平成２３年６月２１日

記者配布資料
大阪経済記者クラブ会員各位

「大阪・１００円商店街連絡会議」の開催について
～大阪府内の商工会議所・商工会が、大阪を 100 円商店街のメッカにするための
情報交換を実施します～

【お問合せ先】大阪商工会議所

流通・サービス産業部
流通担当（松澤・堤）
Tel：０６－６９４４－６４４０
６月２１日のみ：０９０－５１５１－８００４

○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、
「１００円商店街」開催に関する経験・ノウハウを活用し、大阪府内に「１００円
商店街」を普及・拡大するため、大阪府内の商工会議所・商工会を対象とした「大
阪・１００円商店街連絡会議」
（事務局：大阪商工会議所）を６月３０日に立ち上げ
る。
○第１回会議には、府内から１５商工会議所・８商工会の職員が参加予定。今後、地
域商店街と協働して「１００円商店街」に取り組む予定の商工会・商工会議所には、
開催ノウハウを提供するとともに、既に「１００円商店街」を開催している商工会
議所・商工会（東大阪・箕面・藤井寺など）とは情報交換を通じて、ノウハウのさ
らなる進化・向上を図る。
○「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６０を超
える市町村で実施されている。大阪商工会議所では、
「商店街・賑わいプロジェクト」
事業の一環として、一昨年から「１００円商店街」の開催・普及を推進しており、
これまでに大阪市内１９地域４５商店街、のべ４９地域１１１商店街と協働して
「１００円商店街」を開催した。
以 上
添付資料：第 1 回「大阪・１００円商店街連絡会議」の開催について（資料１）
大阪での「１００円商店街」の開催状況について（資料２）
ご 参 考：「商店街・賑わいプロジェクト」のホームページ
http://www.osaka.cci.or.jp/nigiwai/

資料１
平成２３年６月２１日
「商店街・賑わいプロジェクト」事業

第 1 回「大阪・１００円商店街連絡会議」の開催について
大阪商工会議所

１．趣

流通活性化委員会

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、
「商店街・賑わいプロジェクト」事業の一環として、一昨年から「１００円商店
街」の開催・普及を推進しており、これまでに大阪市内１９地域４５商店街、の
べ４９地域１１８商店街と協働して「１００円商店街」を開催した。このたび、
その「１００円商店街」開催に関する経験・ノウハウを活用し、大阪府内の商工
会議所・商工会の職員を対象とした「大阪・１００円商店街連絡会議」
（事務局：
大阪商工会議所）を立ち上げ、大阪府内における「１００円商店街」の開催・普
及を目指す。
２．名

称：

「大阪・１００円商店街連絡会議」（事務局：大阪商工会議所）

３．構

成：

大阪府内１５商工会議所・８商工会（予定）

（商工会議所）和泉、泉佐野、茨木、大阪、貝塚、岸和田、北大阪、吹田、大東、
高槻、豊中、東大阪、箕面、門真、八尾
（商工会）熊取町、四条畷市、島本町、摂津市、豊能町、富田林市、藤井寺市、岬町
（50 音順記載）
参考：大阪府内の商工会議所・商工会の数＝２０商工会議所・１６商工会

４．開催日時：

５．内

第１回会議

平成２３年６月３０日（木）午後２時～４時
（場所：大阪商工会議所４階４０２号会議室）

容：

①「１００円商店街」開催に関する各種ノウハウの提供
②既に「１００円商店街」を開催している商工地域の会議所・商工会間での情報
交換を通じて、同ノウハウの更なる進化・向上を図る。
６．今後の予定：
①会議は年間数回開催予定。
②商工会議所・商工会指導員を対象とした「１００円商店街」研修会を開催。
７月２７日（水）午後３時～５時、於：八尾商工会議所
７月２８日（木）午後３時～５時、於：大阪商工会議所 北・都島・福島支部
８月 ２日（火）午後３時～５時、於：堺商工会議所
以 上

