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１．計画の概要                      

１）商業活性化ビジョンとは 

『我孫子市商業活性化ビジョン』（以下、「ビジョン」という）は、平成１０年３月

に策定された、我孫子市の商業活性化施策の基本構想である。 

ビジョンでは、我孫子市商業の課題と商業振興の基本的な方向性を示すとともに、

挙げられた施策については、平成１０年度から平成１２年度までの実施項目を定めて

（商業活性化ビジョンの末尾にある「（２）我孫子市商業活性化への取り組み」）事業

を推進した。 

 

２）事業推進計画の目的 

策定後、５年を経過した時点で、ビジョン策定後の経済情勢の変化に伴い、市内商

業を取り巻く環境も大きく変化したことから、これに対応する取り組みを計画的に実

施するため、平成１５年度より計画期間を３年とする「事業推進計画」を策定するこ

ととなった。 

 

３）これまでの事業推進計画 

○第一期事業推進計画（計画期間：平成１５年度～平成１７年度） 

平成１５年３月策定。ビジョンに位置づけた施策・事業等をベースとし、ビジョン

策定後の環境変化に応じた事業・施策の追加等を行った。 

 

○第二期事業推進計画（計画期間：平成１８年度～平成２０年度） 

平成１８年３月策定。第一期事業推進計画の充実を図るものとし、基本的な方向性

は変えず、事業・施策の追加や内容の修正を行った。 
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○第三期事業推進計画（計画期間：平成２１年度～平成２３年度） 

平成２１年１０月策定。環境の変化に即した事業に集中的に取り組むため、必要性

と実効性を重視し、これまでの事業の中から集中的に取り組むものを選択し、これに

新たに取り組むべき事業を追加した、重点集中型の計画とした。 

 

○第四期事業推進計画（計画期間：平成２４年度～平成２６年度） 

平成２４年８月策定。環境の変化に即した事業への集中的な取り組み、必要性と実

効性の重視といった重点集中型の第三期事業推進計画で位置づけられた事業の充実を

図るとともに、商業活性化におけるＩＴの活用事業を加えた。 

 

○第五期事業推進計画（計画期間：平成２７年度～平成２９年度） 

平成２７年４月策定。第四期事業推進計画で位置づけられた事業の充実を図るとと

もに、新たな商店と消費者とのつながりづくりのしかけとしてまちゼミの取り組みを

加えた。 
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２．第六期事業推進計画                  

１）第六期事業推進計画について 

第六期事業推進計画では、これまでの取り組み実績とその効果を踏まえて、基本的

な方向性は継承しながらも、計画期間中には東京オリンピック・パラリンピックが開

催されることでスポーツ人口や観光客の増加が見込まれることに配慮し、比較的新し

い取り組みで効果が高い事業の充実を図るものとする。 

今期の事業推進計画については、これまでの計画期間とは異なり、平成３０年度か

ら平成３３年度の４年間とする。これは、現在の総合計画(基本構想・基本計画)の計

画期間が平成３３年度までとされており、この計画期間に合わせることで、次の商業

活性策の展開においては、次期総合計画の考え方に合わせて、推進することがより効

果的であることから、計画終了年次を合わせるものである。また、次の商業活性化策

の総合的な見直しに向けて、完了時には効果測定などによる最終的な検証を行う。 

 

２）第六期事業推進計画における重点課題 

第四期事業推進計画及び第五期事業推進計画で取り組んできた４つの重点課題を継

承し、計画期間中に集中的に取り組む事業の選択・新規追加を行った。 

 

【１】消費者と商業者の交流の促進 

【２】他分野と商業の結びつきの強化（農業・自然・食・観光・ｽﾎﾟｰﾂ・産官学など） 

【３】情報発信の強化 
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３）第六期事業推進計画における取り組み 

 

【１】消費者と商業者の交流の促進 

「消費者と商業者の交流促進」においては、次の取り組みを行うものとする。 

１－１ 消費者に店舗を知ってもらう取り組み 

１－２ 消費者の来店を促す取り組み 

１－３ 商店街活性化の取り組み 

 

