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東京都北区商工業魅力発信事業

大学のゼミに所属する学生と、

北区内の商店街・中小企業が協

力して区内商工業をPRする事業

です。

エントリーいただいた学生チー

ムに調査・研究を行っていただ

き、プレゼンコンテストにて成

果を発表していただきます。

東京都北区商工業

魅力発信事業HP

東京都北区商工業

魅力発信事業HP



●開催日程と会場

令和元年１１月９日（土）
北とぴあ３階つつじホール（東京都北区王子1-11-1）

●審査について

情報収集力、論理性、独自性、その他の複数の項目で一定の審査を行います。
審査は、梶原銀座商店街の代表者、北区商店街連合会の代表者、北区経営アドバイザーが
行います。なお、審査基準は北区ホームページにて公表しています。

●テーマ『梶原銀座商店街の魅力発信』

北区堀船にある梶原銀座商店街の魅力発信について、アイデアを検討していただきます。
学生の皆様ならではの独自性・斬新性等と合わせて、実現可能性についても
考察していただきます。

【コンテストの概要】

都電荒川線「梶原」停留所を降りてすぐ目にする昔ながらの商店街は、
地域密着型の下町人情あふれる商店街として
地元客を中心に愛されています。

役員に若手が増えた現状で、何かできることはないかと模索中、
学生ならではの魅力発信のアイディアに大いに期待し、
本事業に手を挙げました。

～梶原銀座商店街～

●次第

・開会式
・プレゼン① 東京成徳大学 三枝ゼミ／マイメンシニア
・プレゼン② 東洋大学 鈴木ゼミ／チームAmaze
・プレゼン③ 成城大学 内田ゼミ／トウキョウカプレ
・プレゼン④ 東洋大学 澁澤ゼミ／澁澤ゼミナール
・プレゼン⑤ 東洋大学 竹内ゼミ／チームバンミー
・プレゼン⑥ 東洋大学 山本ゼミ／山本ゼミナール
・昨年度の産学連携活動のご紹介
・審査
・表彰式・閉会式
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●開催チラシ



最優秀賞

優秀賞
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【受賞結果】

敢闘賞

東洋大学経営学部竹内ゼミナール チームバンミー

『かじわら頂上決戦!POPグランプリ!』

16回におよぶ現地調査による的確な商店街の現状分析を
もとに、小学生によるポップグランプリを契機とした
ファミリー世帯の顧客獲得をねらい、この企画で生まれ
たポップを継続的に資産として活用するためのマップ作
りも提案。これらの提案を、磨き抜かれたプレゼン力に
のせて発表し、見事、最優秀賞に輝きました。

東洋大学経営学部鈴木ゼミナール チームAmaze

『梶原銀座商店街魅力発信プロジェクト』

丁寧な調査から、梶原銀座商店街のスタンスやニーズと
親和性が高い事業を調べ上げ、実績も評価の高い「子ど
も用品とりかえっこ」事業を、地域にフィットする形で
提案。他自治体での実績から質も担保されており、説得
的なプレゼンから事業実施による新たな賑わいがイメー
ジしやすい点も高評価の要因となりました。

成城大学社会イノベーション学部内田ゼミナールトウキョウカプレ

『おつかいのまち 「かじわら」』

梶原銀座商店街のニーズであるファミリー層の顧客化に資
する事業として、小学校中高学年の子の事業参画に着目。
「おつかい」「職業体験」など対象の興味関心に沿ったイ
ベント実施により、着実に顧客の来街を促進し、商店街を
「誰にとってもなくてはならない特別な居場所」にすると
いう目標に、梶原銀座商店街の明るい未来を想起させる提
案でした。
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現状と課題

