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第１章 はじめに 
私たちは、昨年度から「浜松駅南地区活性化」

をテーマとして駅南商店街で活動をしてきまし

た。 

しかし、駅から徒歩で約３分という立地の良

さにもかかわらず、駅南商店街で現在営業して

いる店舗は６軒しかなく、イベントがない日は

人通りもほとんどありません。衰退してきてい

る商店街を活気づけるために、私たちは、駅南

商店街で毎月第３土曜日に開催されている朝市

(以下朝市)に参加し始めました。そして、駅南

商店街活性化の核となる新商品のフィナンシ

ェ「ホーリアン」を開発、販売しました。 

 

 

また、イベントとして本校の応援団に協力してもらいステージイベントを開催したり、商

店街の協力を得て抽選会を行ったりと活気を取り戻すための活動を積極的に展開してきまし

た。 

そして、私たちは１年間の活動を終え今後どのような活動をしていくかを話し合いました。 

 

 

駅南商店街 

徒歩３分 

抽選会 応援団の演舞 
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 昨年度出された課題を達成するために、本

年度は朝市に来場される方々にアンケート調

査を行い、来場者のニーズを調べました。 

それにより分かったことは、来場者の多く

は高齢者であるのに、朝市全体でニーズを満

たしている商品（特に最寄品）が少ないとい

うことです。 

私たちが開発したホーリアン（フィナンシ

ェ）は、高齢者に馴染みが薄く手に取っても

らいにくいものでした。孫へのプレゼントと

して買っていく方もいましたが、それではリ

ピーターとして周りへと勧めてもらうことが

できません。 

そこで、新たに商品を開発し、テーマを駅南

地区から駅南商店街に絞り、「駅南商店街活性

化大作戦」の成功につなげていきたいと考え

ました。 

その結果、下の表１のような課題が挙げられました。 

表１ 

KJ法を用いた部内会議 
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第２章 現状分析と仮説 

 

積極的な朝市の情報発信を行った結果

来場者数の増加や、朝市への新たな店舗の

出店も増えているため、活気を取り戻しつ

つあると思われます。 

これはメディアへの露出が増えてきた

ことにより、駅南商店街の認知度が向上し

ていることが要因と考えられます。そこ

で、様々なデータを集め更なる活性化の糸

口を見つけることにしました。 

右の図１のグラフを見てください。これ

は朝市の来場者数の比較ですが、私たちが

参加する前に比べて、来場者数は増えていることがわかります。 

しかし、目標は駅南商店街活性化ですが、最終的な目的は駅南全体の地域活性化です。 

この程度ではまだまだ活気を取り戻したとは言えません。 

そのため、私たちはさらに活動の幅を広げることが必要だと感じました。 

【昨年の販売実績】 

左の図 2 は、昨年の朝市のホーリアン

の売り上げのグラフです。 

朝市でイベントがあるときは多く売

れますがそうでないときはあまり売れ

ません。 

このグラフを見ると、売り上げは安

定していると言えません。そのため、今

の私たちには安定して売れる商品が必

要だと感じました。 

次に、右の図３は来場者数を年齢別にした

グラフです。このグラフから高齢者の割合が

多いことが分かります。そこで、もっと若年

層を呼び込むような何かが必要だと感じまし

た。 

昨年度のターゲットである３０代や４０代

は高齢者よりは少ないですが、思っていたより

も多く来場していることがわかりました。 

１．現状分析 
図１ 

図２ 

図３ 

イベント無   有    有    無 
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次に、図４は時間帯別の来場者数です。１

０時からの販売開始時にはたくさんの人がい

ますが、時間が経つにつれて人の流れが減っ

ていることが分かります。 

このように、１時間ほどで来場者は帰って

しまいます。そこで、人が長時間留まるよう

にイベントなどを開催する必要があると感じ

ました。なので、より人が留まるようなイベ

ントを積極的に開催していきたいと思いま

す。 

次に、右の図５は朝市があることをなにで

知ったか、をアンケートした結果です。知り

合いから聞いた方や、常連の方が多く、 

朝市はこの地域に根付いている 

ということがわかりました。 

しかしよく見てみると、ＳＮＳを見て訪れ

ている方や我々が作成したチラシを見て来場

された方も少ないながらもいることがわかり

ます。 

さらに、アンケートを取っている途中に観

光客の方も何人かいました。これは、この地

域にビジネスホテルが多くあり、新しい顧客

になる可能性を感じられます。  

 これらの資料をもとに昨年度の活動を振り返った結果、活性化に向けて次のような問題点

が挙げられました。 

問題点 

 

①ニーズに合った店舗やイベント、魅力ある商品が少ないため、 

商店街朝市の来場数がなかなか増えないこと。 

 

②昨年度開発したフィナンシェは、高齢者層には知名度が低く、 

駅南商店街のターゲット層に合っていなかったこと。 

 

