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記者配布資料 
大阪経済記者クラブ会員各位 

「商店街・賑わいプロジェクト」事業 

 「大阪・秋の１００円商店街月間」 

「第２回みこし活
かっ

祭
さい

１００円商店街」の開催について 
～商店街が地域の小学校と連携。店舗で小学生が販売体験！～ 

 
    【お問合せ先】大阪商工会議所 中小企業振興部 

流通担当（松澤・堤） 

Tel：０６－６９４４－６４４０ 

  ２７日および開催当日：０９０-８７５２-６３９５ 

 

 
○大阪商工会議所 流通活性化委員会（委員長：山本博史・㈱小倉屋山本社長）は、 
１０月２９日（金）・３０日（土）にみこし活祭連合会（委員長：松本賢一・生野本通

商店街振興組合理事長）と共催で、「第２回みこし活祭１００円商店街」を開催する。 
 
○みこし活祭連合会は、生野区の隣接する６商店街（生野本通商店街振興組合、栄通商
店街、生野本通中央商店街振興組合、生野本通センター商店街振興組合、ベルロード

中銀座商店会、生野銀座商店街振興組合）からなる組織で、５月２８・２９日に第１
回の１００円商店街を開催した。今回の１００円商店街では、「地域とのコミュニケー

ション（連携）」をテーマに、新たに地元小学校やＰＴＡなど各種団体が参加、小学生
の販売体験や１００円商店街への出店を行う。 

 

○「１００円商店街」は、商店街の各店が選り抜きの１００円商品を用意することに

より商店街全体をひとつの１００円ショップに見立てる商店街活性化事業で、平成

１６年に山形県新庄市の新庄南本町商店街でスタートし、これまでに全国約４０ヵ

所以上で実施されている。本所では、「商店街・賑わいプロジェクト」の一環として、

「１００円商店街」の普及・推進に取り組んでおり、開催を希望する商店街との共

催で、４月から８月にかけ、大阪市内６地域１１商店街（実数）、９地域１４商店街

（のべ）で開催してきた。 
 
○また、開催を希望する商店街が急増したことから、「大阪・秋の１００円商店街月間」

として、９月２５日～１１月２７日の１０週間連続で、「１００円商店街」を大阪市

内商店街で開催中。その結果、今年１１月末時点で、本所が大阪市内商店街と実施

する「１００円商店街」は、１５地域３６商店街（実数）、２４地域５０商店街（の

べ）となる見込み（今年４～１１月末まで、開催予定含む）。 

 
 

添付資料：「第２回みこし活祭１００円商店街」の実施概要について（資料１） 
「第２回みこし活祭１００円商店街」（１０月２９・３０日開催）のＰＲちらし 

「大阪・秋の１００円商店街月間について」（資料２） 



           
 
 「商店街・賑わいプロジェクト」事業 

「大阪・秋の１００円商店街月間」 

「第２回みこし活
かっ

祭
さい

１００円商店街」の実施概要について  
 

大阪商工会議所 流通活性化委員会 
１．趣 旨：  

大阪商工会議所 流通活性化委員会（委員長：山本博史・㈱小倉屋山本社長）は、 
「大阪・秋の１００円商店街月間」の一環として、みこし活祭連合会（生野区の隣接する

６商店街で構成：生野本通商店街振興組合、栄通商店街、生野本通中央商店街振興組合、

生野本通センター商店街振興組合、ベルロード中銀座商店会、生野銀座商店街振興組合）

との共催により、「第２回みこし活祭１００円商店街」を１９０店舗の参加のもと１０月

２９日（金）・３０日（土）に開催する。 
 

２．名 称： 「第２回みこし活祭１００円商店街」 
 
３．構 成： （主催）大阪商工会議所、みこし活祭連合会（生野本通商店街振興組合、 

栄通商店街、生野本通中央商店街振興組合、生野本通センター商店街 
振興組合、ベルロード中銀座商店会、生野銀座商店街振興組合） 

 
４．日 時： 平成２２年１０月２９日（金）・３０日（土）午前１０時～午後５時 
       ※一部店舗は時間が異なる場合あり。また、１００円商品が売り切れた店舗は随時終了。 
 
