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2013年10月11日 武蔵野プレイス

NPO法人 市民まちづくり会議・むさしの
篠原 二三夫
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• 武蔵野市 都市マスタープラン策定時（2000年6月）
の市民委員や策定委員が中心となって設立民

・ ２００１年２月： 準備開始

・ ２００２年４月： 任意団体設立・ ２００２年４月： 任意団体設立

• ２００４年１２月： NPO法人申請

づ• ２００５年 ３月： 特定非営利活動法人市民まちづ

り会議・むさしの 認証（東京都）

• ２００５年 ４月： 登記完了
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• 市民活動の歴史に名を残しつつある方々 （コミセン
管理運営、PTA活動、環境・みどり・ゴミ、消費者保
護、福祉活動等々）。

• 専門家が多い集団（建築士、プランナー、不動産や専門家が多 集団（建築 、 ランナ 、不動産や
住宅関係、都市観光・リゾート、経済、金融関係、弁
護士等）。

• 他のNPO等やコミセンの役員を兼任したり連携して
いる方々が多い。いる方々が多い。

• 現在の会員数は武蔵野市全域で３１名。
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• 武蔵野をさらに住み良い 活気ある 美しいまちにする• 武蔵野をさらに住み良い、活気ある、美しいまちにする
ために、我々自身が活動するとともに、できるだけ多く
の市民が主体的に行動し 提案し まちづくりを行なえの市民が主体的に行動し、提案し、まちづくりを行なえ
るような環境をつくることが目的。

• 幅広い専門家が参加しているという資源を 大限に活
援組織 づ用し、支援組織として、市民、コミュニティによるまちづ

くりの実現を目指す。

• まちづくりへの直接参加はもちろん、まちづくりに関す
るニュースやタウンウォッチング、研究会、イベント等を
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通じて、人々に様々な情報を提供。



7

• 一般商品から街並みに至るまで ユニバーサルなデ• 一般商品から街並みに至るまで、ユニバーサルなデ
ザインや優れた景観の研究。

商業と居住とが調和したまちづくりの研究• 商業と居住とが調和したまちづくりの研究。

• 各地における商業によるまちづくり探訪（過去10年間、

布長野の小布施から始まり、多くの商業・観光地を訪問
しネットワークを拡大。今年の4月には、谷中・根津・千
駄木を探訪し魅力を探 た）駄木を探訪し魅力を探った）。

• 緑の便益やエネルギー消費という観点からのまちづく
り評価。

• 各地における名産品と観光まちづくりの研究。
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各地における名産品と観光まち くりの研究。



• 魅力的な商店街や店舗（飲食店を含む）の形成
→ 消費を通じた地域経済活動の活性化

「むさ まちづく が支 られる→ 「むさしの」のまちづくりが支えられる
→ 住生活と商業はお互いに不可欠の関係であり調和が必要
→ 魅力的な商店街や店舗の存在は市民と来訪者双方の利益→ 魅力的な商店街や店舗の存在は市民と来訪者双方の利益

• 吉祥寺と三鷹周辺は、既存店舗の入れ替えや大型・
中規模店舗の進出 武蔵境では中央線高架事業に伴中規模店舗の進出。武蔵境では中央線高架事業に伴
い新店舗が登場。

「 商 新 変革 あ• 「むさしの」の商業は新たな変革期にある

• このような認識の下、消費者からみて魅力ある「むさし
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識 、 費
の」の商店街や店舗の状況を探るために調査を実施。

