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ひまわり商店街の概要

薬品 賃貸業 文化教室

洋品 和服 手芸 靴 和菓子 肉類 酒類 雑貨（卸） 金物 印章 書店 調剤薬局 食堂 料亭 スナック 金融 寺院 葬祭 家屋賃貸 パソコン教室 内科 歯科
1店舗 2店舗 1店舗 1店舗 1店舗 1店舗 1店舗 1店舗 1店舗 1店舗 1店舗 3店舗 2店舗(+1) 1店舗 2店舗(+1) 1店舗 1店舗 1店舗 2店舗 1店舗 1店舗 1店舗

3店舗 2店舗 1店舗 28店舗

合計

5店舗(+2) 3店舗 2店舗

衣料品・見回品 食料品・飲料品 家庭用品 事務用品・書籍 飲食店 サービス 医院

5店舗 3店舗 2店舗 2店舗

１. 商店街組合の構成

２. 商店街の概要及び周辺環境

（商店街組合員図）
（正会員１７名　賛助会員１１名）

・豊田市中心市街地の商業集積戦略エリアに位置づけられている。
・商店街の西南地域には大型商業、マンション、行政、駅など中心部に必要な施設が網羅されている。
・商店街の西区域には、豊田市駅前通り北地区市街地整備事業（北街区）が計画されている。
・商店街を通る都市計画道路「竹生線」は『まち交大賞受賞』を受賞し、
　平成２１年 3月、電線地中化、バリアフリー化の整備がされた。

商店街組合の現状　第１期商店街活性化計画（Ｈ２０年）から現在（Ｈ２３年３月）までの推移

　●組合員数が２店舗増加した
　　　家屋賃貸の一部に飲食店が増えた
　　　既存の飲食店が商店街に参加した
　　　※持ち家の商店を正会員、賃貸の商店及び寺院、医院を賛助会員とした
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第１期商店街活性化計画について

Ⅰ　老舗専門店づくり、商店主の専門性アップのための勉強会

Ⅱ　三日祭など定期的な催事の開催

Ⅲ　商店街らしい景観づくり　あかるい商店街づくり
　①街路灯の建替え　　平成２１年３月
　　竹生線のリニューアルセミバリアフリーに合わせ
　　3.5mmの LED 街路灯設置（約 150m間に１６基）

②花飾り活動
　舗道に大型フラワーポット２２基を新設
　（年３～４回の植え替え）

③安全パトロールの実施
　商店街理事会終了後
　（毎月第３水曜日２１：３０頃より）

Ⅳ　買物バスへの積極的参加
買物バス利用者への特典をする（まちづくり１００円バック期間中）

浄久寺 35年ぶり本尊御開帳　平成２２年１０月３日　参拝者へのおまんじゅう等のおもてなし

Ⅴ　地元プロスポーツクラブの活用
グランパス試合時に商店街を盛り上げる（フラッグやポスター掲示）

Ⅵ　空店舗の活用方法の検討
常時の空店舗がない

・・・　実施済・継続 ・・・　検討 ・・・　実施なし

-２-

　④統一の置き看板の設置を検討
　　費用等を考慮し、検討を重ねた結果、
　　今回は見送る事にした。

⑤AED
　検討を重ねた結果、「耐久性 /設置場所」を
　考慮し、我々よりも三区会館の方が設置に
　向いてると判断した。

Ⅶ　他商店街との連携や地域イベントの参画
　①ふれ愛フェスタの実施（通年）
　　コーヒー・わたがし等のふるまい。
　　マジック・昔ながらの遊びを演出
　　（ベーゴマ・紙飛行機とばし等）

②おいでんまつりの参画（通年）
　横断幕の設置
　つくねや飲み物の販売（全組合員協力）

③一番街・駅東合同年末大売り出しの実施（通年）
　

第 1期商店街活性化計画事業の成果（基本方針：人に愛される安全安心な専門店街を目指します）

①一店逸品運動へ積極的に参加する【継続】
　　平成２０年・・・４店参加　　
　　平成２１年・・・４店参加　
　　平成２２年・・・３店参加

②異業種交流
　　・他地域との商店街との情報交換

　　・商工会議所等　まちづくり講演会の参加

⑤世代を超えたコミュニケーションの活発化
　　・区の事業に積極的に参加

　　・消防団活動や祭礼活動に参加

④ひまわり研究会　　
　・独立行政法人　中小企業基盤整備機構
　　商業活性化アドバイザー　派遣事業
　　経営・ＩＴコンサルタント　玉井昭彦氏
　　商店街の学習会「電子マネーとは」
　　平成 22 年 9月 16 日　19:00 ～ 22:00

