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第１章 はじめに 
 近年、全国的に商店街の衰退が問題となっています。官民一体となった様々な取り組みが行わ

れていますが、どれも決め手に欠けているのが現状です。商店街の現状は、中小企業白書 2014 年

版に次のように述べられています。 

 「商店街は、戦後復興期から高度成長期にかけて店舗数を増や

してきており、いわゆる地域の一等地で商売をするなど、「町の

顔」として存在している。その後、百貨店が台頭したことにより、

商店街は百貨店とその地域内において競合することとなった。加

えて、モータリゼーションの進展もあり、郊外への大規模小売店

舗の出店が進み、商店街を中心とする中心市街地は空洞化した。

近年では、情報技術の進展により、ＥＣ市場が拡大しており、商

店街の業況はますます厳しくなっていると考えられる。」 

 確かに商店街は衰退傾向にあるのかもしれません。しかし、私たちは、商店街だけが持ってい

る地域との強い繋がりは大きな武器だと考えています。（写真１） 

また、こうした地域との強い繋がりはコミュニティビジネスなどの地域課題の解決を目的に行

う継続的なビジネスに向いていると考えるようになりました。 

 以上を踏まえた上で、私たちにしかできない①コミュニティビジネスの実践、②収集した商店

街情報の中から商店街として発信したい情報や、発信すべき情報を抽出した商店街の各個店Ｗｅ

ｂページの作成、③個店Ｗｅｂページの集合体であるバーチャル商店街作成の３点を中心に活性

化プロジェクトを推し進めることにしたのです。 

§商店街の現状                         

図１は、商店街の空き店舗率の推移を示

したものです。商店街の空き店舗の割合は、

2003 年には 7.3％であったものが、2012 年

に 14％を超え、増加の一途を辿りました。 

 店舗数が減少した結果、アーケードの維

持・修繕費を捻出できず、アーケードが消

滅の危機に陥っている商店街や、アーケー

ドを建設した際の融資が返済できずに、自

己破産した商店街振興組合が各地に存在し

ています。 

 以上のような厳しい環境にある商店街は、

図２のような課題を抱えています。これを

見れば、商店街の抱える課題として最も多

いのが、「経営者の高齢化による後継問

題」、次いで「集客力が高い・話題性のあ

る店舗／業種が少ない又はない」、「店舗

等の老朽化」、「商圏人口の減少」、「大

型店との競合」と回答されています。私た

ちも調査活動を通して感じていたことです

が、後継者のいる商店主は元気なのに対し

て、後継者のいない商店主は何事にもやる

気やチャレンジ精神が欠けていたように思

図２：商店街の抱える問題（複数回答） 

資料：中小企業庁「平成 24 年度商店街実態調査報告書」 

図１：商店街の空き店舗率の推移 

資料：中小企業庁「平成 27 年度商店街実態調査報告書」 

（注）空き店舗率＝空き店舗数÷店舗数 

写真１：大正筋商店街 



います。 

行政面でも、法的に商店街を活性化しようとする試みが実施されています。2006 年に成立・施

行された「中心市街地の活性化に関する法律」で全国各地から提出されたプランで「歩いて暮ら

せる生活空間の実現」が目標として挙げられています。実数では、総数 155 プラン中、151 プラ

ンが中心市街地での歩行者回遊性の向上を掲げているのです。 

 一方、中心市街地の回遊性を扱った先行研究では、歩行者の回遊行動に影響を与える空間構成

を中心に取り上げているものが多くあります。これらの研究は、追跡調査によって歩行者の回遊

に対する行動を集客拠点間の距離から明らかにしています。つまり、私たちのように商店街の回

遊性向上の取り組みをインターネット上の仮想空間で実施、現実空間での活性化に繋げる取り組

みはありません。 

 そこで、本研究では神戸市新長田南地区商店街（大正筋商店街・六間道商

店街・本町筋商店街・西神戸センター街）の本通りと、出店している商店全

店を静止画像で撮影してＷｅｂ化、インターネット空間において各商店街の

回遊をできるようにするＩＣＴプロジェクトを推進しています。（平成 30 年

1 月現在、上記４商店街すべてのバーチャル化が完了。） 

 このインターネット上の仮想空間では、実際の商店街店舗で利用できる割

引チケットの配付や、各店舗のＷｅｂサイト内に埋め込まれたキーワードを

店主に伝えることで割引を受けられるサービスなどを組み込んでいます。

（写真２） 

 こうした仕組みを設定することで、仮想空間であるＷｅｂページの閲覧が、

現実空間における利用者の回遊行動に繋がるのではないかとの仮説を立て、検証を行いました。 

§本論における「商店街活性化」の定義              

本研究では、「商店街活性化」をゴールに位

置付けて様々な活動を展開しています。ところ

が、文献・先行研究の調査においても明確な

「商店街活性化」の定義がなく、その必要性を

感じるようになりました。 

 デジタル大辞泉によれば、活性化は「地域、

組織において外部、内部の刺激により、活動が

活発になったりして、よい方向に向かうこと。

企業であれば、儲かること」と定義されていま

す。そして、商店街は「小売商業等が集積して

いる地域」と定義されていますから、「商店街

活性化」は、「小売商業等が集積している地域

の商店における活動が活発化し、ビジネス的に

儲かっている状態」と定義しました。 

この定義づけによって私たちは、商店街活性化モデル（図３）を作成し、実践に取り組むこと

ができるようになりました。 

§本論における「商店街回遊性」の定義              

デジタル大辞泉によれば、回遊性は「買い物客が、店舗内や商店街を歩き回ること。」とされ

ています。つまり、回遊性の定義自体が大型小売店舗内・中心市街地・都市部・商店街の回遊行

動を含んでいました。そこで私たちは、回遊性を商店街とその他の中心市街地・店舗内などと明

確に区別し、「商店街の回遊性」と定義しました。 

情報発信力が強化された個店Ｗｅｂページ 

商店街のＷｅｂサイト作成（バーチャル商店街） 

生徒が作成する個店Ｗｅｂページに反映 

生徒の活動が商店主に刺激を与える 

個店コンセプトの見直し ＋ やる気 

商店主と生徒のコミュニケーション 