以上の二つが主な問題点です。 

さらに、朝市はこの地域の人々にとって必要性が高く、車で郊外のショッピングセンター

に行けない高齢者にとっても、貴重な買い物の場所です。そういった買い物の場を残してい

かなければならないと思いました。 

図４ 

図５ 
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２．浜松市の現状  

浜松市は、２００７年に政令指定都市に指定された人口約８０万人の都市です。さらに、

２０１７年には大河ドラマ「おんな城主 直虎」の観光地として全国から注目を浴びました。

大河ドラマの放映により、訪れる人は推定１９４万人とされ、浜松市の活性化の起爆剤とし

て期待をされていました。 

しかし、実際に浜松駅周辺（写真１）を歩

いてみると、人通りが少なく、駅南側に至っ

てはほとんど人がおらず、その効果はあまり

感じられません。そこで、同じ政令指定都市

に指定されている静岡市の駅周辺を歩いて

みると、浜松駅周辺とは違い人通りが多く、

賑わっている様子でした。 

浜松市は大河ドラマの舞台となった場所

という、観光者が訪れるきっかけがあったの

にも関わらず、静岡市よりも活気がありませ

ん。 

なぜ静岡市と同じ政令指定都市に指定さ

れているにも関わらず、浜松市はこのような現状になってしまっているのか、私たちは疑問

に思いました。 

そこで私たちは、さらに浜松駅周辺を調査し原因を探ってみることにしました。 

浜松駅周辺は、撤退した百貨店の跡地は再開発されず（写真２）、浜松駅の南にある商店街

（以下駅南商店街）もシャッターが降りている商店がほとんどで（写真３）シャッター街に

なりつつあります。 

私たちは、ここに浜松駅周辺の活気がない原因があるのではないのかと考えました。 

写真３：駅南商店街（サザンクロス） 写真２：開発されない土地（百貨店跡地） 

写 真 １ ： 浜 松 駅 周 辺 
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３．浜松市の現状の背景 

（１）駅周辺の回遊性 

浜松市のこの現状について、静岡大学教育学部で確率統

計学などの講義をされている畑宏明准教授（写真４）に話

を伺いました。 

その結果、ＪＲ「浜松駅」から遠州鉄道の「新浜松駅」、

そしてＪＲ「静岡駅」から静岡鉄道「新静岡駅」のそれぞ

れの間に回遊性（人の流れ）があることが分かりました。 

下の地図（図６）は静岡駅と浜松駅の周辺の回遊性を示

したものです。ここで、浜松市と静岡市の回遊性には大き

な違いがあることに気づきました。浜松市は静岡市に比べ

回遊性がかなり狭くなっています。その理由は、二つ考えられます。 

一つ目は、ＪＲ「静岡駅」と「新静岡駅」の間に比べ、ＪＲ「浜松駅」と「新浜松駅」の間

の距離が短いことです。二つ目は、百貨店が駅に併設されていることです。この二つの理由

により、狭い範囲で買い物や移動手段などすべてがそろっているため、駅南側や他の商業施

設に人が流れにくくなっていると考えられます。そのため、人の流れが少なくなった駅南商

店街は衰退してしまいました。 

写 真 ４ ： 畑 宏 明 准 教 授 

 

図６ 
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（２）駅南商店街の昔 

回遊性以外に、駅南商店街が衰退していく理由はあるのだろうか

と私たちは疑問に思い、サザンクロス商店街会長鈴木勝彦さんにも

話を伺ったところ、ＪＲ浜松駅高架工事完成が影響しているのでは

ないかとおっしゃっていました。 

駅南商店街（写真５）は、浜松市で初めてのアーケード街で、当時

は３４軒もの商店がありました。今とは違い、多くの買い物客で賑わ

い、活気に満ち溢れていたそうです。 

その頃は浜松駅に続く東海道線は高架ではなく普通の線路でし

た。当時はそこに踏切があり、待ち時間があまりにも長く「開かずの

踏切」（写真６）と呼ばれていました。それにより、自動車の渋滞が

酷く、駅の南側と北側の行き来がしにくい状況だったようです。 

そのため、人の流れを活発化させようと、

東海道本線の高架工事（写真７）や駅の南側

と北側をつなげる道路の工事など、積極的な

インフラ整備（昭和５４年１０月１５日完

成）が行われました。 

そして、インフラが整ったことで駅の南側

と北側の行き来がしやすくなり、北側から駅

南商店街に人が流れてくると考えられてい

ましたが、南側の住民が北側の商業施設に流

れてしまい、逆に駅南商店街に足を運ぶ人は

少なくなってしまいました。さらに、北側の

住民も駅南商店街に訪れず、北側の商業施設

に行ってしまったため、人の流れが少なくな

った駅南商店街は徐々に衰退していきました。 

それから、シャッターを閉める商店が増え続け、駅南商店街は再び賑わうことはなく、現

在に至ります。 

写真５：昔の駅南商店街 写真６：開かずの踏切 

 