　・パソコン勉強会　
　　平成 21年10 月～
　　　　　平成 22 年2月（計12 回）

③業態転換・経営革新・品揃えの見直しの検討　
　　休業中の店に飲食店を誘致した

　　クレジットカード使用可能の店舗を増設した

⑥まちかど博物館の実施
　・平成２１年３月～（継続）

　・現在８店舗　順次要請

三日祭などの定期的催事の開催　長崎屋跡地の解体が出来なかった為に、実施不可能だった。

数値目標

組合員を維持する　２６店　⇒　２８店
一店逸品運動参加店　６店　⇒　３．６店
一店逸品運動への参加店の数は減少したが、一店逸品運動全体に対して、

ひまわり商店街の占める参加比率は上がった。

（３カ年平均）



ひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひ

いつも明るく元気なまち。いつも明るく元気なまち。

第１期商店街活性化計画の成果を踏まえ現状の課題

・魅力ある商店づくり
　　専門店としての品揃え、商品知識をもつ
　　一店だけでなく、すべての店が輝く商品づくり、商品さがしをする。
　　何でも相談できる商店として、集客を増やし、売上の向上に努める。
・おいでんバス　停留所の誘致
・来街者の視点に立った、街の景観の変化を考える
・店舗同士（ひまわり商店街内外問わず）での、お客様の要望へ応える為の連携

消費者購入行動の変化により
集客が伸び悩んでいる

消費者購入行動の変化により
集客が伸び悩んでいる

店舗の老朽化
事業者の高齢化
後継者不足

店舗の老朽化
事業者の高齢化
後継者不足

老舗商店街を活かした
ＰＲ活動の不足
認知度不足

老舗商店街を活かした
ＰＲ活動の不足
認知度不足

空店舗の解消空店舗の解消 北街区再開発による
環境の変化への対応
北街区再開発による
環境の変化への対応

現状の課題への対応策

課題

対応策

-３-
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第２期商店街活性化計画について

第２期商店街活性化計画の基本方針 （基本方針：人に愛される安心安全な専門店街を目指します（１期計画を引き続く））

数値目標

基本コンセプト

ひまわり商店街は、老舗専門商店としてだけでなく、豊田市のコンシェルジュ（案内人）の役目をになう商店街を目指す。
専門店としての商品知識だけでなく、気がるに何でも聞いて寄って頂ける商店街をＰＲする。

・２期活性化計画は、１期計画の成果を維持継続し、さらに発展させる事業計画とする

① 来街者増加　  老舗商店として安心して、信頼関係に基づいた商売を行い、時代に流されず、その人に最も適した商品・情報を提供します。

② 安心安全　　  人と人との会話の多い、賑やかで心豊かな明るい商店を目指します

③ 販売促進　　  ホームページをより有効活用し、情報の提供や、勉強会などによる個店の魅力向上により、販売の促進に繋げます

・平日の歩行者を１０％増やす 876 人 → 960 人  （豊田市歩行者通行量調査による）

・まちかど博物館の参加店舗数を増やす ８店舗 → １４店舗

-４-

(H22)

(H22)

(H25)

(H25)
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第２期商店街活性化　基本計画 /取組内容

-５-

来街者増加来街者増加 安心安全安心安全
【第一期継続のもの】
　・まちかど博物館の実施 ------------------ H23~H25
　　現８店舗をさらに充実させる
　・商店街ホームページの充実・強化----------- 通年

　・豊田おいでんまつり ----------------------毎年７月

　・ふれ愛フェスタ ----------------------------毎年５月

　・打ち水大作戦------------------------------  毎年８月

　・その他イベントへの参画 -------------------- 通年

【第二期新規事業】
　・シャッターアートの検討・実施 --------- H23~H25

　・街のコンシェルジュとしての活用ＰＲ--------- 通年

【第一期継続のもの】
　・安全パトロールの実施 ------------毎月第３水曜日

　・花飾り活動の実施 --------------- 毎年３回植え替え

【第二期新規事業】
　・学区タイアップ事業

　・声かけ運動の実践 ---------------------- 毎月１０日

　　（年４回交通安全週間含む）

　