• 調査の位置づ
け→事前調査

• ７つの商店街
と43の店舗が
紹介された。

• 順位を得るも• 順位を得るも
のではなく、市
民の評価の仕民の評価の仕
方をみたもの。

10



• 武蔵野市商店会連合会によると、武蔵野市には吉祥
寺地区に28、中央地区に15、武蔵境地区に10の商店武
会があり、市内全域で53の商店会がある。

• これら53の商店会とのすべてと7つの大型店が武蔵野これら53の商店会とのす てと7つの大型店が武蔵野
市商店会連合会に会員として加入。

• 各商店会に加入している店舗数の合計は3 800を超え• 各商店会に加入している店舗数の合計は3,800を超え
るようです）。
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魅力とい ても 店舗の魅力づくりは理解できても 店• 魅力といっても、店舗の魅力づくりは理解できても、店
舗が集まった商店街はどのようにすれば魅力的になる
のか？ 私たちは問題点はすぐに気が付くが よい面のか？ 私たちは問題点はすぐに気が付くが、よい面
については、よほどでないと気がつかないことが多い。

商店街の魅力に いては 年に大東文化大学が• 商店街の魅力については、2005年に大東文化大学が

運営した板橋区の地域デザインフォーラムにおける報
告書 かなり広範 わたり 消費者から た商店街告書に、かなり広範にわたり、消費者からみた商店街
の魅力や魅力づくりについてまとめがある。

• この報告書では、地域の方々の意見を集めた結果、
商店街の魅力づくりや魅力を維持するための視点を、
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次の(1)から(8)の様に整理している。



１．街の環境変化に適応できていますか？

２ 人にやさしい商店街ですか？２．人にやさしい商店街ですか？

３．環境に配慮した「エコショッピングプレース」を目指し

ていますか？ていますか？

４．商店街にコンセプトがあり自己主張がありますか？

５．サービスの向上に努めていますか？

６．地域コミュニティ機能の充実に貢献していますか？６．地域コミュ ティ機能の充実に貢献していますか？

７．市民参加によるイベントが演出されていますか？

８ まちづくりリ ダ が存在し育成されていますか？
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８．まちづくりリーダーが存在し育成されていますか？

吉祥寺 園通 吉祥寺 北側 銀行 証券会社◆吉祥寺公園通り： 吉祥寺駅の北側の銀行や証券会社
が並ぶ部分は吉祥寺ウォール街とも呼ばれる。

◆ ジ 雑貨 料 お店が並び ぶらぶら 歩く◆アジアの雑貨や料理のお店が並び、ぶらぶら見て歩く
うちに井の頭公園に着く。この感覚がたまらなく魅力。

■商店会による緑のプランターやベンチの設置
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◆ハモニカ横丁 雑多で昭和の香りがする商店街◆ハモニカ横丁： 雑多で昭和の香りがする商店街。
入れ替わりが多い。新しい店が出て、進化を続けて
いるのが楽しい 市民参加の朝市も盛ん 三鷹駅北いるのが楽しい。市民参加の朝市も盛ん。三鷹駅北
口にもハモニカ店が進出。

■ハモニカ朝市 ■ハモニカ内飲食店■ハモニカ朝市 ■ハモニカ内飲食店
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◆ダイヤ街： まちづくり憲章等、ルールを作成。消費者と◆ダイヤ街 まち くり憲章等、ル ルを作成。消費者と
ともに、未来に発展するまちづくりを目指す。「道路はい
つもきれいにする。商品をスッキリ並べ快適歩行に努もきれ にする。商品を ッキリ並 快適歩行に努
める。立て看板は置かない」などを取り決めている。