写真７：完成した高架 

出典：わが町文化誌 

   「汽笛・ステンショ・まちこうば」 

鈴 木 勝 彦 さ ん 
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（３）駅南商店街の今 

浜松駅南地区の人口動態（図７）に注目をすると、昭和から平成にかけて人口は大きく減

少しています。しかし、少しではありますがここ１０年で人口は増加しています。 

その理由として、浜松市全体の再開発や駐車場・道路の整備などの地域再生計画が挙げら

れます。市全体の道路を整備することで中心部へのアクセスが良くなり、中心部の人口が集

中し、街を盛り上げるという計画です。 

人口が増加している今、中心部にある駅南商店街に人を呼び込むことができれば、昔のよ

うな活気が取り戻せるのではないかと思いましいた。そのためには、駅南商店街に人を呼び

込めるようなイベントや商品などが必要だと改めて感じました。 

そこで我々は、今まで形成してきた他団体との連携をうまく利用することで、魅力ある品

揃えやイベントの開催など訪れる目的となる朝市を企画、提案しようと考えました。 

また、新商品に関しては、世代を超えて受け入れられる浜松らしい商品が必要だと思い、

以下の二つの仮説を設定しました。 

４．仮説 

 

①多くの団体や個人に様々なイベントやアイデアを提供してもらうこ 

とで、訪れる目的を作り、来場者が増えることによりさらなる活性 

化につながるのではないか。 

 

②来場者のニーズを満たす目的(イベントや商品ラインナップ)を充実さ 

せることにより、さらなる活性化につながるのではないか。 

 

 

出典 浜松市人口統計より 

16,796 

13,559 
12,084 

10,978 10,445 10,198 9,922 
9,209 8,717 8,977 9,130 

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000
浜松駅南地区の人口動態

図７ 
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第3章 企画 

１．会議 

 駅南商店街の方々と合同で行う会議「サザンクロスミーティング」で、今まで部活内で出

した問題点を提示させてもらいました。 

会議で出された結論は、駅南商店街は浜松駅か

ら徒歩３分で到着する立地のよさ、昔ながらのよ

い雰囲気が残っている、さらには浜松市内唯一の

アーケードがあること、などの長所が挙がりまし

た。 

一方で、駅南商店街へ来る目的となりえるよう

な魅力のある商品が少ない、ターゲットにあった

商品が少ない、ＰＲが足りない、などの課題が挙

げられました。 

この課題をもとに、これからの主な活動と目標を設定しました。 

（1）イベント開催の依頼 

サザンクロスミーティングの中で、私たちは新たなイベントを開催したいと意見を出しま

した。すると、他の方からも、この地域の重要性やこれからの浜松の街づくりを是非提案し

たいという意見が上がり、３月には浜松商工会議所青年部さんが政策提言会議を、６月には

浜松青年会議所さんにアンブレラフェスタを開催していただけることになりました。特に、

アンブレラフェスタでは我々が希望していた、ローカルタレントで本校 OGでもある久保ひと

みさんに来場してもらい、これからの浜松について講演をしていただけることになりました。

これにより、より多くの来場者を集めることができ、目標来場者数の達成への近道になると

思いました。 

（2）畑宏明准教授による目標来場者数の設定 

目標来場者の設定にあたり、再び畑宏明准教授に協力していただき

ました。畑宏明准教授にお話を伺ったところ、重回帰分析というものを

教えていただきました。それだけではなく部内で話し合いを重ね、 

最終的には目標来場者数を 700人に設定しました。 

重回帰分析とは、複数の要素を用いて統計学的に分析する手法の一つ

です。似た言葉で単回帰分析がありますが、こちらは一つの要素を用い

ます。 

 例えば、重回帰分析は身長、腹囲、胸囲、といった複数の要素から体

重を予測するというものですが、単回帰分析は身長のみから体重を予測するというものです。 

 複数の要素を使う重回帰分析のほうが、より細かく予測することができます。 

サザンクロスミーティングの様子 
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（3）ＳＮＳ、メディアを活用 

朝市で開催されるイベントを中心に

Facebookや TwitterなどでＰＲをし、 

どのような商品やお店があるかなどを発信す

ることにしました。 

ここでＳＮＳのカウンタ機能を使い我々の

ページを閲覧してもらうための目標を 

設定しました。 

→目標累計ヒット数 2,000ヒット 

次に、メディア（ＴＶ、新聞、ラジオなど）

に積極的に呼びかけをおこない、取材要請をし

ました。 

これについては浜松ケーブルテレビが取材に応じていただけました。また、ラジオについ

ては地元のコミュニティ放送局「ＦＭ Haro！」から取材を受け、情報発信をすることにしま

した。 

（4）新商品の開発 

新商品を開発するうえで、どのような商品がいいかを部活内で話し合い、どのようなコン

セプトとするかを決めました。 

その結果、主に以下の３つのコンセプトを満たす商品を作ることになりました。 

 

① 駅南商店街の年齢層やニーズに合った商品。  

  

② 来場者に親近感があり、購入しやすい既存の商品→浜松らしい商品 

  

③ 健康志向を意識した商品→野菜パウダーの使用 

 