私たちが考える課題は、「商店街へ

の集客」「情報発信ツールの不足」

「近隣の方へのお店の魅力発信」の3

点です。商店街での調査では、以前

より店舗数や客数が減少し商店街の

賑わいが薄れているのが現状で、集

客が欲しいというご意見を多くいた

だきました。しかし商店街のHPや

SNSが無く、外部へ情報発信できる

ツールがありません。また、近隣の

スーパーでの調査では、商店街は

知っているが、お店の魅力を理解し

ていただけていないことが分かりま

した。

以上より、お店の魅力を発信し、近

隣の方との関わりを強める必要があ

ると考えています。

私たち東洋大学竹内ゼミナール第2期生は、このプレゼンコンテストを通し

て、北区にお住まいの皆様がより快適に暮らせる環境づくりを

お手伝いさせていただければと思います。昨年同様に最優秀賞を目指して

全力で取り組ませていただきます。よろしくお願いいたします！

東洋大学経営学部竹内亮介ゼミナール

チームバンミー

『かじわら頂上決戦！POPグランプリ！』

アイデア概要

梶原銀座商店街でPOPグランプリを開催し、POPを活用して「かじわ

らMAP」を作成します。POPグランプリの目的は、小学生に商店街の

魅力を発見してもらい、多くの方々にお店の魅力を理解していただく

ことです。

まず小学生に参加を依頼します。商店街での調査で「子供たちに商店

街へ足を運んでほしい」というご意見をいただきました。次に商店街

を見学し、POPを作成します。見学は、車両規制により安全に見学で

きると考えています。POP作りでは見学を通して分かったことを自由

に描くことで、人に伝えることの大切さを学ぶことができます。そし

て各店舗の店頭に掲示し、お客様に投票していただきます。投票期間

を設け、最優秀賞などを決めます。グランプリを開催することで来街

のきっかけを作ります。そして、POPを活用して「かじわらMAP」を

作成します。作成したPOPを形に残すことで思い出を作り、また、ど

のようなお店があるかを一目で伝えることが出来ます。

POPグランプリで商店街へ集客し、情報発信ツールとしてお店の魅力

を詰めたかじわらMAPを作成することで、商店街が賑わい、地域との

関わりを強めます。

最優秀賞
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私達鈴木ゼミはマーケティングと消費者行動について研究を行い、知識

を深めています。学んできた知識を活用する場として今回のプロジェク

トにエントリーしました。チーム一丸となって全力で取り組み、私達の

提案で梶原銀座商店街の発展に貢献し、魅力を存分に発信していきま

す！よろしくお願いします。

東洋大学経営学部鈴木ゼミナール

チームAmaze

『梶原銀座商店街魅力発信プロジェクト』

現状と課題

観察調査から、梶原銀座商店街に来

街する親子が、買い物をせず、通り

過ぎてしまうことがわかりました。

次に商店主様へのインタビュー調査

から、新規イベントを行うにあたっ

て、高齢の店主様が多い事や、営業

時間が重なることでイベントの準備

に時間を割けられず、イベントを開

催する余裕がないことがわかりまし

た。

また新たなイベントとして行われた

『梶原deみちあそび』は、参加者約

100人と盛り上がるイベントであっ

たことがわかります。しかし梶原銀

座商店街で買い物をするという行為

には結び付きづらいと感じました。

アイデア概要

私達は、近隣の親子をターゲットに、梶原銀座商店街の魅力を知る

きっかけ・買い物するきっかけを作りだすために、『梶原deみちあそ

び』を兼ねた『梶原銀座商店街 子ども用品 とりかえっこ』を提案しま

す。

この事業は、開催日の一か月前から開催日までに梶原銀座商店街で500

円以上の買い物をした親子が、使わなくなった子ども用品を梶原銀座

商店街にリサイクルすると、事前に商店街付近の保育園・幼稚園・小

学校から回収した子ども用品から欲しいと思った子ども用品をリサイ

クルした点数だけ持ち帰ることができる仕組みのイベントとなってい

ます。

また子どもが退屈しないように『梶原銀座商店街 子ども用品 とりか

えっこ』を親御さんが楽しんだ後に、既存のイベントである『梶原de

みちあそび』のイベントに参加してもらうことで親子双方が楽しめる

ようにしています。

私達の提案は、親子が楽しく参加できることや、商店街が子育て支援

に取り組めること、低コストで継続的に行えるメリットがあります。

優秀賞
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成城大学内田ゼミ所属、トウキョウカプレです！私たちのゼミナール
では、金融、戦略、イノベーションなど幅広くの分野を学んでいます。
様々な角度からテーマを掘り下げ、積極的に商店街へ足を運び、地域
の皆様の声を伺いながら、地域に根差したより良いプレゼンテーショ
ンにできるよう三人で協力して頑張ります。