５．参加店舗： 参加店舗総数１９０店舗（生野本通商店街（振）６３、栄通商店街 １０、 

生野本通中央商店街（振）３０、生野本通センター商店街（振）２１、 

ベルロード中銀座商店会 １７、生野銀座商店街（振）３７、その他 １２） 

※総店舗数(２２７店)の７８%の店舗が参加。 

※具体的な店舗名や商品については添付ちらし参照。 
 
６．今回の１００円商店街の特徴 

  地域の小学校や各種団体と連携し、当日６商店街内の各所で、小学生販売体験や各種団

体の出店を行う。 

【販売体験】 

西生野小学校 参加内容( 授業の一環で５年生児童２０人が、生野本通商店街の店で販売体験をする。 

各店２人×１０店舗、２９日金曜日の午前１０時から約１時間予定  )  

【出店による参加】 

(1)西生野小学校ＰＴＡ 参加内容(スーパーボールすくい) ちらし番号１５ 

(2)西生野小学校ＰＴＡＯＢ会（親友会） 参加内容(千本くじ) ちらし番号１４ 

(3)生野小学校ＰＴＡ 参加内容( 野菜・お菓子販売、バザーの３店舗で子どもと共に販売予定。)  

              ちらし番号１２６ 

(4)ガールスカウト１１４団 参加内容（たません） ３０日（土）のみ。ちらし番号６２ 

 

 

      

資料１ 

平成２２年１０月２７日 



  (5)エル・チャレンジ( 大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合) 

    出店者 出店日、場所  出店内容 (目玉商品) 

①ワークステーション大正 両日とも。番号１５０ クッキーとパウンドケーキ全品 100円 

②そらまめ作業所 両日とも。番号８５ 手造りパン 全品 100円 

③ねぎぼうず 両日とも。番号１９ 手造りマドレーヌ 全品 100円 

④山ざる組ちっぷり 両日とも。番号１１９ 衣料 全品 100円 

⑤ワークスペース街 ２９日のみ。番号４４ リサイクル商品 全品 100円 

⑥なないろほ～む ３０日のみ。番号１６０ 雑貨、衣料など 全品 100円 

(6)生野警察 参加内容(防犯啓蒙活動) ちらし番号１０ 

(7)生野区役所 参加内容(「おこのみやき」防犯標語活動) ちらし番号１１ 
  

７．参 考： 
 

○みこし活祭連合会：生野区の隣接する６商店街の活性化を目指し、今年３月に設立。 

  同商店街を旧来より「みこし通り商店街」と呼んでいたこと、また、「一緒に共同イベント 

などの祭りごとに取り組み、活性化する」ということにちなんだ名称。 

   下記６商店会・商店街加盟店を会員とする任意組織。商店街の店舗数２２７店舗、 

   その全長は約１ｋｍとなっている。 
 
（１）役員構成 

委員長  松本 賢一  生野本通商店街振興組合（理事長） 

副委員長 高部 直哉 栄通商店街（役員） 

副委員長 尾上 博子 生野本通中央商店街振興組合（理事長） 

副委員長 水島 政和 生野本通センター商店街振興組合（副理事長） 

副委員長 前田 昌宏 ベルロード中銀座商店会（会長） 

副理事長 渡邉 浩志 生野銀座商店街振興組合（理事長） 
  

（２）各種データ 

生野本通
商店街
振興組合

栄通
商店街

生野本通
中央

商店街
振興組合

生野本通
センター
商店街
振興組合

ﾍﾞﾙﾛｰﾄﾞ
中銀座
商店会

生野銀座
商店街
振興組合

その他 合計

発祥
昭和21年

以前
昭和4年

昭和20年
以前

昭和28年
以前

不明
昭和21年

以前
― ―

組合設立
(組織設立)

