続 く古い老舗店舗 もあるため、千葉

あそびのガイ ドブ ックと共同で企画 。実施 して、レ トロな

店舗が好 きな層に PRし てい く。

以前中華に関連する店舗めぐりをやつたところ盛況だつ

たため、千葉あそびのガイ ドブックと共同で企画・実施 し

て、中華料理や民芸品が好きな層に PRし ていく。
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取組内容 目的・事業概要・ 当面の取 り組み 口将来の方向性 時 期

短 期

長 期

長 期

短 期

老舗巡 り 短 期

中華巡 り 既 存



(3)ち ば未来 21

≪豚 ごはん・ トンテキプロジェク ト≫

豚 ごはん (豚 肉)を活用 した名物料理の開発

【きつかけ】

「今度千葉に行 くけどどこに行けばいい ?」 とい う県外居住者か らの質問に答えら

れなかったことが会員間で話題 とな り、魅力発掘の動機 となった。「無いな ら作ろ

う」 とい うことで、比較的取 り組みやすい 「名物料理」を対象 とした。

【ポイン ト】              ・
1.展 開対象は中心市街地周辺の飲食店、2.ルールの設定、3.特殊な器具、調理法、

材料の不使用、4.歴史的なエピソー ドや物語などの背景の導入、5,家庭でも楽 し

める料理、6.対価確保の追求

【今後の展開】

1.長期的視点に基づく事業展開、2.当 初は調査研究が中心、3.豚肉を使用 したメ

ニューの可能性探求、4.負担のない範囲での進行

【実施時期】

予算の確保状況などが不明であり、現時点では未定 (中 長期 )

44



(4)千葉氏サ ミッ ト実行委員会

≪千葉氏サ ミット≫

【開催日時】平成 28年 8月 21日 (日 )～ 22日 (月 )(親子三代夏祭 り同日開催 )

【開催場所】中央区中央地区周辺

【参加都市】

佐賀県小城市、岐阜県郡上市、福島県相馬市、福島県南相馬市、宮城県涌谷町、岩

手県一関市、千葉県佐倉市、酒々井町、東庄町、多古町、千葉市

【主幹事業】

～千葉氏の歴史を学び次代への繋が りを築くきっかけ作 りの場～

1.基調講演、2.千葉氏郷土史 トークセ ッション、3.千葉氏首長フォーラム

【歓待事業】

～史学、経済などの垣根を越えて参加都市同士の交流の場作 り～

1.歓迎昼食会、2.千葉氏サ ミット記念交流会、3.来賓史跡巡 り

【広報事業】

書籍、映像、出張講座、各種印刷物の制作、関連イベン トヘの参画を通 じて、サ ミ

ット実施後にも普及啓発を行 う。
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(5)千葉商工会議所女性会

① 「おもてなし」で迎える街

② そぞろ歩きが楽しい街

ク リーンア ップ

活動・ リサイクル

活動

市街地の美化を目的に、清掃等のクリーンア ップ活動は引

き続 き実施す る。また、会議所内にもペ ッ トボ トルキャッ

プの回収ボ ックス設置場所を設け、回収を進める。

路線バスの市街地
マ ップ

市民や来街者にとつてわかりやすい市街地の路線バスの
マップを作成 し、誘客につなげる。年内を目途に路線の視

察、プランの作成、路線マップの作成を行い、観光スポッ

ト案内付路線マップを市民や来街者に配布する。将来的に

は外国語も掲載 したマップにしていく。

商店街の店舗が外国人観光客へ基本対応ができるよう、ポ

ケ ッ トに入 る冊子 タイプのあいさつシー トを作成す る。店

舗や施設に配布す るとともに、路線バスのマ ップにも掲載

す ることで、広 く PRす る。将来的には、小中学校にも配

布 し、国際化教育につなげる。

多言語あいさつ

シー ト

パ ワー スポ ッ ト

ツアー

女性が好むパ ワースポ ッ トなどをまとめたツアーマ ップ

を作成す る。パ ワースポ ッ ト視察を通 じてプランを作成

し、ツアーマ ップを制作す る。マ ップについては、婚活イ
ベ ン トなどでも配布 し、少子化対策 としても活用す る。将

来的には、地元企業におみ くじやお守 りな どコラボ レーシ

ョンを依頼 し、パ ワースポ ッ トに販売店舗 も掲載 して誘客
につなげる。

中長期

千葉駅の地下道の

活用

千葉駅の地下道空間を有効活用すべく、エキチカマルシェ
のようなイベン トを開催する。企画・出展者の募集を行い、
親子三代夏祭 りからのスター トを目指す。将来的には、ど
んな天候でも使える駅近会場として起業家や学生に場所
を提供 していく。