 

【２】他分野と商業の結びつきの強化（農業・自然・食・観光・スポーツ・産官学・

イベントなど） 

「他分野と商業の結びつきの強化」においては、次の取り組みを行うものとする。 

２－１ 農業や観光、スポーツなどと商業の連携 

２－２ 大学や企業、市民団体などと商業の連携 

２－３ 多様なイベントと商業の連携 

２－４ 地域の名物と商業の連携 

 

 

【３】情報発信の強化 

「情報発信の強化」においては、次の取り組みを行うものとする。 

３－１ 多様な媒体による情報発信の充実 

３－２ 情報発信技術の向上 
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４）第六期事業推進計画における取り組みの内容 

【１】消費者と商業者の交流の促進 

１－１ 

事業名 消費者に店舗を知ってもらう取り組み 

事業内容 

得する街のゼミナールを略して〝まちゼミ〟など

を中心に、消費者に店舗を知ってもらう取り組みを実

施する。まちゼミは、商店街のお店が講師となり、プ

ロならではの専門的な知識や情報、コツを無料で受講

者（お客様）にお伝えする少人数制のゼミを開催する

ものである。お店や店主の存在・特徴を知ってもらう

とともに、お店と消費者とのコミュミケーションの促

進を図る。 

事業年次 

H30(2018) H31(2019) H32(2020) H33(2021) 

    

事業主体 ◎商店会 ○個店 ○商工会 △市 

指標 まちゼミの年間参加者数（１回分） 

現況値→目標値 １５６人（H29（2017））→ １８０人（H33(2021)） 

これまでの実績

と今後の推進の

ポイント 

平成２８年度に第１回のまちゼミを天王台地区で

実施し、平成２９年度には第２回、第３回と２回を実

施したことで一定の効果があった。これらの実績を踏

まえ、参加の少ない飲食店系の店舗の参加を増やし、

消費者への効率的なＰＲ方法を見出していくことに

より、まちゼミの浸透と店

舗を知ってもらえるよい

機会として充実させてい

く必要がある。 
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１－２ 

事業名 消費者の来店を促す取り組み 

事業内容 

おまつりサミット（各おまつりの代表によって構成

された組織）によるおまつりスタンプラリーなどを中

心に、消費者に実店舗への来店を促す取り組みを実施

する。市内で開催される９つのおまつり（布佐新緑ま

つり、ほくほく北まつり、天王台ふれあい夏祭り、あ

びこカッパまつり、天王台地区市民まつり、ほくほく

サンバ、我孫子地区市民まつり、産業まつり、布佐も

みじまつり）でスタンプラリーを行い、抽選で当選し

た方は賞品を提供してくれた店舗へ受け取りに行く

ことで、来店促進と地域間交流を図る。 

事業年次 

H30(2018) H31(2019) H32(2020) H33(2021) 

    

事業主体 ◎商店会 ○個店 ○商工会 △市 

指標 おまつりスタンプラリーの年間参加者数 

現況値→目標値 ３０２人（H29（2017））→ ３５０人（H33(2021)） 

これまでの実績

と今後の推進の

ポイント 

平成２４年度から毎年実施しており、参加者は増加

傾向にあるため、工夫を加えて増加をめざす。また、

サミットは各おまつり間の情報交換の機会にもなっ

ており有効に機能しているので、継続、充実させてい

く必要がある。 
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１－３ 

事業名 商店街活性化の取り組み 

事業内容 

商店街活性化の取り組みとして、商店街のにぎわい

創出やまちの荒廃防止のため、空き店舗対策などに取

り組む。特に、集客及びイメージアップに有効な事業

者や新たに創業する事業者が空き店舗などを利用し

て出店する際に、店舗改装費や店舗賃借料の補助を行

い、消費者が商店街を利用する機会の拡大につなげ

る。利用者には商工会への入会を義務づけ、組織力強

化や事業者への支援にもつなげていく。 

事業年次 

H30(2018) H31(2019) H32(2020) H33(2021) 