まず、①の理由としては、フィナンシェという洋菓子は商店街の年齢層やニーズにあって

おらず手に取ってもらいにくかったことです。高齢者層の厚い駅南商店街では洋菓子は馴染

みが薄いようです。 

次に、②の理由としては、フィナンシェがあまり来場者に知名度が低かったことが原因で

す。実際、私たちの中にも何人か「フィナンシェ」ということばを聞いたことがない、と言う

部員がいました。なので、次の商品は来場者にも私たちにも親近感のある手に取りやすい商

品がいいと考えました。 

最後に、③の理由ですが、これはホーリアンを開発する時からのコンセプトとしてあった

ためです。それに加え、健康志向は高齢者の多い駅南商店街に合っていると考えたからです。  
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２．新商品開発に向けて 

（1）商品の決定 

 最初に街中で食べたいお菓子アンケートを

３月初旬から４月にかけて浜松駅周辺で行い

ました。 

その結果、右の図８のグラフのようになり

ました。人気があったのはどら焼きやみそま

んなどの和菓子でした。 

それに対して洋菓子のフィナンシェはあま

り人気がありませんでした。さらに、高齢者

の中には、フィナンシェがわからないという

方もいました。 

この結果から、次の新商品は高齢者にも知名度が高く、購入しやすい和菓子というコンセ

プトになりました。 

１番人気のどら焼きは本校生徒会が既に販売しているため、２番人気の「みそまん」に決

定しました。 

「みそまん」は浜松が発祥の地ということもあり、購入しやすいと考えました。「みそまん」

とは「みそ饅頭」のことで、浜松市北区が発祥のお饅頭です。 

これは黒糖を用いた小麦粉の皮でこし餡を包んだ茶饅頭であり、皮の色が味噌に似ている

ためにこの名前が付けられたと言われています。ちなみに普通のみそまんの材料に味噌は使

用されていません。 

（2）商品製造の依頼 

昨年度と同じく商品開発は地元で評判の郷土銘菓を製造している「たこまん」さんに依頼

しました。商品コンセプトを説明し、試作を繰り返した結果、次のような内容のみそまんに

決定しました。 

①浜商のみそまん 

右の写真は、完成したみそまんです。見た目は普通の

みそまんと同じですが、私たちのコンセプトである健

康志向を今年も継続し、玉ねぎパウダーを皮に練りこ

みました。部員から玉ねぎの香りが気になるのではな

いかと意見がありました。しかし、実際に食べてみると

味噌の香ばしい風味がしっかりと感じられ、玉ねぎの

香りは気になりませんでした。さらに、焼き印の校章を

入れることにより「浜商のみそまん」ということを印象

付けることができると考えました。 

図８ 

浜商のみそまん 
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②野菜パウダーについて  

野菜パウダーとは、右の写真のような、「浜松ベジタ

ブル」が開発した特許商品で、野菜本来の栄養素をで

きるだけ壊さずに粉末状にしたものです。 

これはパウダー状になっているため野菜の食感が

なく、様々な食品に練り込んだり、料理に入れたりす

ることができるという特徴があります。 

私たちはお菓子を食べながら、野菜の味を気にする

ことなく栄養素を摂取できるというポイントを売り

にしようと考えました。 

そして、野菜嫌いな子供たちやその親をターゲット

にし、朝市に若い層を呼び込もうと考えました。 

③野菜パウダーの実験 

昨年、私たちはこの野菜パウダーに本当に

栄養素があるのかを確かめたいと考え、静岡

大学農学部を訪問し、山脇 和樹准教授に成分

分析をしていただきました。方法としては、パ

ウダーにメタリン酸や硫酸を加え、遠心分離

機にかけます。そして、計測器でビタミンであ

る酸化型アスコルビン酸があるかを測り、調

べるというものです。 

結果、酸化型アスコルビン酸の検出に成功

し、パウダーに栄養素がきちんと含まれていることが証明されました。 

以下は、玉ねぎの中に含まれている成分の効能です。 

野菜パウダーの例 

山脇 和樹准教授 

ケルセチン

•抗酸化作用が強い

•血流を良くする

•脂肪燃焼

硫化アリル

•血栓を溶かす

•ビタミンＢ₁の吸収を促進する

オリゴ糖・各種ミネラル・イソアリイン

• 整腸作用

•免疫力向上

•血栓をできにくくする
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（3）４Ｐ分析  

新商品の大体の内容が決まったので、次に４Ｐ分析を行いました。４Ｐ分析とは、買い手

の視点に基づき商品やサービスなどを４つの要素分けて分析することです。 

今回の企画をまとめると次の４つのことになります。  

表２ 

• 体温上昇、発汗作用、中性脂肪燃焼などによって、
肥満の防止やダイエットに効果がある

ダイエット効果

•血栓を溶かし、血行を良くする

•抗酸化作用で血中の悪玉コレステロールを減らす

高血圧、動脈硬化、

脳梗塞を予防

•抗酸化作用で活性酸素による体内の錆びを防ぎ、
アンチエイジングや肌の細胞の調子を整える

アンチエイジング

肌の調子を整える

•不足すると疲労感や不眠などを引き起こすビタミン
Ｂ₁の吸収を促進してくれる

疲労の回復

•疲労回復や血液をサラサラにすることで加齢臭の
予防をする

加齢臭の予防
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第4章 実践 

1.広報・広告戦略 

（1）メディア、ＳＮＳの利用 

私たちは、取材要請を受けていただいた浜

松ケーブルテレビへ出演させていただきまし

た。そこでは、駅南商店街のＰＲ活動を行い

ました。 

私たちの新商品の紹介だけではなく、朝市

以外のイベントや他店舗の紹介など、積極的

にＰＲをしました。 

さらに、より多くの人に駅南商店街を認知

してもらうために、ＴＶ放映の内容を

Twitterや Facebookに掲載し、情報発信しま

した。 

  