聞く・話す・読む・書く 

商店街現状調査・商店取材活動 

図３：商店街活性化モデル 

写真２：商店Ｗｅｂ 

ページ 



私たちは新長田南地区の４商店街をロの字型に接続したバーチャル商店街を閲覧者が自由に行

き来し、Ｗｅｂサイトの仕掛けにより、実店舗の利用に繋げることを狙いました。 

§新長田南地区商店街と神戸星城高等学校             

こうした仕組みを設定することにより、仮想空間における商店街Ｗｅｂサイトの閲覧が、現実

空間における利用者の回遊行動に繋がるのではないかとの仮説を立てて検証を行いました。私た

ちが活動のステージに設定した神戸市長田区にある神戸市新長田南地区商店街（図４）も全国各

地の商店街と同様に活性化を求めています。 

 大正筋商店街は、ＪＲ新長田駅・市営地下鉄新

長田駅（以下、新長田駅とする）の南側にあり、

1940 年代後半から 60 年代前半にかけては神戸の副

都心として近隣の靴工場で働く社員やその家族の

最寄品購入の場として賑わっていました。 

 六間道商店街は、新長田駅から約 600 メートル

南に位置しています。新長田駅から新長田一番街、

大正筋商店街を通り抜けるルート、新長田駅と東

急プラザ新長田店の間の通りを南下し、国道２号

線を渡ってから、神戸市営地下鉄海岸線駒ヶ林駅、

虹のアーチ（六間道商店街のシンボル）に到着す

るルートがあります。そして先ほどのルートから

１ブロック東にあり、国道２号線から南に伸びる

アーケードのある本町筋商店街から六間道商店街に入る３通りのルートがあります。 

1950 年代後半から 60 年代前半にかけては映画館が３つもあり、商店街のネーミングにもなっ

ている六間（約 10 メートル）の道幅一杯の人で溢れていたそうです。 

また、アーケードはあっても自動車が入ってくるという特殊性もあり、歩行者にとって快適な

環境とは言いがたい面があります。ただ、自転車で利用するとい

う観点では、複数の商店街をスピーディに回遊できるメリットは

大きいと思いました。実際に自転車で買い物に来ているお客さん

を多く目にすることができます。 

本町筋商店街は、神戸市長田区の商店街の中で最も歴史があり、

通りの天井から吊り下げられている大きなハートのモニュメント

（写真３）が、心のふれあいを大切にしてきた商店街のシンボル

になっています。本町筋商店街は二三和会商店街（神戸長田腕塚

町）、久栄会商店街（神戸長田久保町）、二葉会商店街（神戸長

田二葉町）で構成されている連合会です。加盟店舗は約 70 店舗

あります。また、それらの商店街を繋ぐように丸五市場があり、小さな敷地の中に多くの商店が

軒を連ねています。 

 しかし、1980 年代後半頃から、神戸市営地下鉄の延伸・モータリゼーションの進展などで多く

の住民、特に若い人たちを中心とした世代が郊外の西神ニュータウンに移っていってしまいまし

た。これにより、新長田南地区商店街の利用者の高齢化率が高まるなど、ドーナツ化・空洞化が

急激に進行しました。 

このような商店街に、追い討ちをかけるように 1995 年、阪神・淡路大震災（以下、阪神大震災

とする）が発生し、新長田南地区商店街は壊滅的な打撃を受けました。ピーク時には約 21 万人

いた長田区の人口は阪神大震災後に約 10 万人まで減少（次ページ図５）し、特に被害が大きか

った大正筋商店街は約 90 あった店舗が 10 店舗程度に減少するなど、商店街としての機能が失わ

写真３：ビッグハート本町筋 

西神戸センター街 

本町筋商店街 

学校跡地 

大正筋商店街 六間道商店街 

図４：神戸市新長田南地区商店街と学校跡地 



れ、存続すら危ぶまれる状況に追い込まれまし

た。 

私たち神戸星城高等学校の前身である、神戸

女子商業高等学校は、前ページ図４でもわかる

ように、大正筋商店街の西側に隣接する形で設

置されていましたので、写真４のように大きな

被害を受けました。商店主自身はもちろん、そ

の子供たちも本校卒業生が多く、まさに商店街

と共に育ってきた学校だったのです。阪神大震

災後は、同じ校地での学校再開が認められず、

本校は須磨区への移転を余儀なくされました。 

商店街では、伝統的に商店街振興組合が組織

されています。それは新長田南地区商店街も同

様です。再開発後に加わった新しい商店主は、

以前からの商店主と年齢的なギャップもあり、

商店街振興組合に入らない傾向が見られました。

これは大正筋商店街だけはなく、全国的な統計

データで「任意団体、その他」が 50％を超えて

増加傾向にあり、広告・広報活動を一緒にでき

ないなど、新たな問題となっています。大正筋商店街振興組合内でも、高齢者と若手の間では、

意見の統一が難しいということが聞かれます。高齢者と若手の双方が納得し、長期的な展望を持

って新規事業を実施していく必要があります。 

こうした意思統一には、世代間に横たわる違いを理解し、一つの目標に向かって進んでいくこ

とが大切です。その手段としては、高齢者と若手がコミュニケーションをよく行い、相互理解を

深めていくことが重要です。 

こうした世代間のギャップを埋めていく上でも私たちのＩＣＴの活用による商店街の活性化は

大いに有効です。「今度高校生がうちの店のＷｅｂページを作ってくれるけど、どんなページが

いいかなぁ」「できたＷｅｂページを息子に見せよう」など自然と会話を増やし、コミュニケー

ションを円滑にする側面もあります。 

六間道商店街や西神戸センター街では、シャッター店が多いこと、明かりが少ないこと、一見

さんが入り辛い雰囲気、自動車・自転車の往来がある、既存の店舗の特色が出せないことなど、

多くの問題が山積しています。 

§活動場所の設定                        

私たちが新長田南地区商店街を活動場所に選んだきっかけは、顧問

の先生から大正筋商店街に対する想いを聞かせて頂いたことでした。 

 神戸星城高等学校の前身である神戸女子商業高等学校が大正筋商店

街と隣接していたことや、卒業生も多く居住していること、そして阪

神大震災で焼け野原となり、大きな被害を受けたことも知りました。 

 こうした話を聞く中で、私たちは「大正筋商店街のために何かでき

ないだろうか」と考えるようになりました。そこで、顧問の先生に引

率してもらい、実際に新長田南地区商店街の商店主の方々に会う機会

を設定して頂きました。（写真５） 

 