成城大学社会イノベーション学部内田ゼミナール

トウキョウカプレ

『おつかいのまち 「かじわら」』

敢闘賞
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現状と課題

私たちが初めて梶原銀座商店街に足を運ん
だ際に感じたことが、人通りと賑わいに欠
けているということでした。商店街という
と、店主と客同士がコミュニケーションを
取り合い、かなりアットホームな雰囲気の
中で買い物を楽しむことができる場所とい
う認識をしていました。

ただ、今回の梶原の商店街にはこの点をあ
まり感じることができず、ここを現状の核
となる課題と位置付けました。

また、区において子供の数が増えているの
にも関わらず、商店街にて彼らの姿をあま
り見受けることができず、ここも課題点の
一つとしました。

アイデア概要

今回私たちは、数々の聞き込みや店主ヒアリング、またまち
ゼミやイベント参加などを通して、子供の活力や元気さなど
が街を明るくするということに気づき、最終的には子供達が
安心しておつかいをすることができる、親も子供に安心して
子供におつかいを頼むことができるまちづくりを目指そうと
考えました。
そこで私たちは、「うまれる」「つながる」「ささえる」と
いう３つのステップを用意し、商店街と地域が継続的に関
わっていくことができるような施策を考案しました。
一つ目の「うまれる」は、そもそも子供の商店街に対する知
識や関心などがあまりないということに気づき、一つのイベ
ントを通してまず商店街を知ってもらい、店主との関わりを
通してお互いの関係性を生むということを目的としています。
二つ目の「つながる」に関しては、実際に子供達が店主と協
力して商店街ならではの商いを体験し、商店街について深く
学ぶと共に、店主との繋がりも強くしてもらうことが目的で
す。
最後の「ささえる」は、これらで生まれたつながりを、商店
街が地域をささえるという継続的な意味を込めての施策と
なっています。



普段は大学でしっかり勉強していますが、遊ぶときはとことん遊びます。
ハッピーでエンジョイな今を送っている、美男美女13人のチームです。

『梶原サードプレイス化計画』

東京成徳大学経営学部三枝ゼミナール

マイメンシニア特別賞
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現状と課題

梶原商店街は、かつては大いににぎわいを
見せていた。現在もイベントのときなどは、
人も集まり活気があるが、イベントのない
普段や夜は寂しい現状となっている。商店
街弱体化の理由は、周辺人口増がなく高齢
化が進んでいることやスーパーマーケッ
ト・ネット販売などとの競合が考えられる。
さらに、都市計画道路によるリニューアル
の困難性も想定される。

このような現状を乗り越え、商店街に元気
を取り戻すためには地域に愛着を持つ人た
ちが、主体的に考え活動する機運醸成が求
められる。

アイデア概要

梶原商店街の現状課題を解決するために、地域の人々が愛着
をはぐくみ、集まり、情報交流する場、すなわち商店街の
サードプレイス化を図ることが本提案の骨格である。
具体的には、サードプレイスの代表的「場」である、「カ
フェ」「居酒屋」を商店街の中に開き、更に「コワーキング
スペース」の新設も計画した。北区内には地域住民が集まり、
情報交流を促し、更には事業の拠点となる居酒屋やコワーキ
ングスペースの先進事例があるが、いずれも地域への愛着が
そのベースとなっている。
また、このような計画を実現するためには、その主体となる
組織体制が必要である。梶原商店街有志を中核にした、会社
組織として「ＫＴＰ（梶原サードプレイスプロジェクト 仮
称）」を設立し、さまざまな事業の主体となることや人材育
成に努めることもあわせて提案したものである。
本提案が実現されることにより、地域に愛着を持つ人々がう
まれ、育ち、活動を展開し、梶原の商店街に一層の活気が戻
ることが期待される。さらにそのような取り組みが広く情報
発信され、他の地域との連携まで発展することも期待される。