    

事業主体 ◎市 ○商工会 ○個店 △商店会 

指標 空き店舗補助金申請者数 

現況値→目標値 ５７件（累計）（H29（2017））→ ８１件（H33(2021)） 

これまでの実績

と今後の推進の

ポイント 

空き店舗対策として、補助金が平成２３年度から開

始され、これまでに２回、要綱改正を行った。改正内

容は、改装費の補助を新たに追加したこと及び我孫子

駅前の一部を除き、エリアを拡大したことである。こ

れまでに延べ５８件の空き店舗が解消された一方、中

には継続できずに閉店している事業者もいることか

ら、空き店舗対策の在り

方を見直すことも視野

に入れ、商店街全体の活

性化を進める。 
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【２】他分野と商業の結びつきの強化 

（農業・自然・食・観光・スポーツ・産官学・イベントなど） 

２－１ 

事業名 農業や観光、スポーツなどと商業の連携 

事業内容 

商業の新たな展開を図る取り組みとして、農業や観

光、スポーツなどにおける商業的なかかわりを持って

いく。農業においては、農業拠点施設での市内商業者

出荷数を増やす工夫や景観作物などを活用した取り

組み、観光においては、観光客をターゲットにした着

地型旅行商品、スポーツにおいては、カヌーやヨット

などとのかかわりなどを検討する。 

事業年次 

H30(2018) H31(2019) H32(2020) H33(2021) 

    

事業主体 ◎商店会 ○個店 ○商工会 △市 

指標 取り組みの数 

現況値→目標値 １（H29（2017））→ ５（H33(2021)） 

これまでの実績

と今後の推進の

ポイント 

現在、手賀沼観光に来訪する観光客をターゲットに

船とランチなどをセットにしたツアーが取り組まれ、

人気が出てきている。また、農業者と商業者と観光業

者で新たな着地型旅行商品を考えることにより、地域

の活性化にもつながる。 
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２－２ 

事業名 市内の学校や企業、市民団体などと商業の連携 

事業内容 

大学や企業、市民団体などの持つ新しいアイディア

やスキルを商業展開に活用することにより、商業の活

性化と我孫子ならではの魅力ある商品の開発などに

つなげる。 

市内の学校とコラボレーションをしてふるさと産

品の開発を行ったり、研究施設や市民団体と連携をし

て事業展開を図ったりするなどの取り組みを行う。 

事業年次 

H30(2018) H31(2019) H32(2020) H33(2021) 

    

事業主体 ◎商店会 ○個店 ○商工会 △市 

指標 異なる組織による共同開発などの件数 

現況値→目標値 １件（H29（2017））→ ５件（H33(2021)） 

これまでの実績

と今後の推進の

ポイント 

我孫子市ふるさと産品のひとつでもある白樺派のカ

レーでは、市内大学とのコラボレーションにより新商

品を開発した。異なる組織同士の協働に結びつくよう

な異業種間での交流やきっかけづくりなどが必要で

ある。 
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２－３ 

事業名 多様なイベントと商業の連携 

事業内容 

市内の商業者が多様なイベントと連携することに

よって商業の活性化につなげるため、市内で行われる

多様なイベントにおいて、商業者の出店可能な環境整

備や出店促進を行っていく。手賀沼花火大会やおまつ

りサミットに参加しているまつり、Enjoy 手賀沼！、

手賀沼チームランなどでの市内商業者出店の拡充や、

エコマラソンやＪＢＦ、桜おもてなしキャンペーンな

どでの出店やクーポン制度の拡充、あびわんグランプ

リ（Ｂ級グルメイベント）のような新たなイベントで

の商業展開などを進める。 

事業年次 

H30(2018) H31(2019) H32(2020) H33(2021) 

    