◆アーケードがシンプルで明るく、通りは歩きやすく、欧◆ア ケ ドがシン ルで明るく、通りは歩きやすく、欧
州諸都市に近い感覚をうける場所もある。

■ダイヤ街、ヨーロッパのショップ感覚
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◆吉祥寺東通り： アトレの改装により外向きの店舗が◆吉祥寺東通り： アトレの改装により外向きの店舗が
並ぶ。以前はロンロンの入り口以外は外壁だったの
で 不法駐輪が多かったが 一変し 歩き易い煉瓦感で、不法駐輪が多かったが、一変し、歩き易い煉瓦感
覚の通りとなった。 ■吉祥寺東通り
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◆末広通り： 吉祥寺駅東側から 井の頭通りに並行し◆末広通り： 吉祥寺駅東側から、井の頭通りに並行し
て前進座に向かう道。近年の無電柱化とブロック舗
装で整然とした感じに変わる 生活雑貨やカフェ パ装で整然とした感じに変わる。生活雑貨やカフェ、パ
ン屋さんなどが住宅の緑と混在しいい感じ。■末広通り
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◆三鷹北口三谷通り： 井の頭通りから北西に向かう商◆三鷹北口三谷通り： 井の頭通りから北西に向かう商
店街。お風呂屋さんや豆腐屋さんなどがあり、住宅地
と共に下町的な風情をもった商店街 ■三谷（さんや）通りと共に下町的な風情をもった商店街。 ■三谷（さんや）通り
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◆井の頭通りと井の頭公園の間（丸井裏）のあたりは七◆井の頭通りと井の頭公園の間（丸井裏）のあたりは七
井橋通りを中心に緑豊かな商店街。病院なども洒落
た接道緑化をしており LLビーンは平成21年度の吉た接道緑化をしており、LLビーンは平成21年度の吉
祥寺の接道緑化で表彰された。七井橋通りは、公園
に向けて 土産物屋や飲食店が並ぶ 国内でも珍しに向けて、土産物屋や飲食店が並ぶ、国内でも珍し
い参道 ■七井橋通り（丸井横から公園口まで）
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◆吉祥寺地区と中央地区 武蔵境地区につき 43の魅◆吉祥寺地区と中央地区、武蔵境地区につき、43の魅
力ある店舗が推薦された。

◆ も多いのが居酒屋やコーヒー店を含む飲食店で19◆ も多いのが居酒屋やコーヒー店を含む飲食店で19
店、服地やボタンの専門店が6店、パン屋が3店、肉
屋が2店 美容院・理容院が2店 米屋とケーキ屋 豆屋が2店、美容院・理容院が2店、米屋とケーキ屋、豆
腐屋、味噌屋、ドッグフード、本屋、洋装店、県のアン
テナショップが各１店 大規模店としてはイトーヨーカテナショップが各１店。大規模店としてはイトーヨーカ
ドーと東急ストア、ユザワヤの3店がリストされた。
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◆飲食店の魅力：古くからのお店、特定の品の味に定◆飲食店の魅力：古くからのお店、特定の品の味に定
評があるお店、職人的なコーヒー店、リーズナブルな
価格と味、遅くまでの開業時間、おしゃれな雰囲気等価格と味、遅くまでの開業時間、おしゃれな雰囲気等

◆服地やボタンの専門店6店はいずれも吉祥寺に集積・
立地。大規模専門店であるユザワヤの出店により奮立地。大規模専門店であるユザワヤの出店により奮
戦してきた経緯あり。

◆パン屋は2店が価格と味、三鷹駅舎の紀伊国屋で緑◆パン屋は2店が価格と味、三鷹駅舎の紀伊国屋で緑
による店構えが評価。

◆肉屋はハムや加工品に対する国際的な受賞によって◆肉屋はハムや加工品に対する国際的な受賞によって
証明された味、鳥の１羽売りなど、専門店としての取り
組みが評価。組みが評価。

◆美容院や理容院は長年の継続性や店構えへの配慮
◆米屋は産地直送へのこだわり
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◆米屋は産地直送 のこだわり
◆豆腐屋や味噌屋は味へのこだわり



◆ケーキ屋は焼き菓子の品揃えとパッケージのセンス、
味が評価味が評価

◆ドッグフードは手作りとネット販売
◆本屋は読書スペ ス◆本屋は読書スペース
◆洋装店はお店の応対と高齢者向け洋服の品揃え
◆アンテナショップは産地の明確さがポイント◆アンテナショップは産地の明確さがポイント
◆大型店として、イトーヨーカドーは地元への貢献、東急