千葉の名物発掘
コンテス ト

千葉の新たな名物を作るため、企画・募集から審査を通 じ
て、コンテス トの表彰作品は商品化を図る。将来的には、
関商女連千葉大会にて授賞式を行いながら、新・千葉名物
として販売開始する。

みんなで作るイル

ミネーション

店舗や学校などの協力者を募 りながら集客力の高いイル
ミネーションを市民や学生、事業者などの手作 りで行 う。
例えば、ペットボ トルキャン ドルによるイル ミネーション
を行い、キャン ドルアー トのコンテス トを実施するなどし
て参加者拡大とPR強化を図る。
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取組内容 目的・事業概要・当面の取 り組み・将来の方向性 時 期

既実施

中長期

中長期

活性化方策 目的・事業概要 。当面の取 り組み・将来の方向性 時期

中長期

中長期

中長期



③ 歴史と未来を味わう街

④ 住み心地のよい街

⑤ 一人一人が主役になる街

活性化方策 目的・事業概要・ 当面の取 り組み 口将来の方向性 時期

お もてな し雛

親子などが作る雛飾 りを、商店街の店舗等で飾 るもので、

来街者へのお もてな しにつなげるもの。ホテルや店舗、会

議所な どで飾 った ところ、もつと欲 しい とい う声 も出るほ

ど好評。引き続 き、つるし雛制作のためのワークシ ョップ

の実施などを通 じて、親子向け、近隣の学生向け、ご年配

向けな ど、集客対象により開催場所、時間を変えて実施 し

てい く。

既 実施

七夕祭 り

親子三代夏祭 りでの飾 り付けとして、七夕に必要な竹や笹

の調達、飾 り付け、実施な どを行 う。将来的には、七タイ
ベ ン ト後の竹 を利用 したオブジェ制作を行つた り、オ リパ

ラ期間における装飾等にも活用す る。

中長期

取組内容 目的・事業概要・当面の取 り組み・将来の方向性 時期

花 と緑の街 ちば

市街地の花と緑を増やすべく、植樹イベン トヘの参加や大

賀ハス祭 りへの参加などを通 じて、女性会の会員の出店も

促 していく。また、将来的には、ハスを使つたアロマの抽

出と商品化も進め、花 と緑の街 として認知されるようにす

る。

中長期

取組内容 目的 口事業概要・ 当面の取 り組み・将来の方向性 時期

女性が起業

しやすい街ちば

(交 流 。支援 )

会議所の女性起業塾に協力をするとともに、女性起業家の

プレゼン交流会を年 3回程度定期的に開催 しながら、女性

が起業 しやすい雰囲気、環境づくりを進めるとともに、起

業家同士の交流を図る。

既実施

千葉県アンテナ

ショップマルシェ

県内各地の地産地消の推進 と、市街地の魅カア ップを図る

ため、アンテナシ ョップを開催す る。当面は、県内女性会

を通 じた出店店舗の リサーチ、交渉を行い、エキチカマル

シェでの出店を目指す。県内には 21の女性会や、県内市

町村長 とのネ ッ トワークを活用 して、産品集 めを進める。

将来的には、関商女連千葉大会物産展 として出店す るとと

もに、年に一度千葉で見本市を行 う。

中長期
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(6)ち ば街づ くり 販促四店会

≪2016年  千葉駅前大型 4店 共同企画≫

千葉駅前大型 4店 (三越千葉店、そごう千葉店、ペ リエ千葉店、パルコ千葉店)に
よる歳時記に合わせた共同企画イベン トの実施

【方向性】

1.千葉駅前 (千葉市中心市街地)の活性化を目論む、2.行政・ 自治団体・他企業

を巻き込んでの告知・展開、3.4店販促担当者主導&代理店 (先方団体)と の連携

【GWの 企画】

「房総子どもかるた 第 1回 千葉駅前カップ」 4店 舗で子 どもかるた大会を開催

し、250人 の子どもを含む、計 1,000人 の集客を見込む共同イベン ト    リ
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(7)栄町通 り商店街振興組合