 

 

写真５：大正筋商店街振興組合 

会長の伊東様から話を聞く生徒 

図５：長田区の人口の推移（国勢調査より） 

写真４：震災時の商店街と校舎 



§心情の変化                          

商店主と初の対面をした時に驚くことがありました。私たちが挨拶をした直後に、商店主の方

に「来るのが遅い」と一喝されてしまうことがありました。最初はその言葉に戸惑いましたが、

実際には、商店主の本心は私たちの訪問を嬉しく思ってくれていて、震災後もっと早くに来てほ

しかったことや、私たちの活動に期待してくれていることが会話を通して分かり、「できること

を早く考えて、何とかしなければ」と考えるようになっていきました。 

§Ｗｉｎ－Ｗｉｎなプロジェクト                    

近隣型商店街は、最寄品中心で地元主婦が日用品などを徒歩または自転車などにより日常性の

高い買い物をする商店街です。新長田南地区商店街もここに分類されます。 

 新長田南地区商店街の商圏を飛躍的に拡大し広域型・超広域型を目指すことはできません。し

かし、阪神大震災後の再開発によって商店街中心部に立体駐車場が設置されていて、モータリゼ

ーションへの対応ができています。 

 こうした側面から最寄品だけでなく買回り品店を混在させ、シャッター店の業種を入居前に設

定するなどの方法により、テナントミックスを意識した商店街の活性化を目指すことが必要です。

また、将来的には自動車、バスで来街する商店街を目指していく必要性があると考えました。こ

うした集客には、安価な方法で継続的に質の高い情報発信が最も大切です。ＩＣＴを活用した私

たちの情報発信活動に対する重要性は、さらに高まっています。 

私たちはこうした経緯から、阪神大震災で大火災の現場となり、多くの店舗が壊滅的な打撃を

受けた中から、復興への努力を続ける大正筋商店街と、活性化を求める六間道商店街・本町筋商

店街・西神戸センター街の「にぎわい創出プロジェクト」として活動し、商店街の役に立ち、自

らもビジネス場面における実践力を磨くための“Ｗｉｎ－Ｗｉｎなプロジェクト”として活動に

取り組むことにしたのです。 

§新長田南地区商店街が抱える問題                

活性化を考える上で、新長田南地区商店街が抱える地理的な問

題に焦点を当てました。 

 大正筋商店街は新長田駅の南に位置しています。新長田駅から

隣接して延びる新長田一番街と比較して、駅からの移動距離も長

く、新長田一番街を通り過ぎても交通量の多い国道２号線を横切

らなければならないなど、利用しにくいのが現状です。 

大正筋商店街へ行く別のルートとしては、新長田駅から続く地

下道ですが、新長田一番街と比較して店舗数が圧倒的に少なく、

人通りがないので大きな効果を上げていません。 

六間道商店街も乗降客の多い新長田駅から利用するには、大正

筋商店街と同様の苦労があります。ただ、神戸市営地下鉄海岸線

の駒ヶ林駅に隣接しているメリットもあります。 

しかし、六間道商店街の最寄りである駒ヶ林駅は、新長田駅に

比べて１日平均乗降客数が圧倒的に少なく、六間道商店街のみで

の集客が困難であることがわかります。こうした現状から、私た

ちは新長田南地区商店街に「にぎわい」を創出し、集客力をアッ

プすることが最も効果的であると考えて活動を開始しました。 
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図６：商店街活性化プロジェクト 



第２章 これまでの活動 
§１年目の活動                         

 １年目には私たちに大きな活動を展開する準備も資金もなかったため、商店街に出向いて顔を

覚えて頂き、人間関係を作ることで活動のきっかけを得る

時間にしました。 

 商店街活性化に向けて活動するために、私たちはできる

だけ大きな活動を継続的に行い、商店主の信頼を得る必要

があると考えました。そのため、私たちコンピュータ部の

部活動としての実践だけでなく、商業科目「課題研究」の

「パソコン演習」の授業実践としても活動することになり

ました。（写真６） 

§２年目の活動                         

 部活動生徒は、一年を通して活動ができるという大きな利点があります。例えば、授業の「課

題研究」だけで取り組んでいる場合、長期休業中には活動するメンバーがいなくなり、活動でき

なくなるので商店主からの信頼を得ることができません。 

商店街との信頼関係構築には、一年を通して活動している私たちコンピュータ部員の存在が不

可欠です。 

授業として取り組んでいる生徒の利点は、40 名程度で開講されているため、メンバーを総動員

すれば、スピーディに商店主の要望に応えることができ、活動に機動力が生まれることです。こ

のように違う特徴を持つ生徒が協力して活動したことによって、２年目の活動は様々な成果を挙

げることができました。 

 ４月に行った企画会議で、私たちの特技であるデザイン力を発揮することで活性化に貢献でき

ないかを話し合いました。その結果、商店オリジナルのぼりを福井県鯖江市から仕入れた長尺布

に学校の大判プリンタで作成することになりました。（写真７） 

 インターネットを活用した市場調査では、商店ごとのオリジナルのぼりの作成は 10,000 円から

30,000 円程度が相場であることが判明しました。私たちは、大判のインクジェットプリンタを使

用して作成するので、フルカラーで高いクオリティののぼりを作成することができます。また、

業者に作成を依頼した場合、サンプルとして提示されるのぼりは１つになりますが、課題研究で

は履修者の 40 名で取り組むので、１商店ごとに

40 種類のサンプルが提示されます。この圧倒的

なサンプル数は、注文した商店主に最も好評で

した。 

 また、作成のコストを見直した結果、700 円程

度で完成したのぼりを 2,000 円で販売できました。

店主にとっては、商店オリジナルのぼりが 2,000

円と格安で、豊富なサンプルの中から、店頭へ

の設置イメージを持って購入できるメリットが

ありました。 

私たちは自分たちの活動で利益が出ることに

よって生まれる責任感や、自分が提案したデザ

インが採用された時の嬉しさや感動を味わうこ

とができました。 

写真６：コンピュータ部員(左)と課題研究履修 

生徒(右) 