ストアは地域住民ニ ズへの対応ストアは地域住民ニーズへの対応
◆ユザワヤは様々な手芸や生地、ホビー材料へのアクセ

スが評価の対象スが評価の対象
※残念ながら、商店街の一角としての評価は具体的には

ない ただ 先の１ 商店街の魅力を 店舗の魅力に置ない。ただ、先の１．商店街の魅力を、店舗の魅力に置
き替えれば、いずれのお店も、魅力づくりの要として納
得できる努力を続けていることが理解できる
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得できる努力を続けていることが理解できる。

店名 業態業容 地区名 住所 店舗の状況、魅力の理由
ビビアン 美容院 吉祥寺 吉祥寺南町2-16-8 東京方面への吉祥寺ガード下の美容院。店前を1坪ほどテラス風にして植木を置いているの
巴里院吉祥寺店 理容店 吉祥寺 吉祥寺東町2-2-2 言わずと知れた吉祥寺 老舗。かつてこの地はお寺さんと巴里院しかなかったと伝わる。残

念ながら 女子大通り拡幅のため 近々閉店念ながら、女子大通り拡幅のため、近々閉店。
シャポールージュ 飲食店 吉祥寺 吉祥寺本町2-13-1 色々な雑誌で紹介されています。手頃なランチが楽しめます。

シープメドウ 糸・毛糸（素
材専門店）

吉祥寺 吉祥寺本町2-27-8 ユザワヤなどと差別化し、草木染めの毛糸を専門とする店。落ち着いた色合いの毛糸が豊富
です。

毛糸・手芸　きむらや
エフエフ店

糸・毛糸（素
材専門店）

吉祥寺 吉祥寺本町1-11-5　コ
ピス吉祥寺A館1F

吉祥寺では老舗の手編み毛糸の専門店。毛糸を主に扱っており、生地を扱っていたサンロー
ド店は閉め、現在はコピスの1店舗だけとなった。もともとは西荻が始まり（現在もある）。昔は
中央線沿線各駅にひとつは毛糸屋があったが ユザワヤの出店により減った 大型店に対中央線沿線各駅にひとつは毛糸屋があったが、ユザワヤの出店により減った。大型店に対
し、少量のニーズに応える専門店として生き残り。

アンティーク ファブリッ
ク ピンクス

生地 吉祥寺 吉祥寺本町2-14-26-
103

大阪福島と東京吉祥寺に実店舗のあるポップでレトロな手芸展。ヴィンテージ生地、オリジナ
ル生地やオリジナル雑貨などを販売。鮮やかなピンクの生地をふんだんに揃えたお店。

コットンフィールド 生地 吉祥寺 吉祥寺本町2-2-7 吉祥寺で38年。生地や洋装材料、アクセサリーパーツなどを扱っている。
2店舗営業していたが、本年7月、パート1（生地・洋装材料）を閉店し、今はパート2のみ、ビー
ズ、リボン、ボタンといった小物のみを扱い存続しています。

Aボタン専門店エル
ミューゼ中道通り店

ボタン 吉祥寺 吉祥寺本町2-12-2 世界のボタン、オートクチュールの為に職人が手作りしたボタン、アーティストが創作した一点
物などを販売。フランスのヴィンテージブレード、リボンやレースのコーナーもある。リメイクの
為だけでなく、アクセサリーのパーツとしての提案を店内にディスプレイ。

B エルミューゼ、オープ
ンスペース井の頭通り
店

ボタン 吉祥寺 吉祥寺本町2-22-5 マ
ミール吉祥寺2F

アクセサリー作りの材料を集めたビーズ専門店です。イタリア樹脂パーツやビーズ、ヴィンテー
ジ・シードビーズ、アンティークビーズ、チェコ＆ヴェネチアン・ガラスビーズなどを販売。中道通
り店、井の頭通り店とも、アンティークでレアなデザインのボタンが揃っています。