① 「おもてなし」で迎える街

② そぞろ歩きが楽しい街

③ 歴史と未来を味わう街

ク リーンア ップ、
パ トロール活動

毎月定例のク リーンア ップ とパ トロール活動を引き続 き

実施 してい く。特に 8月 と 12月 は特別警戒期間 として重

点的に取 り組む。

栄町沿いの霞川

周辺のク リーン

ア ップ

栄町沿いの繭川周辺のクリーンアップを月に 2回実施する

ことで、春の桜や秋の紅葉など霞川沿いの美観を際立た

せ、栄町への来街者をお迎えする。

千葉大学水島ゼ ミ

生によるク リーン

ア ップ

千葉大学の水島ゼ ミの学生 と連携 して、定期的なク リーン

ア ップ活動を行い、地域の美化に努める。

ふるさとまつ リヘ

の共催 と栄町楽市
バザール&のみの

市の開催

毎年秋に開催される中央区ふるさと祭 りへの共催や、栄町

楽市バザール&のみの市の開催を通 じて、普段栄町を訪れ

ることのない人たちに、歩行者天国の栄町商店街を歩いて

もらう。

既実施

千葉大学水島ゼ ミ

による七夕

飾 りつけ

千葉大学水島ゼ ミの学生 と連携 して、七夕な どのイベ ン ト

時の飾 りつけを行い、来街者 をお もてな しす る。
既 実施

栄町子供お琴教室

の定時開催、発表、

公演会など

栄町生まれの等曲家早乙女氏による栄町子供お琴教室の

定時開催、発表、公演会などを通 して、将来の栄町地区の

理解、そ して街 としての将来的な広がりを図る。

千葉大学水島ゼ ミの学生と連携 して、学生が地域の子供た

ちと一緒に、夏休みの宿題をお手伝いした り、一緒に勉強

をしたりする「さかえば塾」を開催 し、子どもの うちから

栄町への親 しみを醸成する。

千葉大生による
「さかえば塾」の

開催

以前に撮影 された 「Tokyoデ ィープ」のような取材に対 し

ても、引き続き撮影協力を行い、栄町の良さや魅力につい

て PRし ていく。

NHK BSプ レミアム

取材撮影協力
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取組内容 目的・事業概要・ 当面の取 り組み・将来の方向性 時期

既 実施

既実施

既実施

活性化方策 目的・事業概要・ 当面の取 り組み 口将来の方向性 時 期

活性化方策 目的・事業概要 口当面の取 り組み・将来の方向性 時 期

既実施

既実施

既 実施



④ 住み心地のよい街

⑤ 一人一人が主役になる街

平成 22年 よ り始まった旧アーケー ドの撤去、街路灯の設

置、防犯カメラ、AEDの 設置な どによる安心 。安全の街づ

くりを進める。

安心・安全な

街づ くり

商店街のス トリー

ト美観化

平成 28年度末までに行われる電線地中化、歩道のバ リア

フリー、樹木を植えるなど、商店街のス トリー トの美観化

を図る。環境整備事業については、街路樹等の植樹につい

ては引き続き行政へ要望 していく予定。

治安パ トロール・

ク リーンア ップ

地元警察との連携による治安パ トロール・クリーンアップ

による街の清潔化を図 り、明るい街栄町を目指す。

商店街や自治会の

情報提供

栄町商店街で商売、新店舗を始める人に対 して、商店街や

自治会の情報を提供するとともに、随時相談を受け付け、

新たな出店、起業を促す。

各商店や商店の

メッセージ紹介

千葉大学水島ゼ ミが発行する

や商店のメッセージ紹介 し、

「あ―ち」を活用 し、各商店

個店の PR強化につなげる。

本来の栄町の

正しい理解者の

育成

将来、栄町を知ってもらうために開催 している、栄町伝統

文化班による子供お琴教室、千葉大生による「さかえば塾」

などを通 じて、栄町の正 しい理解者を育て、大人になつて

も来街 してもらえる街づ くりを 目指す。
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取組 内容 目的・事業概要・当面の取 り組み・将来の方向性 時期