事業主体 ◎個店 ○商工会 〇市 ○商店会 

指標 市内商業者が出店できるイベントの数 

現況値→目標値 16回※（H29（2017））→ 20回（H33(2021)） 

これまでの実績

と今後の推進の

ポイント 

手賀沼花火大会ではそれまで一般的に出ていた露

天商の出店をやめ、市内商業者による出店に切り替え

てからその方式も軌道に乗っている。また、そのほか

の市内のおまつりなどでは市内商業者の出店は定着

している。今後、桜キャン

ペーンなど新たなイベン

トにおいて出店環境など

を整えていく必要がある。 

※手賀沼花火大会、スタンプラリー参加おまつり９、Enjoy手賀沼！、手賀沼チームラン、エコマラソン、ＪＢＦ、桜おもてなしキャンペーン、あびわんグランプリ  
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２－４ 

事業名 地域の名物と商業の連携 

事業内容 

地域の名物を活用して商業の活性化を図るため、市

のマスコットキャラクター手賀沼のうなきちさんを

はじめとする我孫子市のキャラクターを商業展開す

る取り組みや、ふるさと産品の育成、普及を推進する

取り組みを行う。 

手賀沼のうなきちさんやふさだだしお、あびかちゃ

ん、天ちゃんなどのキャラクターを商店会のイベント

などで活用したり、商品開発のモチーフとして取り入

れたりしてもらえるよう促していく。 

事業年次 

H30(2018) H31(2019) H32(2020) H33(2021) 

    

事業主体 ◎個店 ◎商工会 ◎商店会 ◎市 

指標 ふるさと産品の数 

現況値→目標値 25品（H29（2017））→ 30品（H33(2021)） 

これまでの実績

と今後の推進の

ポイント 

市の各種キャラクターをモチーフにした商品は、こ

れまで食べ物やグッズなど多数開発されている。ま

た、ふるさと産品も市内商業者の心を込めた逸品が

徐々に増加している。各キャラクターの着ぐるみを活

用して、市内イベントでキャラクターの普及も図られ

ている。 
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【３】情報発信の強化 

３－１ 

事業名 多様な媒体による情報発信の充実 

事業内容 

市内店舗や商業者の情報、商業にかかわるイベント

の情報、市内商業の魅力や特色の情報などをアナロ

グ、デジタルを問わず、多様な媒体を活用して発信を

行う。広報あびこやガイドマップ、市のホームページ、

フェイスブックやツイッターをはじめ、あびこインフ

ォメーションセンターやその広報紙、動画配信、商工

会のホームページやフェイスブック、各商店会や事業

者のホームページやブログなどで、随時更新を図り、

タイムリーな情報提供ができるようにする。 

事業年次 

H30(2018) H31(2019) H32(2020) H33(2021) 

    

事業主体 ◎市 ◎商工会 ◎商店会 ○個店 

指標 インフォメーションセンターＨＰのアクセス数 

現況値→目標値 93,579回（H29（2017））→ 114,000回（H33(2021)） 

これまでの実績

と今後の推進の

ポイント 

これまで市のホームページや広報あびこ、フェイス

ブックやツイッターなどアビシルベやアビプレ、アビ

ストリームなど、情報発信のチャンネルも増え、拡充

されてきている。今後は、商工会や商店会の情報の発

信のさらなる充実や、個店においてはばらつきがある

情報発信において、より時代

に合わせた手法を選択できる

ようにしていく必要がある。 
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３－２ 

事業名 情報発信技術の向上 

事業内容 

情報発信力を高めるため、現在では欠かせないイン

ターネットによる発信技術を向上させるＩＴスキル

アップセミナーやＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキ

ング・サービス：「フェイスブック、ツイッター、ライ

ン、インスタグラム」）などを活用するための講習会を

実施する。 

事業年次 

H30(2018) H31(2019) H32(2020) H33(2021) 

    