ザワヤ 総合素材店 吉祥寺 吉祥寺南町1 7 1丸井 創業58年を迎える日本 大級の手芸用品 生地 ホビ 材料の大型専門店 京王駅ビルの完ユザワヤ
吉祥寺店

総合素材店 吉祥寺 吉祥寺南町1-7-1丸井
吉祥寺店7階･8階

創業58年を迎える日本 大級の手芸用品・生地・ホビー材料の大型専門店。京王駅ビルの完
成により丸井を離れて本格稼働する予定。

カナイ米店 米店 吉祥寺 吉祥寺本町２-２６-９ 産地直送、こだわりのお米屋さん
葡萄屋 飲食店 吉祥寺 吉祥寺本町2-8-1 基本的にはステーキ屋さんですが、地下には和食、1階には喫茶店もあり、レパートリーの広さ

とリーズナブルな価格とサービスの質は秀逸。
竹炉山房 飲食店 吉祥寺 吉祥寺本町2-21-8 常に料理に前向きに創意工夫を凝らしており、その姿勢はすばらしい。

アンテナシ プくまもと アンテナ 吉祥寺 吉祥寺本町1 7 10 原発事故以来 安全な食を求めるために利用 産地が明らかなのがよいアンテナショップくまもと
等

アンテナ
ショップ

吉祥寺 吉祥寺本町1-7-10 原発事故以来、安全な食を求めるために利用。産地が明らかなのがよい。

美好野そば店 飲食店 中央 吉祥寺北町5-10-7 戦後この地に店を出して以来、長きにわたり地元民に愛されている。麺は茶そば系。
中華和楽 飲食店 中央 緑町3-2-14 古くからあり、もやしそばが美味しい。
Moby Dick Saloon 飲食店 中央 西久保3-2-4 ステーキがバツグンに美味しい。夜遅くまで開いているので、帰りが遅い時にありがたい。
Doppo（独歩） 飲食店（コー

ヒー豆屋）
中央 中町1-10-7 三鷹駅前中央通り東急ならび。北へ6,7軒行ったコーヒー豆専門店。地上から2,3段、階段を下

るようにできていますヒー豆屋） るようにできています。
カフェ テラス ヴェルト 飲食店（コー

ヒー店）
中央 中町1-14-5松屋本社ビ

ル ２Ｆ
松屋の2階。駅前という利便性と三鷹駅前にはルノワール（仕事用おじさんカフェのイメージ）と
ドトールしかないので便利。女性がゆっくりお喋りでき、時に10～20人の会合としても借りられ
るスペースがある。ただ、いつも満員。

KINOKUNIYA entrée
Dila

パン屋 中央 JR三鷹駅構内 Dila三鷹
北口1Ｆ

商店街には入らないが、駅舎下の紀伊国屋は全面を緑でおおい、ウッディでしゃれていて好き
です。

日なた 飲食店（居 中央 中町1-25-10 1F 線路沿いの通り。和食＆飲み屋さん。新規開店したばかりで行ってみたい。木目を使い、とて
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日なた 飲食店（居
酒屋）

中央 中町1 25 10 1F 線路沿いの通り。和食＆飲み屋さん。新規開店したばかりで行ってみたい。木目を使い、とて
もきれい。

三鷹駅ハモニカ横丁 飲食店（居
酒屋）

中央 中町１丁目５-８ 親和ビ
ル１Ｆ

新しく三鷹北口三井住友銀行裏に吉祥寺ハモニカ横丁の方がお店をはじめられました。元パ
チンコ店さんのイメージを変えて、明るい雰囲気がいいです。



店名 業態業容 地区名 住所 店舗の状況、魅力の理由
田舎 飲食店 中央 中町2-31-5 雰囲気がいいらしい。妻推薦。

恵比寿屋豆腐店 豆腐屋 中央 西久保2-2-14 中央通り沿いの老舗。間違いなく美味しい。
ラ・ヴィ・アヴェック・
デ パ

パン屋 中央 八幡町2-4 武蔵野北高校の南側で伏見通り沿いにある小さなパン屋さん。値段の割においしい。
デュ・パン
三鷹東急ストア スーパー 中央 中町１丁目 地域住民のニーズに応える努力をしてくれています。朝7～23時まで、品揃え、気取らず、しか