資料２

大阪での「１００円商店街」の開催状況について
①大阪市内での開催状況
開催済み

１９地域４５商店街（実数）、４９地域１１１商店街（のべ）

①２０１０年 ４月 ３日（土） 千林商店街(振)（旭区）
② ４月１０日（土） 京橋中央商店街(振)（都島区）
③ ５月２８日（金）・２９日（土）みこし活祭連合会（生野本通商店街(振)、栄通商店街、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）
④ ５月２９日（土） 野田新橋筋商店街(振)（福島区）
⑤ ６月２６日（土） 京橋中央商店街(振)（都島区）【２回目】
⑥ ７月 ３日（土） 桃谷本通東商店街(振)（生野区）
⑦ ７月１７日（土） 千林商店街(振)（旭区）【２回目】
⑧ ７月３１日（土） 黒門市場商店街(振)（中央区）
⑨ ８月 ７日（土） 野田新橋筋商店街(振)（福島区）【２回目】
⑩ ９月２５日（土） 黒門市場商店街（振）
（中央区）【２回目】
⑪ ９月２５日（土） 大阪鶴橋卸売市場（協）（生野区）
⑫１０月 2 日（土） 天保山商店会（港区）
⑬１０月 ９日（土）・１０日（日） 千日前道具屋筋商店街（振）（中央区）
⑭１０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）
⑮１０月１６日（土） 文の里商店街（協）（阿倍野区）
⑯１０月１７日（日） 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）
⑰１０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】
⑱１０月２９日（金）・３０日（土） みこし活祭連合会（生野区）【２回目】（上記６商店街）
⑲１１月 ６日（土） 東成しんみちロード商店街（今里新道商店会、今里新道筋商店街(振)、今里一番街商店会、
（東成区）
神路銀座商店会、神路新道商店街（振）
、神路一番街商店街（振））
⑳１１月 ６日（土） 野田新橋筋商店街（振）（福島区）【３回目】
21 １１月 ６日（土） 黒門市場商店街（振）
（中央区）【３回目】
○
22 １１月１３日（土） 地下鉄あびこ中央商店街(振)（住吉区）
○
23 １１月２０日（土） 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】
○
24 １１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），九条親栄会商店街（振）、祝生会）
（西区）
25 １２月 ４日（土） 千林商店街(振)（旭区）
○
【３回目】
26 １２月 ４日（土） 大阪鶴橋卸売市場（協）
（生野区）【２回目】
○
27 １２月１８日（土） 四貫島商店街(振)、此花住吉商店会（協）
（此花区）
○
28 １２月１８日（土） 王子連合（上記４商店街）
（阿倍野区）【２回目】
○
29 ２０１１年１月２２日（土） 京橋中央商店街（振）
○
、新京橋商店街（振）（都島区）【４回目】
30
2 月 ５日（土） 黒門市場商店街（振）（中央区）【４回目】
○
31
２月 ５日（土） 野田新橋筋商店街（振）
（福島区）【４回目】
○
32
２月 ５日（土） 地下鉄あびこ中央商店街（振）（住吉区）【２回目】
○
33
2 月１９日（土） 駒川商店街（振）（東住吉区）
○
34
２月１９日（土） 平尾本通商店街（振）（大正区）
○
35
２月２６日（土） 東成しんみちロード商店街（上記６商店街）（東成区）【２回目】
○
36
3 月 4 日（金）・５日（土） みこし活祭連合会（６商店街）（生野区）【３回目】
○
37
３月１２日（土） 四貫島商店街(振),此花住吉商店会(協),四貫島中央通商店街(振),此花公設(協)(此花区)【２回目、中央通と此花公設は初】
○
38
○
３月２６日（土） 文の里商店街（協）（阿倍野区）【２回目】
39
３月２６日（土） 千林商店街（振）（旭区）【４回目】
○
40
３月２６日（土） キララ九条・西連合商店街（６商店街）（西区）【２回目】
○
41
３月２６日（土） 黒門市場商店街（振）（中央区）【５回目】
○
42
４月 ２日（土） 京橋中央商店街(振)、新京橋商店街（振）（都島区）【５回目】
○
43
４月 ２日（土） 粉浜商店街(振)、粉浜駅前商店街商業（協）、粉浜本通商店街（振）（住之江区）【２回目】
○
44
４月２３日（土） 平尾本通商店街（振）（大正区）【２回目】
○
45
４月３０日（土） 野田新橋筋商店街(振)（福島区）【５回目】
○
46
５月１４日（土） 今市商店街(振)（旭区）
○
47
５月２１日（土） 王子連合（４商店街）（阿倍野区）【３回目】
○
48
５月２８日（土） 東成しんみちロード商店街（６商店街）（東成区）【３回目】
○
49
６月 ４日（土） 地下鉄あびこ中央商店街(振)（住吉区）【３回目】
○

②大阪府内での開催状況（大阪市内を除く。市町村５０音順記載）

（１）堺市

美原本通商店街（２０１１年６月４日）

（２）摂津市

ことぶき商店街（２０１０年１１月２６日）
正雀駅前商店街、正雀本町商店街（２０１０年１１月２７日）

（３）豊中市

岡町・桜塚商業団体連合会（岡町商店街・桜塚商店街）（２０１０年１２月３～４日）
豊中駅前一番街商店街（２０１０年１２月４～６日）

（４）寝屋川市

香里駅前通商店街（２０１０年６月５日、１０月２３日、２０１１年４月２３日）

（５）東大阪市

花園本町商店会（２００９年１１月１４日、ほか数回）
布施商店街（２０１０年７月３１日、８月１日、１２月１１日）
ﾌﾟﾁﾛｰﾄﾞ広小路（２０１１年５月８日）

（６）枚方市

イズミヤ・専門店街（２０１１年６月１４日）

（７）藤井寺市

道明寺商店会（２０１０年１０月２２日、２０１１年３月１日）
藤井寺駅前北商店街、ビス河南（２０１０年１１月２４日、２０１１年３月２６日）

（８）箕面市

桜井地区、粟生地区（２０１０年１１月６日）
箕面地区（２０１０年１１月７日）

（９）守口市

橋波商店連合会（２０１０年９月２５日、２０１１年１月２９日、５月２８日）

以

上