（2）チラシ、新聞の利用 

次に、チラシの作成を行いました。 

私たちは「家族で来場して楽しめる」をコンセプ

トに右のようなチラシを作成しました。 

また、チラシのリーチ度を測定するために割引券

をつけ、「どのような人が買いに来るか」や「何枚

回収できるか」を調査しました。 

チラシは約２,０００枚を配布し、今回はじめて

の試みで参考データがないため、目標回収率を５％

の１００枚に設定してみました。 

目標の回収率５％達成のため、チラシの配布方法

にも工夫をしました。 

まず、駅南商店街の近くにあるいくつかのホテル

にチラシを置いてもらいました。第２章の現状分析

で述べたように、観光客が稀に訪れている事が判明

したので、ホテルを利用する観光客をさらに呼び込

もうと考えました。 

さらに、近所の人を朝市へ呼び込むため、駅南地区に限定し新聞の折り込み広告として挟

んでもらいました。 

ケーブルテレビへの出演 
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２．研修 

（１）大須商店街 

大須商店街とは、愛知県名古屋市にある日本

でも有数の、広大な土地を持つ巨大な商店街の

ことです。内部には約１２００店もの店舗・施

設があり、常に多くの人でにぎわっています。 

もとは幕末、１８５８年にできた歓楽街であ

り、その後は電気街、商店街へと時代とともに

移り変わっていきました。 

これらのことから歴史の深い商店街である

ことがわかります。 

店舗の種類については、唐揚げのように食べ歩きのできるものを売っている店や通常の飲

食店、お土産の店舗も多数出店しています。そのほかにも、施設では、萬松寺や大須観音と

いった高齢者が多く訪れるような場所もあります。また、これらの客に向けた名物や衣料店

なども多数あります。 

しかし、２０００年あたりから店主の高齢化によってシャッターを閉めざるを得なくなっ

てしまう店が多くなってしまい、活気を失いつつありました。 

そこで、とある方法を行うことにより大須商

店街は活気を取り戻すことができたのです。 

活気を取り戻すことができた方法の一つに、外

部から新しいものを次々に商店街に取り入れ

る柔軟さを持つことができたからだと言えま

す。 

自らの店舗を他所の若者に任せることや、そ

れまでの業態を継ぐことなく一変させること

を容認するといった大胆な決断をしたことに

より、輸入雑貨やセレクトショップなど、他で

はあまり見ることができないような店が多数あります。さらに、代々続く店としているとい

う大須ならではの独特な店構えを構築することに成功しました。この店構えがそれぞれの店

を目当てとした客だけでなく、珍しさと面白さを楽しみにしている客を呼び込みました。そ

れによって、店を持ちたいという者も引き付けるという、好循環を生み出すことができてい

ます。 

では、なぜ大須商店街は柔軟さを持つことができたのでしょうか？それは、文化、芸術面

において年齢、性別、国籍を問わずマイナーなものからメジャーなものまで様々な文化を取

り入れて、受け入れる「ごった煮」の文化・雰囲気があったからです。それが外部の者から見

て魅力的に映ったからだと思われます。 

http://tukaerutorend.com/

%C3%A5%C2%A4%C2%

A7%C3%A9%C2%A0%C2

%88%C3%A5%C2%95%C

2%86%C3%A5%C2%BA

%C2%97%C3%A8%C2%

A1%C2%97%C3%A3%C2

%81%C2%AF%C3%A3%

C2%81%C2%8A%C3%A3

%C2%81%C2%99%C3%A

3%C2%81%C2%99%C3%

A3%C2%82%C2%81%C3

%A3%C2%82%C2%B9%

C3%A3%C2%83%C2%9D

%C3%A3%C2%83%C2%8

3%C3%A3%C2%83%C2%

http://www.homes.co.jp/con

t/press/buy/buy_00283/ 



18 

 

３．販売におけるプロモーション戦略 

４月からの朝市では商店街に稲荷神社があることを利用して、その場で休憩しながらみそ

まんを食べてもらえるように野点を設置しました。さらに、部員が浴衣を着て販売活動をす

ることで門前町の雰囲気を作りました。そして、野点の店舗に特別感を出すために、みそま

んとお茶をセットにして販売をしました。このお茶は、商店街の中で鈴木勝彦さんが営業し

ている「まるい園」に協力してもらい用意しました。これはお客さんからは大変好評で満足

していただけました。 

これは我々の昨年度の課題であった「地域の人との触れ合い」につながったと実感しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 
お店のレイアウト 