もちょこちょこ物産もおいてくれる。店舗面積も丁度よく、スタッフが新設で介護補佐もある。三
鷹駅北口スグという地の利。駅近でバス停前でもあるが、きめ細やかで漁夫の利を得ようとす
る姿勢もなく、誠実だと思う。キッチンコートができたが、これは役不足。お店の雰囲気もよく心

珈琲家　香七絵 飲食店（コー
ヒー豆屋）

中央 緑町2-4-38 客それぞれの好みや注文に 適の珈琲豆を提供している。ミュージシャンや近隣の店のほ
か、多様な主体とのコラボでイベント（香七絵村）を開催。マスターの岩室氏曰く「自分が楽しい屋） 、多様な 体 ラボ イ ン （香 絵村）を開催。 タ 岩室氏 く 自分 楽
と思うことをやっているだけ」。鉄道好きな小学生と鉄道模型を製作（主にマスターの趣味）、不

マイスター
村上

肉屋 武蔵境 境南町3-19-8 販売してる肉も厳正されているが、ハムやソーセージ、レバーなどの加工食品の質が非常によ
くておいしい。1934年の創業で、ハムやソーセージについては第１回農林水産大臣賞を始め、
数々の国際コンクールで金賞・銀賞を受賞しており、遠方から買い物に訪れるファンが多い。
ただ、道路の拡張に伴って廃業とのうわさもあります。

パサージュ･ア･ニヴォ パン屋 武蔵境 境南町1-1-20 お手頃な値段でおいしい！特に食パンとバゲットがすばらしい。

焼肉「とき」 飲食店 武蔵境 境南町2 1 23 かなり古いと思います 肉はピカ です 軽めに食べて 人5 000円位焼肉「とき」 飲食店 武蔵境 境南町2-1-23 かなり古いと思います。肉はピカ一です。軽めに食べて、一人5,000円位。
寿司「しんや」 飲食店 武蔵境 境2-11-21 磯勘で修行し独立。磯勘の本流を行っていると思います。飲んで食べて一人10,000円位。ちな

みに大将は沖縄出身。
後藤肉店 肉屋 武蔵境 境2-4-1 ムサランに選出されている店なので既に周知ですが、牛、豚は安くてすばらしいです。私はここ

で冷凍物ではない鶏の丸１羽が買えるので、それを目当てに行きます。鶏中抜き１羽2,000円
位（要予約）。

手作り味噌風見鶏 味噌 武蔵境 境1-4-3 手作り味噌、野菜の味噌漬けなどがすばらしい。確か山形で仕込んでいる。

手作りのドックフード
ランフリー

ドッグフード 武蔵境 境1-22-9 ネット販売が多いようですが、手作りドッグフードのお店、結構遠方からも来るようです。私は
高いので年何回かしか買えません。贈り物には良いかも（人間も食べられますが、ワンちゃん

OURSON　ウルソン ケーキ屋 武蔵境 境2-23-8 焼き菓子が美味しく、パッケージも素敵なので、贈り物にも喜ばれます。ケーキやチョコレート
など他にも種類豊富で、いつもお客さんで賑わってます。特にバレンタインや年末年始はお客
さんでいっぱいです。

Adarsha　アダルサ 飲食店 武蔵境 境2-4-10 ウェイターさんのお仕事ぶりが一流で気持ちのよい時間を過ごせます。本格インドカレーの味
も絶品ですし 生春巻やミーゴレン（焼きそば）などの他のアジアン料理も楽しめるところもいいも絶品ですし、生春巻やミーゴレン（焼きそば）などの他のアジアン料理も楽しめるところもいい