事業主体 ◎商工会 〇商店会 ○個店 △市 

指標 ＩＴに関する講習会の年間参加者数 

現況値→目標値 22人（H29（2017））→ 30人（H33(2021)） 

これまでの実績

と今後の推進の

ポイント 

これまで、「ＳＮＳ等を活用した販売促進セミナー」

などを開催してきた。ＳＮＳ等を活用したビジネスに

おいては、消費者の消費行動の変化が顕著になって来

ており、小売業・サービス業者の関心も、日増しに高

くなってきいることから、受講者数も増加傾向にあ

る。時代に沿ったスキルアップにつながる取り組みを

行っていく必要がある。 
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３．資料                         

１）商業活性化ビジョン推進協議会規約 

 

（名称） 

第１条 この会は、我孫子市商業活性化ビジョン推進協議会（以下「協議会」とい

う。）と称する。 

（目的） 

第２条 協議会は、我孫子市商業活性化ビジョン（平成１０年３月策定。以下「ビ

ジョン」という。）の推進を図り、我孫子市の商業活性化に資することを目的とする。 

（事業） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（１）ビジョン推進のための全体事業計画の作成 

（２）ビジョン各施策の実施団体との連絡調整 

（３）ビジョンの各施策の進行管理 

（４）その他協議会の目的達成に必要な事業 

（組織） 

第４条 協議会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。 

（役員） 

第５条 協議会に会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長には我孫子市長を、副会長には我孫子市商工会長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

（会議） 

第６条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長がその職を代理する。 

３ 協議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め意見又は説

明を聴くことができる。 
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（商業活性化ビジョン推進委員会） 

第７条 ビジョンを推進するため協議会に商業活性化ビジョン推進委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 

（任務） 

第８条 委員会の任務は、次のとおりとする。 

（１） ビジョン推進に関すること。 

（２） ビジョン推進に関し必要な調査研究に関すること。 

（３） 協議会への報告に関すること。 

（委員会の組織） 

第９条 委員会は、委員２０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、商業者のうちから会長が委嘱する。ただし、会長が特に必要があると

認めるときは、商業者以外の者を委員とすることができる。 

（任期） 

第１０条 任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

（委員長及び副委員長） 

第１１条 委員会に委員長及び副委員長２人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その

職務を代理する。 

（委員会の会議） 

第１２条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員会の議長となる。 

２ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見又は説

明を聴くことができる 

（部会） 
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第１３条 委員会は、必要があると認めたときは、委員会に部会を置くことができ

る。 

（事務局） 

第１４条 協議会の事務局は、我孫子市商工観光担当課に置く。 

 

附 則  この規約は、平成１１年７月９日から施行する。 

この規約は、平成１３年１月１９日から施行する。（第 7条の商業活性化ビジョン推

進委員会の設置のための改正） 

この規約は、平成２１年８月２５日から施行する。 

 

別表（第４条関係） 

我  孫  子  市  我孫子市商工会  

我孫子市長  

我孫子市副市長  

我孫子市企画財政部長  

我孫子市環境経済部長  

我孫子市商工会長  

我孫子市商工会副会長  

我孫子市商工会副会長  

我孫子市商工会理事（１名） 
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２）商業活性化ビジョン推進委員会 委員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）商業活性化ビジョン 沿革 

平成１０（１９９８）年３月：我孫子市商業活性ビジョン策定 

平成１０（１９９８）年４月：（２）我孫子市商業活性化への取り組みの推進 

平成１５（２００３）年  ：第一期事業推進計画 

平成１８（２００６）年  ：第二期事業推進計画 

平成２１（２００９）年  ：第三期事業推進計画 

平成２４（２０１２）年  ：第四期事業推進計画 

平成２７（２０１５）年  ：第五期事業推進計画 

平成３０（２０１８）年  ：第六期事業推進計画 

地 区 名 氏 名 

我孫子地区 
佐藤 繁子 

村越 孝一 

天王台地区 
秋田 勇司 

金井 義昌 

湖北地区 
上村 隆 

植田 晃弘 

布佐地区 
松島 繁幸 

村田 邦雄 

我孫子市商工会 
及川 泰雄 

平野 浩二 