写真７：のぼりデザイン作業(左)と完成したのぼり(右) 



§３年目の活動                         

私たちは、のぼり・タペストリーの作成と並行して、新たなプ

ロジェクトを行うことを決定しました。それは、大正筋商店街の

商店を取り上げたＷｅｂページの作成です。これまでの活動に積

極的な支援をして頂いていた大正筋商店街にあるお茶屋の「味萬」

様から、Ｗｅｂページの作成を依頼されたのです。商店主の伊東

様には、学校に来て頂き講演をして頂いたこともあり、私たちも

その想いをＷｅｂページに反映させたいと考えました。 

私たち生徒一人ひとりがＷｅｂページのサンプルを完成させて、

伊東様ご夫妻に採用するデザインを決定して頂きました。 

私たちが作成したＷｅｂページ案は、お茶屋をイメージした緑

色を基調とした作品が多かったのですが、採用された作品は、ピンク色を基調としたものでした。

（写真８）商店主のイメージするカラーと私たちがイメージするカラーが大きく違うことが意外

でした。 

 さらに、持ち運びが大変な商品をインターネット上で注文できるショッピングバスケットを作

成しました。ここでは持ち運びが大変な「長田の鉄人ソース」などを販売するシステムを構築し、

私たちが学んできた動的Ｗｅｂコンテンツ作成のプログラミングスキルが実際に役立つことを知

り、アルゴリズムを習得するスピードが飛躍的に向上しました。 

§４年目の活動                         

大正筋商店街もほかの商店街がそうであるように、シャッターで閉じられている商店が増えて

います。私たちも実際に商品を開発し、大正筋商店街で販売することで活性化に協力できないか

考えてみました。 

 私たちは、既存の商店をのぼり・タペストリー・Ｗｅｂページによって情報発信することで以

前の「にぎわい」を復活させることを目的に、商店街活性化プロジェクトを展開してきました。 

 しかし、私たちが実際に商店で販売をしているわけではありません。そこで、私たちが実際に

ビジネスに取り組むことができないか考えるようになりました。 

これまでの会議や先行事例の研究から、「大手の企業が手を付けていない分野（ニッチ市場）

をターゲットとしてビジネス活動を展開すれば、成功することができるのではないだろうか」と

の仮説を立てました。 

現状を把握して、ニッチ市場を見出すために大正筋商店街アスタくにづか１番館にある「神戸

クラフトコレクション」を訪れました。ここは、革製品をつくるためのレザークラフト教室の運

営や革製品の販売、革製品製作道具、素材となる革の販売も行っています。店主に対するインタ

ビューでは革製品のニーズが高い地域であることが判明しました。 

 また、「神戸クラフトコレクション」で販売している革は長田

区内に集中的に存在する靴工場の余り革を四角形に裁断し、それ

を袋詰めして販売しているという情報を得ることができました。 

神戸市長田区の代表的な地場産業といえばケミカルシューズ・

革靴です。そこで、「新長田の靴工場から製造工程で生まれる余

り革を安く手に入れることはできないか」と考えました。飛び込

みで 10 社以上の靴工場を周りましたが、なかなか相手にしても

らえませんでした。しかし、最後に訪問した婦人靴メーカー「カ

ラキプロダクト」で、靴の製造過程で出てくる余り革を無料で提

供して頂けることになったのです。（写真９） 

写真９：交渉の様子 

写真８：Ｗｅｂページ作成の様子と 

作成したページ 



私たちは、その革を利用したコインケースを製造・販売することにしました。商品をコインケ

ースにしたのは、余り革でも十分製造できるサイズであることや、比較的簡単に製造できること

など、私たちにぴったりの商品開発だと考えたからです。 

 コインケースの作成には、実際のブランド品の本革コインケースをモデルとし、サイズやデザ

インに変更を加えてオリジナル作品として完成させました。製図の作業は、手描きでは時間と環

境が必要となるので、フリーソフトのＣＡＤ（コンピュータ設計支援ツール）を用いて小銭入れ

の図面を作成しました。（写真 10） 

 完成した商品は、大正筋商店街にある委託販売店「リト

ルストア」（写真 11）で販売をすることにしました。コ

インケースの販売は好調でしたが、リトルストアの販売員

から得た情報は、「パスケースならコインケースよりもっ

とニーズがある」とのことでした。そこで急ぎパスケース

の図面を制作し、製造・販売をしました。売れ行きは好調

でしたが、製造が追いつかないというジレンマも経験しま

した。 

§５年目の活動                         

 私たちは、３年目に制作した商店のＷｅｂページについて「情報集積を高めることが大切だ」

と考えました。そこで５年目の研究活動として、大

正筋商店街の 52 店舗を取材し全店のＷｅｂページを

作成、それらを集めた「バーチャル大正筋商店街」

を作成することにしました。 

これにより、Ｗｅｂページの集合体として情報集

積を高めることで、実際のお客として大正筋商店街

を利用する動機付けを高めることができ、既存コン

テンツにおいても閲覧者が増加するなど、活性化が

見られるようになるのではないかとの仮説を立てま

した。 

これまでに習得してきたＷｅｂページ作成技術、特にイメージマップの機能を使って作成に取

り組みました。（写真 12） 

 バーチャル商店街は３種類のページから構成されています。商店街の通りを５メートルおきに

撮影したページ、商店の正面写真のページ、商店の情報ページです。通りの中央をクリックする

と商店街が奥に５メートル進み、左右に写っている任意の商店をクリックすると商店の正面画像

に切り替わるように作成しています。これによって、実際の大正筋商店街にある商店を映像とし

て記憶してくれる効果を期待しました。 

 バーチャル商店街の作成にあたっては、閲覧者、つまりターゲットをどう決めるかが重要にな

りました。実際に大正筋商店街に取材に行った際、シニア層の方が多かったため、ターゲットを

60 代以上に決定しました。デザインは見やすく、やわらかいイメージで統一を心がけました。ト

ップページではやわらかいイメージを強めるため、ひらがなを積極的に採用し、オレンジを中心