なつみ珈琲店 飲食店（コー
ヒー店）

武蔵境 境2-7-2 ご主人のコーヒーへの愛が伝わってくるお店です。お店に飾られている緑までコーヒーの木。
深入りロースト系好きにはたまらないコーヒーがそろっています。ご主人はコーヒーのことなら
何でも知ってそうな感じです。

3 Stories バル 飲食店（居
酒屋）

武蔵境 境南町2-13-9ハイツ山
本1階

オシャレで落ち着きのあるお店。火～土11:30～14:30はワンプレートランチが980円で楽しめ
る。お料理はイタリアンとスペインの融合で、どれも本格的で美味しい。

カフェ・ビシュエ 飲食店（コー
店）

武蔵境 吉祥寺本町2-13-7グラ
デ 吉祥寺

アンティーク調の空間で美味しいコーヒーを時間を忘れて楽しめるお店。カウンター席では
オ ナ が丁寧に を淹れる姿がプ 意識を漂わせる 以外にもケ キの種ヒー店） ンデール吉祥寺B1 オーナーが丁寧にコーヒーを淹れる姿がプロ意識を漂わせる。コーヒー以外にもケーキの種
類が豊富。

八重洲ブックセンター 本屋 武蔵境 境南町2-3-6ヨーカドー
武蔵境店西館

書店内の窓側にある読書スペースが良い。本を買うべきか迷った際、ゆっくり考えることができ
る。又、駅前の景色がビル群を楽しむことも好き。

ファッションハウス　サ
ワサキ

洋装 武蔵境 武蔵野市境１－３－２
スキップ通り

私はパンツスタイルが多いので、パンツの品揃えが豊富なところが魅力。お値段も　　まあま
あ、納得できる価格帯のものが多いかな、という感じ。何よりもお店の方の応対が適切に相談
に乗ってくれるところがいいと思いました。
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和をん 飲食店（居
酒屋）

武蔵境 境1-3-14リトルガーデ
ン　１Ｆ

和モダンで料理も手作り創作で美味しい。看板も無く奥まっているので 初は入りにくいが、そ
れだけに落ち着いて飲み食い出来る。

イトーヨーカドー ショッピング
センター

武蔵境 境南町2-2-20 武蔵境駅の南口を占め、ヨーカドー全国売り上げのトップ10に入る。 寄り品は問題なく購入
でき、高齢者対応、周辺の美化活動、西館地下の自由に使える飲食スペースは武蔵野プレイ
ス開館前から住民や学生のコミュニケーションの場として有意義な役割を果たす。

（１）武蔵野商店会連合会事務局（１）武蔵野商店会連合会事務局
◆H19年に55周年事業として活性化方策が検討され、

店舗の魅力アップのため「マイスターショップ制度」が店舗の魅力アップのため「マイスターショップ制度」が
提案され、ムーバスとも関連して「ムーショップ」誕生。
ムーショップは現在約160店 認定店にはステッカームーショップは現在約160店。認定店にはステッカー
を配布。H22年からムーショップのHPを開設。キャラク
ターのムーチャンを設け PR推進中 しかし 現状でターのムーチャンを設け、PR推進中。しかし、現状で
は市民の認識や活用は今ひとつ。

◆この2年間で市内から2つの商店街がなくなり 大規◆この2年間で市内から2つの商店街がなくなり、大規
模店やネットスーパーに負け、生鮮3品の路線商店が
ほとんど無くなったという まだ 元気なのは 美容院
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ほとんど無くなったという。まだ、元気なのは、美容院
やクリーニングなどのサービス業位。



http://www.mushop.jp/
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（２）吉祥寺公園通り商店会（２）吉祥寺公園通り商店会
◆自転車駐輪のため、車いすや盲導犬が歩道を通れ

ない等の問題が健在化 公共駐輪場整備と日祭日のない等の問題が健在化。公共駐輪場整備と日祭日の
銀行駐車場の開放等で課題は解決に向う。

◆都によるフラワーポット管理を商店会で担当 都に働◆都によるフラワーポット管理を商店会で担当。都に働
きかけ、ベンチを11基設置。落ち着いた歩道デザイン
にすべく取り組み中 街路灯はLED照明に替える方針にすべく取り組み中。街路灯はLED照明に替える方針。