既 実施

中長期

既 実施

取組内容 目的・事業概要・当面の取 り組み・将来の方向性 時期

既実施

既実施

既実施



(8)千葉商工会議所 青年部

≪小学生以下をターゲッ トとしたハ ロウィーンイベン トの開催≫

【企画背景や概要】

○ 千葉では小学生をターゲ ッ トとしたハ ロウィーンイベン トがないことや、親世代

にもイベ ン トを機会に商店街及び個店の魅力を感 じてもらうことを目的に企画。

○ 子 どもたちが仮装をして、各商店を廻るとお菓子ではなく、スタンプを押 して く

れて、最終的にハンコが押 されたカー ドを中央公園に持っていくと、子 どもが興

味を持つワークシ ョップに参加できた り、フェイスペインティングをしてもらえ

た り、プロのカメラマンが撮影 して くれた りす る仕組み (ち ―バルや親子三代夏

祭 りとも連携す ることで効果を高める)。

【今後の方向性】

今年度の実施に向けて青年部の委員会で企画検討中。
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”

　

①

特定非営利活動法人

「おもてなし」で迎え

まちづ くり千葉

る街

取組内容 目的・事業概要 。当面の取 り組み・将来の方向性 時期

地域のゴミ拾い

活動参加

地域の美化を図るため、第一 日曜 日に栄町～千葉神社まで

の清掃活動 「まるごみ千葉」に月 1回参加 していく。
既実施

地域情報の発信

月 2回 メールマガジン「千葉ルーモアネ ッ ト」に地域の情

報を発信 してい くほか、ホームページ・sNS等 を活用 して

お役立ち情報を発信 してい く。

既 実施

② そぞろ歩きが楽しい街

③ 歴史と未来を味わう街

④ 住み心地のよい街

活性化方策 目的・事業概要 。当面の取 り組み・将来の方向性 時期

地域団体主体の

イベン ト運営等

地域団体が主体 となって開催 され るイベン ト (プ ラバ ンフ

ェスティバル、アロハフェステ ィバル、いい街 ちばフ リー

マーケ ッ ト (月 1回))な どに対 して、運営サポー トを行

う。

既 実施

混合主体による

イベ ン ト開催

各種団体とまちづくり千葉が共同で開催するイベン ト (大

賀ハス祭 り、親子三代夏祭 り、和太鼓フェスティバル、市

民活動フェスタ、大道芸フェスティバルなど)を継続的に

開催する。

既 実施

独 自のイベ ン ト

開催

まちづくり千葉が独自で行 うイベン

ズ中央公園など)の運営に際 して、

企画 。運営を継続的に行 う。

卜 (ベ イサイ ドジャ

出店者を募るなど、 既 実施

活性化方策 目的・事業概要 。当面の取 り組み・将来の方向性 時期

文化歴史等アイデ

ンティティの発信

千葉市の文化・歴史である千葉氏を始めとするアイデンテ

ィティにつながる内容等について、メールマガジン等媒体
への掲載を通 じて発信する。

既実施

取組内容 目的・事業概要 。当面の取 り組み・将来の方向性 時期

千葉都心エ リアの

良さ啓発

千葉市が都市間競争に負けないよう、ィメージアップを図
るべく、講演会 。講義・ ロコミ等で継続的に発信する。

既実施
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⑤ 一人一人が主役になる街

まちづ くり体制研

究会の開催

街づ くりに関する意思決定のスピー ドア ップ等、効果的な

地域マネジメン ト手法を確立す るための組織体制の検討

を進める。当面は年 4回 程度の研究会を開催 して検討 を重

ねなが ら、将来的な具現化を模索 してい く。

千葉市民活動支援
センターの

運営

千葉市民活動支援センター (ツ インビル 2号館 9階 )の 指

定管理を引き続 き行い、市民活動団体の支援 を通 じて、ま

ちの活性化 を図る。
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取組 内容 目的・事業概要・ 当面の取 り組み・将来の方向性 時 期