野点でお茶の販売 

浴衣での販売 
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４.コラボイベント 

（1）政策提言会 

浜松商工会議所青年部の協力により、３月の

朝市で「これからの浜松のまちづくり」という

内容の講演会を、青年部の金原圭吾さんに開い

ていただきました。 

当日はその影響のおかげで、９４４人という

来場者数を記録することができました。 

また、この講演会の内容は今後の私たちの

活動や、駅南商店街全体の原動力になると感じ

ました。 

（2）アンブレラフェスタ 

６月の朝市で開催したアンブレラフェスタとは浜松青年会議所と駅南商店街のコラボイベ

ントで、ポルトガルのアゲダで毎年開催されている 

「アンブレラ・スカイ・プロジェクト」 

をもとにしています。 

 「アンブレラ・スカイ・プロジェクト」とは

夏の暑いポルトガルを涼しく出歩けるよう

に、と考え出されたものです。街中の通りやア

ーケードに、色鮮やか傘が見上げる視界いっ

ぱいに設置され、足元に八角形の日陰を作っ

てくれます。 

 今回のアンブレラフェスタは暑さ対策では

なく、梅雨で雨の多い６月を明るい色の傘で

彩ろう、というイメージで開催されました。 

そのイベントには、静岡県のローカルタレ

ントであり、浜商のＯＧでもある久保ひとみ

さんにも登場していただきました。 

当日の駅南商店街には色鮮やかな傘がたく

さん飾られました。 

いつもの朝市より活気に溢れ、およそ１，１６２人以上の方が来場しました。多くの来場

者の方々が傘をバックに写真を撮り改めて、「インスタ映え」するイベントを開くことが集客

に影響を及ぼしていることを実感しました。 

今後も、こういったイベントを積極的に開催していき、新たな各層の開拓をしていきたい

と思いました。 

アンブレラフェスタ 

政策提言会 
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第5章 検証 
 

仮 説 

 

①多くの団体や個人に様々なイベントやアイデアを提供してもらい、訪れる目 

的を作り、来場者が増えることによりさらなる活性化につながるのではないか。 

 

②来場者のニーズを満たす目的(イベントや商品ラインナップ)を充実させるこ 

とにより、さらなる活性化につながるのではないか。 

 

仮説の検証をするために、私たちは下の表３の３項目について検証することにしました。 

まず、具体的な来場者数に関しての検証です。イベントを開催することにより普段の朝市

よりもどの程度来場者数が増えるのかを分析しました。この検証では、今までの交通量調査

のデータをもとにしました 

次に、広報活動に関しての検証です。ＳＮＳについては、閲覧者数カウント機能を活用し

てどの程度のヒット数になるかを分析しました。広報活動に利用したＳＮＳは、主に Facebook

と Twitterの二つです。 

そして、チラシには商品の割引券を付け、来場者がそのチラシを持って来ていただくこと

で、回収数をカウントし分析することにしました。そして、この方法に関しては前例がなく、

初めての試みなので回収率の貴重なデータとして今後の役に立つと思います。 

最後に、販売活動に関しての検証です。新商品のみそまんを買っていただくことで来場者

のニーズを満たせているかを分析してみることにしました。この検証では来場者へのアンケ

ートをもとにしました。 

評価に関しては、１.来場者数の分析、２.広告効果の分析、３.売上金額の分析、４.商品

の売り上げという４つの観点から客観的に検証してみました。                             

表３ 
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１．来場者数（３月～６月までの平均） 

目標平均 700人→実際平均 802人 

（1）目標に対しての来場者数 

 図９からわかるように目標を達成することが

できました。 

重回帰分析で求めた目標より多くなった主な

理由として、特に６月のアンブレラフェスタが

あったときに１，１６２人が来場したことや、ほ

かの団体の方もチラシを配るなどの広報活動に

力を入れてくれたおかげだと感じています。 

昨年度から私たちが重要視している多団体と

のつながりがより必要だと改めて感じました。 

そして、魅力があって、注目をされるようなイ

ベントをすると駅南商店街にも来場者数は増え

ることがわかりました。 

（2）男女別グラフからわかること 

下の図１０は約４か月の間の平均来場者数を男女別に表したものです。基本的には女性の

来場者が多いことがわかります。しかし、４０代はどちらも同じぐらい、３０代では男性の

ほうが多くなっています。このデータから考えられることは、高齢者層をターゲットにする

ならば女性向けの商品を、中年層をターゲットにするならば男性向けの商品を開発、販売す

ることが必要だと感じました。これらのことは、今後の商品開発、販売活動において重要な

ポイントとなると思います。 

 