◆青壮年部約50人によって、季節毎のプランターへの
花植えや街路灯への旗の設置 イルミネーションの花植えや街路灯への旗の設置、イルミネ ションの
設置作業を実施。百貨店や銀行等のスタッフも参加。

◆ポットを増やし パラソルやカフェを設け 朝市にも取り
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◆ポットを増やし、パラソルやカフェを設け、朝市にも取り
組む方針。

（３）すきっぷ通り武蔵境駅前商店街協同組合（３）すきっぷ通り武蔵境駅前商店街協同組合
◆サマーセールの際に福引き大会や七夕イベント、歳末

セールには福引きやもちつき大会 すきっぷ通り商店セールには福引きやもちつき大会、すきっぷ通り商店
街限定商品として「むさし境サイダー」の販売、武蔵境
舞祭りとして へそ祭り サンバを経て 7年前から山舞祭りとして、へそ祭り、サンバを経て、7年前から山
笠音頭を実施。大学生や企業、住民等約300人が参加。

◆すきっぷ通りでは まちづくり協定により建替時の1メー◆すきっぷ通りでは、まちづくり協定により建替時の1メー
トルセットバックをルール化。平成元年の電線地下埋設
と舗装時にはすべての店舗がセットバックし 魅力的なと舗装時にはすべての店舗がセットバックし、魅力的な
商店街づくりに取り組む。

◆看板の位置や色等への規制はないが 路上への看板
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◆看板の位置や色等への規制はないが、路上への看板
設置や商品のはみ出し等には注意を払っている。



（４）武蔵境活性化委員会事務局（４）武蔵境活性化委員会事務局
◆武蔵境が低迷しているため、H20年に活性化委員会の

設立が提案され H21年から住民や企業 学生 農家設立が提案され、H21年から住民や企業、学生、農家
等を巻き込んだ組織に拡大。農地が多い武蔵境らしさ
を活かしたホットタウン（ホッとする 暑い 辛い）を標榜を活かしたホットタウン（ホッとする、暑い、辛い）を標榜。

◆「いい境」プロジェクト。暮らしに役立つ季刊誌9巻発行。
◆子ども向けに農地を活用した夏野菜収穫イベントや◆子ども向けに農地を活用した夏野菜収穫イベントや、

白秋の詩「桐の花」の武蔵野の唐辛子を名産品として
復活させるHOTプロジェクトを推進中復活させるHOTプロジェクトを推進中。

◆H22年11月からプレイス前広場で朝市を開催。H23年8
月から東日本大震災支援のため 無駄な電気を使用し
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月から東日本大震災支援のため、無駄な電気を使用し
ない夜市のイベントを開催。

◆武蔵野の商業者や商店会 市民の取り組みは既に一◆武蔵野の商業者や商店会、市民の取り組みは既に一
定水準に達してはいるものの、商店街の魅力づくりと
いう点からすると まだ課題を抱えており 一層の努いう点からすると、まだ課題を抱えており、一層の努
力と研究、取り組みが必要と考えられる。

◆まだまだ多くの魅力ある個店が出てくると期待するが◆まだまだ多くの魅力ある個店が出てくると期待するが、
各店舗の努力による個人技に加え、商店街（商店会）
を通じてチーム力を養い 武蔵野の商業を消費者やを通じてチーム力を養い、武蔵野の商業を消費者や
来訪者にとって一層魅力あるものになればよい。

◆当会は引き続き調査を行い 商業者や商店会 市民◆当会は引き続き調査を行い、商業者や商店会、市民、
行政によるどのような取り組みが、商業と消費の活性
化と望ましいまちづくりにつながるのかを研究し 機会
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化と望ましいまちづくりにつながるのかを研究し、機会
をみて提言していきたい。
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