【第一期継続のもの】
　・ひまわり研究会の実施（勉強会）------毎年１回

　・年末大売り出し ------------------------- 毎年１２月

　・１店逸品運動への参画 ----------------------- 通年

　・空店舗対策事業 -------------------------------- 通年

【第二期新規事業】
　・まちゼミの参画検討 -------------------------- 通年

　・視察研修-------------------------------------毎年１回

販売促進販売促進

各種団体と協議し、効率的なシャッターアートにする

豊田市で分からない事や、知らない事を誰にでも気軽に
声をかけて頂き、案内する。

消費者に参加意欲が出るような講習会等を企画する

活気のある商店街や街を視察し、今後の一助とする。



ひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひ

いつも明るく元気なまち。いつも明るく元気なまち。

推進体制

ひまわり通り商店街（振）理事会（平成２３年度）

連絡・協力

計画推進のための企画担当（平成２３年度）

佐々木　希

川澄　迪男

三区自治区
豊田商工会議所
豊田市商店街連盟
挙母ブロック
豊田まちづくり（株）

-６-

役職 氏名 屋号

理事長 佐々木　希 一心堂
川澄　迪男 十一屋雑貨店
林　立人 御菓子司　川村屋

坂野　正康 さかの葬祭センター

二宮　一盛 山盛酒店
内藤　光宣 ナイトウ薬局
中神 浩喜 ワシントン
伊藤　譲一 柏屋洋品店

会計 伊藤　圭 柏屋呉服店

監査
鳥居　育也 喜多善

理事

副理事長

【担当】林・内藤・伊藤（圭） 【担当】坂野・中神・鳥居 【担当】二宮・伊藤（譲）
　・まちかど博物館の実施
　　現８店舗をさらに充実させる
　・ホームページの充実・強化
　・豊田おいでんまつり、ふれ愛フェスタ
　　打ち水大作戦　その他イベントの参画
　・シャッターアート

　・安全パトロールの実施
　・花飾り活動の実施（年３回植え替え）
　・声かけ運動の実施
　

　・ひまわり研究会の実施（勉強会）
　・年末大売り出し
　・まちゼミの参画検討
　・視察研修



地域密着

統一感
商商店街活性化計画
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協議記録

-７-

第２回　商店街３カ年活性化計画話し合いのマインドマップ

商店街３カ年活性化計画　2011年～2013年
消費者動向の変化が一気に加速されたのではないか？
・新しく求められている要求にいち早く対応
・長く続いている場所を参考に、専門店の魅力を
・新規の顧客も少しずつ増やす
・隣の店の情報をお互いに知る工夫
・偶然・意外の魅力

（平成２２年１２月２０日）



1-19話話し合い
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第３回　商店街３カ年活性化計画話し合いのマインドマップ
（平成２３年１月１９日）



1月月24日
ひまわり

商店街話

合
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第４回　商店街３カ年活性化計画話し合いのマインドマップ
（平成２２年１月２４日）
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活動記録

■第一回　12月 15 日水曜日　20時～ 22 時　パソコン教室みんと

　【内容】策定スケジュールの確認　
　　　　 新活性化計画で新規の取組について

　【出席】佐々木、川澄、坂野、二宮、内藤、伊藤、林、川添

■第二回　12月 20 日月曜日　20時～ 22 時　思考塾 oneself

　【内容】今後の進め方についてイメージ合わせ
　　　　（「マインドマップ」を活用し、新活性化計画を策定）

　【出席】佐々木、川澄、坂野、伊藤、林、川添

■第三回　1月 19 日水曜日　20時～ 22 時　パソコン教室みんと

　【内容】現行活性化計画の実績評価、変更点の確認

　【出席】佐々木、川澄、坂野、二宮、内藤、伊藤、林、川添

■第四回　1月 24 日月曜日　20時～ 22 時　思考塾 oneself

　【内容】老舗商店街に対しての要望

　【出席】佐々木、川澄、坂野、伊藤、川添、

　　　　（商工会議所より）鈴木、早川

■第五回　2月 7日月曜日　20時～ 22 時　パソコン教室みんと
　【内容】新活性化計画の策定（取組「シャッターの活用」など）
　【出席】佐々木、川澄、坂野、林、川添
　　　　（商工会議所より）鈴木、早川

■第六回　2月 16 日水曜日　20時～ 22 時　パソコン教室みんと
　【内容】次期「ひまわり通り商店街」役員について　
　　　　　新活性化計画の策定
　【出席】佐々木、川澄、坂野、二宮、内藤、伊藤、林、川添
　　　　（商工会議所より）鈴木、早川

■第七回　2月 21 日月曜日　20時～ 22 時　思考塾 oneself
　【内容】新活性化計画の手直し
　【出席】佐々木、川澄、坂野、伊藤、川添、
　　　　（商工会議所より）鈴木

■第八回　３月７日月曜日　20時～ 22 時　パソコン教室みんと
　【内容】新活性化計画の手直し
　【出席】佐々木、川澄、伊藤、林、川添、
　　　　（商工会議所より）鈴木

■第九回　３月１６日月曜日　20時～ 22 時　パソコン教室みんと
　【内容】新活性化計画の手直し
　【出席】佐々木、川澄、坂野、伊藤、川添、
　　　　（商工会議所より）鈴木
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