写真 11：「リトルストア」での販売 

写真 10：革製品の作成 

写真 12：バーチャル大正筋商店街 



としたあたたかみのある配色を採用しています。また、大

きめのボタンを配置することで、クリックが苦手な方でも

閲覧しやすくなるよう工夫しました。各個店のページも、

それぞれの雰囲気やイメージを取り入れつつ、全体のやわ

らかなイメージを損なわないようにデザインしています。  

 この大正筋商店街での活動は、神戸新聞に『「昔のよし

み」まち再生へ』として掲載して頂きました。（写真 13）

また、2014 年には、バーチャル大正筋商店街の活動が神

戸市からも認められ、予算化されて本格的な大正筋商店街

公式Ｗｅｂページとして作成されることが決定しました。 

（大正筋ばーちゃる商店街 http://www.taishousuji.net） 

§６年目の活動                         

 これまでの取り組みを通じて高めてきた総合的なディジタルスキル修得の集大成として、個店

ＣＭの作成に取り組み、各商店Ｗｅｂページの質を高めることを目標としました。 

バーチャル大正筋商店街では独自ドメインを取得し、大正筋商店街公式サイトとして１日平均

200 ページビュー程度のアクセスはあるものの、アクセスが減少傾向にあることが明らかになっ

ていました。 

私たちの会議の中で、「なぜ、アクセス件数が伸びないのか」を考えた際に、「個店Ｗｅｂペ

ージというコンテンツの質を高めることが必要だ」という意見が出ました。この意見によって、

この年の研究として「大正筋ばーちゃる商店街」の中に大正筋商店街 52 店舗を取材して作成し

たＣＭを公開するプロジェクトにチャレンジすることにしました。 

 これにより、Ｗｅｂサイトの情報発信力を強化し、実際のお客様に大正筋商店街の特色に興味

をもってもらうことで、バーチャル商店街の閲覧者が増加するなど、活性化が見られるという仮

説を立てました。 

動画編集が初めての生徒もおり、エンコードなどの用語理解もま

だまだの状態でしたが、悪戦苦闘しながらもそれぞれの作品を完成

させていきました。（写真 14・15） 

動画コンテンツは年々増加傾向にあり、現在の高校生が実社会に

出る頃にはさらに重要性が高くなっていると考えられています。 

完成後に試写会を行ったところ、私たちは満足感を得て、商店主

からは自らが出演した動画に照れながらも喜ぶ姿が見られました。 

また、世間では「ホームページは更新が命」とも言われます。私

たちのバーチャル商店街も更新を怠れば衰退してしまいます。2014

年度も全商店の更新を行いましたが、更新したことを商店主だけで

はなく、大正筋商店街を利用するお客様にも伝える必要性を感じま

した。そこで私たちは「ばーちゃる大正筋商店街更新情報」という

ディジタルパンフレット（次ページ図７）を作成して、インターネ

ット上に公開しました。さらに、印刷したものを大正筋商店街で

2015 年１月 17 日に行われた「阪神大震災 20 周年イベント MERRY IN 

KOBE」に炊き出しボランティアとして参加し、来場者に配布を行い

ました。(次ページ写真 16)  

ディジタルパンフレットには初めてバーチャル商店街を知ったお

客様のために、できるだけアクセスしやすいようにＱＲコードも埋

め込んでいます。 

写真 13：バーチャル商店街の取り組みが掲載

された新聞記事 

写真 14：ＣＭ作成の様子 

写真 15：作成したＣＭ 



 このような活動において出たアイディアの実現を制限してしまうのが、ディジタルスキルでも

ありました。私たちが日常生活で使用していても、いざ制作するとなるとその方法を知らないな

ど、それぞれのアイディアの実現にディジタルスキルを身に付けるための勉強が必要でした。 

 

§７年目の活動                         

 これまでの大正筋商店街を対象とした取材活動の中で、大正筋

商店街以外の商店街でも買い物をする顧客がいることがわかりま

した。そこで私たちは、新長田南地区商店街全体をＷｅｂサイト

化し、インターネット上で実際に各商店街間を回遊できるように

構築する計画に取り組むことにしました。この年は、既にバーチ

ャル商店街化されている大正筋商店街から、さらに東側の六間道

商店街へとバーチャル商店街を延伸し、Ｌ字型の底辺を完成させ

ました。（写真 17） 

基本的なページ構成や仕組みは大正筋バーチャル商店街と同様ですが、ページの配色やデザイ

ンを六間道商店街をイメージしたものに変更し、どの商店街のページを閲覧しているのか、分か

りやすくなるように工夫しました。 

(六間道バーチャル商店街 http://www.jpia.co.jp/rokken/index.html) 

 また、利用者の商店街間での回遊行動を明らかにするために、各商店街利用者を対象とした質

問紙による調査活動を行いました。 

 

アンケート調査の詳細                                   

【実施場所】大正筋商店街・六間道商店街・本町筋商店街・西神戸センター街 

      各商店街の出入り口付近 ４か所 

【実 施 日】第１回 2015 年 12 月４日（金） 

17：00～18：00 

      第２回 2015 年 12 月 17 日（木） 

13：00～15：00 

【利用者の回遊行動】 

 アンケート調査の結果、各商店街利用者が次ページ図 16 のような経路で回遊行動をとってい

ることが判明しました。各商店街利用者はこの図 16 の赤い線の経路を通って商店街を利用して

います。この図から、西側の大正筋商店街と南側の六間道商店街の２つの商店街を同時に利用す

る方が多いことがわかります。 

【アンケート調査の分析】 

・利用者の居住地は 74.7％が長田区内となっており、近隣の住民の利用が多い。 

・利用する年代は 50 代以上が 73.8％と多く、高齢者の利用が多いことがわかる。 

・上記のように高齢者の利用が多いが、ネットショッピング経験のある利用者も 46.8％と多い。 

・87.4％の利用者が商店街を複数利用しないと回答しており、現状での回遊行動はほとんどない。 

 