中長期

既 実施



(10)中 央銀座商店街振興組合

① 「おもてなし」で迎える街

そぞろ歩きが楽しい街

③ 住み心地のよい街

②

観光客への Wi― Fi

サービス

中国人など外国人観光客が増える中、千葉ではホテル以外
ではネットがつながらないという声も多く聞かれるため、

補助金等を活用 して、街路灯への Wi―Fi設置の検討 し、訪

日外国人がネット接続できる体制を整備する。

訪 日外国人によるクレジッ トカー ド利用が増えているた

め、比較的導入が簡易にできるセゾンや楽天な どの端末の

設置を進め、クレジッ トカー ド利用可能な店舗 を増やす。

SNSに よる個店の

情報発信

フェイスブックやツイッターなど SNSを活用 して、個店の

情報を発信 し、来街者へ PRする。特に、新たなサービス

や商品の入荷情報、新ランチなどタイムリーな情報提供に

努めるべく、個店への教育等にも注力する。

千葉開府 890年記

念サー ビス )

千葉開府 890年 とあわせて、890円 セールや 890円 ランチ

などの実施 を各個店に推奨する。損 して得取れの精神で、

大幅な値引きを しなが ら、固定客化を図る。

ス トリー トの

美化

地域の安心 。安全の確保、環境美化につなげるため、定期

的に実施 しているクリーンア ップや防火・防犯に関する取

組みを継続 して実施する。

既実施
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取組内容 目的・事業概要 。当面の取 り組み・将来の方向性 時期

中長期

クレジット端末数

増大
中長期

活性化方策 目的・事業概要・当面の取 り組み・将来の方向性 時期

中長期

短 期

取組内容 目的・事業概要 。当面の取 り組み 。将来の方向性 時期



(11)千 葉市中心市街地まちづくり協議会 (各部会 )

① 「おもてなし」で迎える街

取組内容 目的・事業概要・ 当面の取 り組み・将来の方向性 時 期

クリーンアップ 。

パ トロール活動

クリーンアップ 。花の街推進部会が中心となり、商店街や

街中清掃、花苗配布などを実施 している。また、8月 には

商店街による合同清掃を実施、年末の防犯パ トロールも連

携 しながら実施 している。

既 実施

チバ シテ ィガイ ド

マ ップの

リニューアル

情報ガイ ドマップ部会が中心となり、来街者の情報取得手

段が、パ ソコンからスマホに変わる中、ガイ ドマップ自体

も古くなつているため、リニューアルに向けて、運営手法、
コンテンツ、他団体との連携など各種検討を行つていく。

中長期

② そぞろ歩きが楽しい街

活性化方策 目的・事業概要・当面の取 り組み・将来の方向性 時 期

オープンカフェに

よる公共空間の

活用

オープンカフェ部会が中心 とな り、年 3回 、中心市街地で

開催 され るイベ ン トとあわせて、オープンカフェもしくは

楽市を開催 して相乗効果 を高める。

既実施

ち―バル 2016

開催

うまいもの部会が中心 とな り、10月 にち―バルを開催す

る。今年度は 4+1地域で開催予定だが、将来的には参加

飲食店を増やすな ど、規模の拡大を図る。

既 実施

中央公園及びきぼ
―るア トリウムの

イベントコーディ

ネー ト

イベン ト部会が中心となり、きぼ―るア トリウムの利用申

し込みの募集、受付、日程調整などを行い、可能な限 り行

政イベン ト等がない際の貸 し出しを行 う。

既実施

③ 住み心地のよい街

取組内容 目的・事業概要・当面の取 り組み・将来の方向性 時 期

クリーンアップ 。

パ トロール活動
同 上 既実施
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参加 団体

「中心市街地商店街の活性化に関する取組み予定発表会」において発表 した団体は以下

のとお りである。なお、本発表会では、商店街等を支援する行政機関 (千葉市、中央区)

なども発表を行った。

発表団体 団体種類

千葉市都市局都市部まちづ くり推進課千葉都心整備室 行 政

富士見商店街協同組合 商店街

千葉銀座商店街振興組合 商店街

ちば未来 21 まちづ くり活動団体

千葉氏サ ミッ ト実行委員会 まちづ くり活動団体

千葉市経済農政局経済部産業支援課 行 政

千葉商工会議所女性会 商工会議所

千葉市中央区地域振興課地域づ くり支援室 行 政

ちば街づくり販促四店会 商業施設団体

栄町通 り商店街振興組合 商店街

千葉商工会議所青年部 商工会議所

特定非営利活動法人まちづ くり千葉 まちづ くり活動団体

中央銀座商店街振興組合 商店街

千葉市中心市街地まちづ くり協議会 まちづ くり活動団体

(注 )名 称・掲載順は平成 28年 3月 28日 発表会時のもの。
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