昭和41年（昭和23年） 昭和48年 昭和40年（昭和24年）昭和47年 ― ―

長さ  (m) 300 80 160 160 120 150 ― 970

店舗数 73 10 36 37 21 50 ― 227

100円商店街
参加店舗数

63 10 30 21 17 37 12 190

 
 

                                      以 上 







           
      「商店街・賑わいプロジェクト」事業 

「大阪・秋の１００円商店街月間」について  
 
大阪商工会議所 流通活性化委員会 

１．趣 旨： 
 

○商店街全体をひとつの１００円ショップに見立て、各店が選り抜きの１００円商品を

用意する「１００円商店街」は、大阪市内で初めて開催された今年４月の千林商店街

以降、８月７日までに市内６地域１１商店街（実数、のべ９地域１４商店街）におい

て実施するなど、新たな商店街活性化策として注目を集め、活用されている。 
○現在、９月２５日～１１月２７日の１０週間にわたり、毎週末、市内１５地域３６商

店街（のべ）にて「大阪・秋の１００円商店街月間」と称し、大阪市内商店街と本所

の共催による「１００円商店街」を連続して開催中。 
 
２．開催内容：２０１０年９月２５日(土)～１１月２７日(土)の毎週末、１０週間連続で、市

内計１５地域３６商店街（のべ）にて「１００円商店街」を開催中。 
 

① ９月２５日（土）  黒門市場商店街(振)（中央区）【２回目】 開催済み 

② ９月２５日（土）  大阪鶴橋卸売市場(協)（生野区） 開催済み 
 
③１０月 ２日（土） 天保山商店会(港区) 開催済み 
 
④１０月 ９日（土）  千日前道具屋筋商店街(振)（中央区） 開催済み                                    

１０日（日）  

⑤１０月 ９日（土） 王子連合（北畠公園本通商店街(振)、王子商店街(振)、王子本通商店街(振）、 

阿倍野王子商店街(振))（阿倍野区） 開催済み 

⑥１０月１６日（土）  文の里商店街(協)（阿倍野区） 開催済み 
 
⑦１０月１７日（日）  粉浜地域４商店街（粉浜商店街(振)、粉浜駅前商店街商業（協）、粉浜本通商店 

             街（振）、メルシーこはまテナント会）（住之江区） 開催済み 
 
⑧１０月２３日（土）  京橋中央商店街(振)、新京橋商店街(振) 

【京橋中央は３回目、新京橋は初】  開催済み 
 
⑨１０月２９日（金）  みこし活祭連合会（生野地域６商店街：生野本通商店街(振)、栄通商店街、 

３０日（土）  生野本通中央商店街(振)、生野本通センター商店街(振)、ベルロード中銀座商店会、 

生野銀座商店街(振)）（生野区）【２回目】 
 
⑩１１月 ６日（土）  今里地域６商店街（今里新道商店会、今里新道筋商店街(振)、今里一番街商店会、 

神路銀座商店会、神路新道商店街（振）、神路一番街商店街（振））（東成区） 

⑪１１月 ６日（土） 野田新橋筋商店街(振)【３回目】 

⑫１１月 ６日（土） 黒門市場商店街(振)【３回目】 
 
⑬１１月１３日（土） 地下鉄あびこ中央商店街(振)（住吉区） 
 
⑭１１月２０日（土） 桃谷地域２商店街（桃谷本通東商店街(振)、桃谷本通商店街(振)）（生野区） 

【本通東は２回目、本通は初】 

⑮１１月２７日（土）   キララ九条・西連合商店街（九条新道駅前商店街(振)、九条新道二丁目西商店街 

(振)、九条新道三丁目商店街(振)、九条新道第四商店街(協))）（西区） 
  

※これにより、開催済、開催予定の「１００円商店街」は、1５地域 3６商店街（実数）、 

2４地域５０商店街（のべ）となる。 

 ※このほかにも、多くの商店街が実施に向けて検討・準備を進めている。 

                                       以  上 

      

資料２ 

平成２２年１０月２７日 
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