写真 16：炊き出しボランティア 

図７：大正筋ばーちゃる商店街ディジタルパンフレット 

写真 17：六間道バーチャル商店街 

写真 18：アンケート調査活動 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品販売プランの提案                                       

 どれだけＷｅｂコンテンツを充実させても、商店街に魅力的な商品がなければ、集客や回遊行

動は望めないと考えた私たちは、取材活動やバーチャル商店街の作成と並行して、商店街にある

魅力的な商品をより多くの人に知ってもらう為、商品の販売計画を立案しました。その中の一つ、

大正筋商店街の「味萬」様の「抹茶最中アイス」の販売計画が採用され、私たちの考えた販売計

図 11：複数の商店街を利用する人の割合 

図 12：商店街間で商品を比較して購入する人の割合 

図 14：ネットと実店舗を比較する人の割合 

図８：居住地の割合 

図９：年代の割合 

図 10：性別の割合 

図 13：ネットショッピング経験者の割合 

図 15：複数の商店街を利用するために必要なこと 

図 16：商店街利用者の回遊行動 



画を基に、今後販売を展開していくことになりました。 

①販売計画プレゼンテーションの様子（一部抜粋） 

【生徒】 

 よろしくお願いします。（企画書を見て頂きながら） 

前回試食させて頂いた、抹茶最中アイスについて、

新商品の販売戦略の計画を考えさせて頂きました。 

まず、最中アイスのパッケージを考えてみたのですが、最中アイスをオールシーズン、毎日食

べられるようなアイスだったら顧客需要があるのではないのかと考えています。 

― 中 略 ― 

パーティとか家族とかで楽しめるように、大人数で食べられるようなパックがあると、通信販

売などでも買われやすいですし、お土産にも持って行けると思いまして。アイスパックとお茶を

つけてセット販売すると、お茶も飲んでもらえ、「美味しかった」、と思って買っていただける

かなと思っています。以上で終わらせて頂きたいと思います。 

【店主】 

すごいね。ここまで高級感のあるイメージを作るというのも。 

おじさんたちが思っていることを掴んでくださっているし、ここまでまとめようと思ったら勉

強しないとできないし、それだけ気に留めてもらえてありがたいです。 

②プレゼンテーション終了後の生徒の感想 

 「企画書を提出したとき、店主の伊東様が真剣に聞いて下さりとても嬉しく思いました。今回、

商品販売プランを提案させて頂きました。その中で“高級感を感じさせるもの”というテーマで

パッケージ案を２種類考えたのですがその中の桜の花をモチーフにしたものは、「桜の花と抹茶

が合うか」、「桜といえば春というイメージ。桜でオールシーズン売れるパッケージといえるだ

ろうか」というご指摘を受けました。 

 私の案を聞きながら、すぐに直すべき所を指摘し、また更に良くするためのアイディアをいく

つも頂きました。普段私は、そのようにアイディアが沸いてくることがないので、実際にビジネ

スの現場に身を置いて活動されている商店主の方々は凄いなと実感しました。 

店主の伊東様から感謝の言葉まで頂き、努力した結果が報われたと思いました。私のアイディ

アを採用してくださった「味萬」様に

感謝の気持ちを込めて、この企画をよ

り良いものにしたいと思いました。」 

 この活動については、私たちのパッ

ケージが採用された商品「抹茶最中ア

イス」を道の駅、高速道路のサービス

エリア、神戸空港などの販売ルートを

確保する取り組みを継続しています。 

 

 

 

§８年目の活動                         

 この年は、本町筋商店街にある店舗 50 店のＷｅｂページを作り、バーチャル商店街のＵ字型

を完成させました。本町筋商店街の店舗を取材し、「バーチャル本町筋商店街」としてＷｅｂサ

イト化し、公開しています。バーチャル商店街は昨年までと同様の構成で作成していますが、今

年度はスタイルシートを用いることで修正やデザインがスムーズにできるよう工夫しました。 

 プロトタイプが完成した後、商店主に実際のＷｅｂページを見て頂き、修正点の指摘やアドバ

写真 20：提出した企画書 

写真 19：プレゼンテーションの様子 



イスをして頂き、完成版として仕上げました。（写真 21） 

（バーチャル本町筋商店街 http://www.jpia.co.jp/honmachi/index.html） 

 完成後、本町筋商店街でバーチャル本

町筋商店街の開通式を行いました。商店

主の方にも喜んで頂き、その様子は神戸

新聞様に掲載して頂くこともできました。 

（写真 22） 

また、これまでの研究によって、回遊

性行動の調査は行ってきましたので、商

店街の現状について、本町筋商店街内で

新長田本町筋商店街二葉会会長の木村勝

典様にインタビュー形式での聞き取り調

査を行うと同時に、各商店主の方に質問

紙を用いたアンケート調査を行いました。 

 

調査内容                                                                       

【実施場所】本町筋商店街 

【実施期間】2016 年 12 月 13 日（火）14：00～18：00 

【本町筋商店街の現状について】 

 震災前の賑わいが失われ、人通りが少なくなったといった意見が多く聞かれました。 

・運営が難しく、厳しい状況にある。 

・人通りが少なく、お客様も少ない。 

・昔は忙しく、人混みが多かったが、阪神大震災後は人が少ない。 

・昔は多かった通勤客が少なくなった。 

・自分の力で立ち上げている。 

・若い商店主が積極的に行動してくれるので、商店街として元気がある感じがする。 

・商店街が全体で活動すれば繫栄につながると思う。 

【インターネットによる販売について】 

 インターネットを活用して販売を行っている店舗はなく、インターネットでの販売希望がある

店舗もありませんでした。インターネット販売を行わない理由については、スキル不足や、撤退

例が多いことが挙げられました。 

・かつてインターネット販売を行ったことがある店舗も皆撤退しており、やる気にならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 22：本町筋商店街での活動が掲載された新聞記事 