※特別賞受賞ゼミは、プレゼン発表順に紹介しています。
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私たちの学科では、経済を学び、得た知識によって政策提言を行う事を
通して日々学習しています。私たちの目標は優勝する事、そして実際に
私たちの政策提言を使用していただき、街を更に活気づけるお手伝いを
する事であります。個人ではない、チームでのプレゼンテーション
だからこそできる事を行います！

東洋大学経済学部澁澤ゼミナール

澁澤ゼミナール

『第三の居場所・梶原銀座商店街』

現状と課題

我々の考える現状は３つある。一つ目が商
店街の魅力を伝える機会が少ない。梶原銀
座商店街の大きな魅力の一つでもあった、
縁日などのイベントが現在行われていない。
2つ目が居座れる居場所がない。梶原銀座商
店街の大きな強みは地域住民との深い繋が
りであるが、従来のような地域住民の居場
所になりえていない課題があると考える。3
つ目は発信不足である。ホームページは稼
働しておらず、ＳＮＳ等の発信をしていな
い現状がある。

アイデア概要

我々の発表テーマは「第三の居場所・梶原銀座商店街」である。
縁日復活！商店街の魅力を発信する場を作るとともに居心地の
良い商店街にする。

［現状、梶原銀座商店街に必要な２つのもの］
1つ目、商店街の魅力を伝えられる機会。
2つ目、ここにいたいと思わせるような環境・
スペースづくり。

［プラン概要］
商店街の魅力を伝える（認知）→居場所と感じられ
るような商店街へ（定着）

［ターゲット]
地域住民、地域密着型の商店街へ

［認知・発信方法］
ポスター、チラシを使用し、周辺住民へ発信

［定着］
フリースペースの解放→コミュニケーションの場

特別賞



私たち山本ゼミは今年東洋大学に新設されたゼミナールです。
私たちのゼミナールでは、自主性、健全な批判精神を育てることを

モットーとして活動しています。このコンテストを通してそれらは

もちろん、問題発見能力の向上、そして北区の発展への貢献を

目指します。初めてのコンテストとなりますが精一杯頑張ります。

東洋大学経営学部山本聡ゼミナール

山本ゼミナール

『梶原地蔵七変化』

特別賞
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現状と課題

大手スーパーの参入や商店街店主の高齢化

などによる店舗数の減少、また、それに起

因する顧客の減少が課題となっている。こ

れらの二つのことから、イベントなども数

を減らしてしまっている。

さらに、私たちのチームではイメージ調査

アンケートを実施した際に、昼には閑散と

したイメージや古いというイメージがあり、

夜には怖い、暗いなどのイメージがある事

が分かった。

アイデア概要

上記の顧客の減少に着目し、顧客が減少する理由として、お得

意様の高齢化と若い世代の顧客が少ないことがあげられると考

えた。

そこで若い世代の顧客を増加させるために、親子にターゲット

を絞ったイベントを提案したい。

イベント内容は、梶原銀座商店街のお地蔵様の形の灯篭を季節

のイベントの装飾を施したものを参加者に手作りして頂き、夜

の商店街にそれらを並べる。また、並べた中に子育て地蔵とし

て、赤子を抱いているお地蔵様を探すゲームを行う。

このイベントは四季折々様々なイベントと絡めて行うことが出

来る点や、ゲームを通して商店街を回遊してもらう事ができる

点によって、若い親子世代が何度も商店街に足を運ぶきっかけ

となり、顧客の増加を見込めるのではないかと考える。
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