944

497

606

1,162

802

0

200

400

600

800

1000

1200

3月 4月 5月 6月 平均

朝市来場者数の推移

700

図９ 

図１０ 
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（3）時間帯別グラフからわかること 

下の図１１は４か月の時間帯別人数を示したグラフです。どの月も１０時販売開始時を少

し回ったあたりではその日の最高点に達していますが、徐々に来場者数が減っているという

結果になりました。これはＳＮＳやチラシをみて来場が増えていると言ってもいいのではと

考えられます。 

しかし、徐々に人が減ってしまい、１２時をまわるとほぼ人がいなくなってしまいます。

これは「朝市」という固定観念から昼にはもう商品がなくなっていると予想しているために

このような現象が起こったと考えられます。 

しかし、３月だけは１１時１５分に人が増えているのがわかります。これは１１時３０分

から、浜松商工会議所青年部の方による政策提言会議というイベントを展開していただけた

からであると考えられます。 

 今後更なる活性化を考えるとなれば、昼に近い時間帯のイベントと「朝市」ではない新し

い企画が必要ではないかと分析しました。 

 

２．ＳＮＳのヒット数 

右の写真のように Facebookでの朝市に関連する全ての

投稿での閲覧数を合計しました。 

目標合計数は２，０００ヒットでしたが、実際合計数は

目標を大きく上回る６，３９９ヒットとなりました。 

この結果から、たくさんの方がＳＮＳを見ていること

が分かりました。そして、定期的にＳＮＳを更新していく

ことで来場者数を増やせるのではないか、と感じました。 

しかし、ＳＮＳの更新を忘れてしまうこともあったの

で、部活内にしっかりと定着させ朝市の情報発信を継続

させていきたいです。 

Facebook を閲覧している人々の年齢層を具体的に特定

図１1 
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することはできませんが、Twitterで「いいね」を押してくれる人から推察すると、年齢層は

３０代から４０代が多いのではと分析しました。実際に来場者数が増えている年齢層は３０

代から４０代だったので Facebook での広報活動の効果が出ていると推察することができま

す。 

今後は、この世代の新しい来場者を獲得するために、より具体的にニーズ分析をしていこ

うと考えています。 

 

３.チラシの回収率とデザイン性 

 目標 5％→実際約 0.5％                

 チラシの回収率は目標には遠く及ばず、非常に悪

かったです。しかし、本年度から始めた取り組みで

あり前例もなく目標回収率設定での根拠が薄かった

ので、これを機会に今後も回収率のデータを積み重

ね、細かい検証をしていきたいと考えています。 

しかし、チラシ本体についてもいくつかの反省点

がありました。まず、デザインについてですが、受

けとった方の印象に残るような工夫をする必要があ

ると思いました。今後は、もう少し見やすいものに

したいと考えています。 

次に、チラシの配布方法についてです。今回は、

手渡しやホテルに置いてもらうことを主にしていま

したが、それ以外にも効率的に情報を発信する方法

を考えていくべきだと感じました。  

       

４.商品の売り上げと来場者数 

表４は我々の販売した商品（ホーリアン、

みそまんじゅう）の売上金額を来場者数で割

り、来場者一人当たりに対してどれくらいの

売上があるかを表にしたものです。この表か

ら、人の流れが多くなればなるほど商品は売

れることが実証されました。 

しかし、５月の部分を見ると来場者数が少

ないわりに５月の売上高がよいなどの現象

も発生し、さらに細かい分析をしていく必要

性を実感しました。 

来場者数の売り上げの比較分析 

表４ 
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第６章 課題 
 

課題１ 

専門家の意見 

 静岡文化芸術大学文化政策学部の教授である森山一郎先生に本年

度の活動を報告し、検証してもらいました。特に野点を利用したプロ

モーション戦略は高評価を得ることができました。森山先生がおっし

ゃったことをまとめると以下のようになります。 

（1）イベントに頼ることのない朝市づくりを 

 イベントのおかげで普段から考え付かない来場者が訪れたことに対する努力は評価しても

らえました。しかし、本来の商店街が持つべき商品力に関してはまだまだ魅力的な商品がそ

ろってないのが現状ではないかと厳しいご意見をいただきました。このことを踏まえて私た

ちが作った商品の商品力を高めることと住民の方々が必要と感じる商品を作ること。そして

他団体との協力を深めることでイベントに頼ることなく普段の朝市が盛り上がるのではない

かと考えました。 

 

例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

（2）広告発信の矛盾点  

高齢者をターゲットにした商品を販売しているのに対して、イベントは２０代～４０代に

向けて行っている。つまりターゲットをしっかりと定めていないのではないかとのご指摘を

いただきました。実際に高齢者も増えていますが、一番増加した年代は４０代です。今後、

私たちが行ってきた活動を振り返り今回あまり増加しなかった２０代～３０代の来場者を増

やすための具体的な方策を考える必要があると考えました。 

森山一郎教授 

来場者と触れ合う家康くんと直虎ちゃん 
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（３）マーケティングプランをシャープに 

昨年度は、ファミリー世帯をターゲットにした商品開発をしていましたが、本年度は高齢

者をターゲットにしたため、向かっていく方向性が定まっていないとのご指摘を受けました。

今後は収集したデータを活用し、どのような方向に進むべきかを再検討して、具体的な方策

を考えたうえで行動に移し、ターゲットをより明確にしていくことが必要だと考えました。 

私たちが本年度行ってきた活動を次の代に繋げていくために、どのような課題があるのか

を今までの活動や専門家の意見をもとに部内会議を行い、部員の意見をまとめました。その      

結果、以下の課題が見つかりました。 

 