写真 21：バーチャル本町筋商店街 



第３章 今年度の研究１ 
－バーチャル西神戸センター街の作成－ 

§【１】研究の背景                                           

神戸星城高等学校は、商業科のみを設置する商業高校です。本校では、これまでに課題研究な

どの授業として、プロジェクト学習に取り組む機会がありました。しかし、授業でのプロジェク

ト学習の取り組みは１年間だけの実践になることが多く、継続した活動にはなっていませんでし

た。ビジネスを学ぶ私たちにとって、継続的な活動ができず、ビジネス面での信頼関係が作れな

いことは、実践的な活動への取り組みを難しいものにしていました。 

このことから私たちは、これまで先輩たちが取り組んできた実践を継続することが最も大切な

ことだと考えました。  

 ただ継続といっても、これまでに得た経験から先輩のアドバイスを聞き、何を継続させれば効

果的な活動ができるのかを検討しました。 

 その結果、打ち上げ花火方式の活性化策では継

続的な効果が期待できないので、これまで取り組

んできたバーチャル商店街の更新と延伸に取り組

むことにより、インターネット上での商業集積を

高めることが必要だと考えました。 

これまでは、新長田南地区商店街の中で大正筋

商店街・六間道商店街・本町筋商店街を取り上げ

て商店街通り画像・商店正面画像・商店Ｗｅｂペ

ージの三構成からなるバーチャル商店街を作成し

てきました。  

今年度はそのＷｅｂサイトを、西神戸センター

街へと延伸し、ロの字型の完成を目指すことにし

たのです。（図 17） 

§【２】研究仮説                        

神戸市新長田駅南地区商店街には、大正筋商店街、六間道商店街、本町筋商店街、西神戸セン

ター街の４つの商店街がロの字型に存在しています。 

そこで、４つの商店街すべてをＷｅｂサイト化し、各商店街をインターネット上でロの字型に

回遊できるように４年計画で構築することにしました。また、実店舗で活用できる割引チケット

をＷｅｂ上で配付し回遊性を強化するための仕組みを設定しました。今年度は、商店街Ｗｅｂサ

イト化の４年目（商店街活性化の活動としては９年目）として西神戸センター街のＷｅｂサイト

化を行うことにしました。 

§【３】研究の流れ                                           

① オリエンテーション 

 プロジェクトリーダーから、

課題研究選択者とコンピュータ

部員双方にこれまでの経緯や取

り組みについての説明を行いま

した。（写真 23） 
写真 23：オリエンテーション 

図 17：バーチャル商店街化する商店街の位置関係 

大正筋商店街 

六間道商店街 

本町筋商店街 

西神戸センター街 



② ＳＷＯＴ分析（高校生と商店主の比較分析） 

私たちが商店街の活性化に対して、より効果的な協力ができないかを考えるため、ＳＷＯＴ分

析を行いました。活性化に対する外部要因は私たちと商店主で共通の要因が考えられます。また、

それぞれの強み・弱みといった内部要因は、私たち高校生と商店主では違うものとなり、その比

較も重要だと考えました。（図 18） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＳＷＯＴ分析を行い、私たちと商店主の内部要因を比較すると、お互いの弱みを補い合えるこ

とがわかりました。 

私たちが得意なＩＣＴ活用は、商店主の苦手な分野で、重宝して頂けます。しかし、私たちに

とっては基本であるコンピュータ用語も商店主にとっては難しく、質問の仕方ひとつで不愉快な

気持ちにさせてしまう側面があり、注意が必要でした。 

 私たちの弱みであった資金面は、行政や商店街の予算で簡単に解決したこともありました。例

えば情報発信を行うために開発したバーチャル商店街ですが、レンタルサーバー代などを商店主

に拠出して頂き、現在も独自ドメインで安定運用できています。また、商店主は取扱商品に対し

て専門知識があり、その知識は百貨店店員でもかないません。 

 私たちが脅威と考えていたモータリゼーションへの対策も、商店街の中心に大きな立体駐車場

があり、また、新長田駅から駒ヶ林駅への移動も雨に濡れない状態ですることができます。駅の

利用者の目を引く魅力的な商店街があれば、活性化も不可能ではないのです。 

 こうした商店街の魅力を発信していくことで、駅から駅へ、もしくは商店街から商店街への回

遊を生み出すことができれば、活性化も実現できると考えています。 

 そこで、新長田合同庁舎の完成に合わせて、これまで作成してきた４つのバーチャル商店街

（大正筋・六間道商店街・本町筋商店街・西神戸センター街）をまとめた冊子の出版を進めるこ

とを計画しています。これは、庁舎での仕事中にインターネットを利用して昼食をとる店舗を探

すのは困難ではないか、と考えたことから発案したものです。 

 

弱み 強み 

機会 脅威 

 助けになる要因 妨げになる要因 

内 

部 

要 

因 

・ICT活用が得意(高校生) 

・1時間に40名単位での労働集積 

が可能(高校生) 

・活性化面での公的資金が豊富 

(商店主) 

・継続した活動ができる(商店主) 

・商品の専門知識がある(商店主) 

・ICT活用が苦手(商店主) 

・労働集積が低い(商店主) 

・資金が乏しい(高校生) 

・継続した活動が難しい(高校生) 

・商品の専門知識がない(高校生) 

外 

部 

要 

因 

・新長田合同庁舎が完成 

(昼間人口が1,000人増加) 

・アディダスジャパンの開発拠点が長田

区に進出 

・活動のマスメディア掲載 

・行政，商店主などが活性化を求めて 

いる 

・大規模小売店の台頭 

・モータリゼーションの進展 

・少子高齢化 

図 18：ＳＷＯＴ分析 



③Ｗｅｂページ作成スキルの習得 

 課題研究選択者とコンピュータ部員のプロジェクト参加者全員が技術不足により、アイディア

が制限されないように、Ｗｅｂページ作成スキルを身につける授業を行いました。 

④店舗ページ案の作成 

 取材に先立って商店主の方に、より具体的に商店Ｗｅｂページをイメージしていただくために、

店舗ページのデザイン案を作成しました。 

 コンピュータ部員により全 44 案を作成し、良いと思う作品に投票を行い、最も票が集まった

デザイン案を本年度の商店Ｗｅｂページに採用しました。（写真 24・25） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤西神戸センター街の取材 

 昨年度までの研究で、回遊行動の調査は行ってきました。今年度は商店街の現状を把握するた

めに、西神戸センター街振興会会長、田中豪人様にインタビュー形式での聞き取り調査を行いま

した。 

各個店に対するＷｅｂページ作成のための取材活動の許可については、事前に各商店に取材許

可願いの用紙を配布し、快諾を頂き行いました。（写真 26） 

 

 

 

 

 

 