課題２ 

（１）現在の浜松の姿 

私たちの住む浜松市には、  

４つの大型ショッピングセン

ターがあり、自家用車の利用

を前提とした郊外型の街づく

りが中心となっています。浜

松駅周辺を見てみると、駅ビ

ルと駅前の百貨店は賑わって

いますが、それ以外は徒歩圏

内であっても買い物客が少な

く、寂しい状況となっていま

す。また図１２からわかるように駅南地区の人口は１９７０年（昭和４５年）には１７，０

００人が住んでいましたが、２０１７年（平成２８年）には９,５００人と約半減しています。

これはドーナツ化現象と呼ばれ、市内の中心地から郊外に人口が移動するという典型的な例

であると考えられます。また、浜松市には２０１７年に「コストコ」がオープンし、郊外型の

ショッピングセンター人気はさらに高まっています。 

（２）個人商店や商店街の衰退 

 ここで、流通の歴史的側面を考えてみます。１９７４年にセブンイレブン１号店が日本に

初出店してから、コンビニエンスストアは増え続けています。また、２０００年には大型小

売店舗の出店を規制する「大規模小売店舗法」が廃止され、大型店と地域社会の融合を促進

することを目的とした「大規模小売店舗立地法」が施行されました。それにより、浜松のよ

うな地方都市には大型店の出店が活発化しました。こうした背景から、個人商店の数は減り

続け、全国各地の商店街が衰退していきました。しかし、少子高齢化の急速な進行によって、

約 17,000

人 

約 9,000 人 

図１２ 
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最近では大型ショッピングセンター

の撤退も始まっています。例えば、九

州は福岡市の「イオン上峰店」は２０

１９年１月３１日に閉店することが

決まっています。このように、商店街

が衰退し、ショッピングセンターが

撤退することで街には商店が残らな

くなってしまいます。それにより買

い物難民と呼ばれる高齢者層が増え

ているというニュースが話題となっ

ています。このように、外部の開発業

者を頼りにしていると、採算が合わな

いなどの理由で撤退してしまい、街は

大きく衰退してしまいます。浜松市の

ショッピングセンターが撤退するの

もそう遠い話ではないかもしれませ

ん。そうなってからでは手遅れです。

今のうちから地元に住む私たちの力

で商店街の活性化を進め、大型ショッ

ピングセンターの撤退に対応できる

ようにしていくべきだと思います。 

（３）新たな成功例 

衰退していく一方だと思えた商店街

でしたが、実はそればかりでありません。２０１７年１

１月に浜松市サザンクロス商店街ほしの市実行委員会

が開催した「ほしの市」というイベントです。これは、

私たち同様、駅南商店街を活性化させたいと考えではじ

められたことですが、主催者

の一人である鈴木友美子さん

にお話を伺ったところ、「３０

代のおしゃれ夫婦が買い物を

楽しんだり、地産地消をモッ

トーとした商品を食べたりで

きるマーケットを開きたい」

と考え出展者を集めました。

これは、ベルソナマーケティ

ングの理論に沿って、ターゲットを的確にして考えられたコンセプトだそうです。このマー

引用元：https://hoshinoichi.com/ 

引用元：©Copyright2018 久留米ファン.All Rights 

引 用 元 ： Copyright(c)Saga Shimbun 

https://kurumefan.com/
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ケティング戦略により、月１回１０時～１５時の開催で１，７００人もの来場者を集めてい

ます。またコンセプトに合った商品の品ぞろえにより、私たちの参加している朝市とは異な

る点が多々見受けられ盛り上がりをみせています。私たちは「ほしの市」について積極的に

研究し、良い点を参考にするべきだと考えました。  

（４）これからの大きな目標 

私たちの力で駅南商店街を活性化していくためには、まずは「知識」を蓄える必要がありま

す。私たちの現在の力だけでは本当の活性化はできません。多くの方の協力が必要になりま

す。しかし私たちに何が必要かと考えることのできる知識が不足しては、周りの方の協力を

得ることは難しいです。より多くの知識を身につけていくことで、私たちが先頭に立ち、商

店街の活性化だけでなく、浜松市の活性化に貢献していきたいと考えています。そして、こ

れからの大型ショッピングセンターの撤退問題や自分たちの生まれ育った町を自分たちの力

で魅力的な環境にすることができるような人材になるために、日々の研究や活動に努めてい

きたいです。 

まとめ 

 この研究を通して、今後も急速に進む少子高齢化に対応していくためには、私たち地元の

商業高校生が地域経済活性化の一翼を担い、さまざまな人や団体と連携を取りながら持続可

能な街づくりを行っていくことが大切であると思いました。継続してきたこの研究の成果を

生かし、これからも地域の課題と向き合いながら地域経済の活性化に取り組んでいき、今後

の活動につなげていきたいと思います。 

 

さまざまな人や団体との連携 
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