 

§【４】Ｗｅｂサイト化作業                    

西神戸センター街の各商店Ｗｅｂページを作成し、Ｗｅｂサイトとしてまとめた「バーチャル

西神戸センター街」を作成しました。（次ページ写真 27・28） 

（バーチャル西神戸センター街 http://www.jpia.co.jp/nishikobe/index.html） 

 

写真 24：デザイン案の作成と投票 

写真 26：取材活動 

写真 25：Web ページデザイン案(左上が決定稿) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｗｅｂページ作成班のコメント】 

○爽やかと清潔感をモットーにＷｅｂページを作成しました。こ

だわった点は、画面にいる動植物の配置です。工夫した点は、パ

ステルカラーを使い全体を落ち着いた雰囲気にしたことです。こ

れらの点に重点を置いたので、誰がこのページを見ても見やすく、

情報を的確に知れるページを作成できたと思います。 

○このＷｅｂサイトを作るにあたって、どの年代の方でも見て楽しめるようなＷｅｂサイ

トを目標にしました。まず、高齢者の方々がよく商店街を利用されているので、使いやす

く、シンプルなデザインを意識しています。字が小さくなってしまうと高齢者の方々には

見えにくいので、文字の大きさも見やすいサイズにしています。そして、商店街を活性化

するためには若い方たちの力が必要不可欠です。そのため、若い人たちに「楽しそうな商

店街だな」と思ってもらえるように、デザインを工夫しました。 

こだわった点は、各ページのデザインです。Ｗｅｂサイト作成班は、ＨＴＭＬ作成班、

デザイン決定班が別々の生徒で構成されています。ページデザインはデザイン班がパワー

ポイントなどで絵コンテを作成し、それを基にＨＴＭＬ作成班が実際のページを作成する

という二人三脚の体制で仕上げていきました。 

Ｗｅｂページ作るうえで苦労したことは、ＣＳＳの使用です。バーチャル西神戸センタ

ー街は、デザインの自由度を上げるためにＣＳＳを使用しています。しかし、ＨＴＭＬ作

成班が誰もＣＳＳを使ったことがなく、皆で１からＣＳＳの使い方を調べながら作ること

になりました。 

ＣＳＳとは Cascading Sytle Sheets の略称で、ＨＴＭＬで作られたページの文書構造を視覚的

に補助、つまり装飾やレイアウトといったデザインを加えることができる言語です。 

私たちが普段見ているほぼ全てのＷｅｂサイトにＣＳＳが使われており、ＣＳＳをオフ

にしたら文字だけのＷｅｂページになってしまいます。ＣＳＳは一見しただけではとても

難しそうに見えますが、基本的な使い方を覚えるだけで誰でも使えるようになります。も

ちろん、高度なレイアウトやデザインをＣＳＳで実現するにはかなりの勉強をしなくては

なりませんが、１つ１つ覚えていくことでＣＳＳを使えるようになっていきました。 

このＷｅｂページがどんどん世界に広がり、商店街が活性化していけるようになれば嬉

しいです。 

そのためにも、今の後輩たち、これから入ってくる後輩たちにこのＷｅｂサイトの作成

技術を引き継ぎ、何年たっても見て楽しめるようなＷｅｂサイトを作っていってほしいと

思います。 

 

 Ｗｅｂページのプロトタイプが完成した後、商店主にＷｅｂページを見て頂き修正点やアドバ

イスを受け入れて、完成版に仕上げていきました。 

 

 

写真 27：Ｗｅｂページ作成作業 
写真 28：バーチャル西神戸センター街 



 

第４章 今年度の研究２ 
－地域情報誌『FULLBUL』の発行－ 

§【１】研究の背景                       

 神戸星城高等学校は私立学校であり、生徒の居住地が公立学校よりも広いエリアにまたがって

います。そのため学校のある近隣地域出身の生徒は公立学校よりもずっと少なく、地域との関係

性が希薄になりやすい傾向にあります。つまり、公立学校は地域の子が通う「自分の学校」であ

り、私立学校は「他人の学校」と位置付けられてしまうことになるのです。この状態では、私立

学校の生徒と地域の方との希薄な関係がトラブルの原因となり、学校生活にも悪影響を与えるこ

とになります。 

こうした問題を未然に防ぐためにも、近隣地域との連携が重要だと考えました。 

地域との連携は様々な学校が実践し、数多くの事例が存在しています。しかし、私たちが活動

を行うに当たって、①どのような連携を行えば学校と地域にメリットがあるのか、②連携を継続

していくことができるのか、といった疑問点が挙げられます。 

 そこで、この２つの疑問について私たちは先行事例を調査し、疑問の解決が可能な地域連携プ

ランを立案、実践することにしました。 

①学校・地域双方のメリット 

 私たちが活動を通して経験を得ることは、その活動の成功、失敗を問わず私たちにとって大き

な力となります。しかし、地域にとって高校生の地域連携活動がビジネス活動の妨げになったの

では許されません。また、広域な地域での希薄な人間関係に基づく活動はより慎重に進めていく

必要があります。その一方で、ビジネス場面にとっても、地域と合意した内容の情報発信面での

強化は効果的で「比較的失敗の少ないプロジェクトである」と先行研究が明らかにしています。 

②地域連携の継続 

 地域と連携した活動は、継続して行っていくことが重要です。１年間だけの実施では、興味を

失う地域の方も多いと考えられます。特に本校のような商業高校では、ビジネス場面での実践も

多く、商店主に信用される活動を継続していくことが最も重要になります。 

§【２】研究仮説                        

 ①本校生が学校周辺地区の情報を収集・加工・表現して地域情報誌を発行することを通して、

主体的なアプリケーション活用スキルやデザインスキルを身に付けることができる。 

 ②本校生が学校周辺地区の情報を収集・加工・表現して地域情報誌を発行することを通して、

自らが発信する情報に責任を持ち、情報モラルを高めることにつながる。 

 以上が私たち生徒のメリットです。近隣地域のメリットとしては、 

①地域の活性化に学校を巻き込むことができる。 

②生徒との交流で住民の生きがい、やりがいを生むことができる。 

③学校との交流で地域住民間のつながりが深まる。 

 以上の仮説を立てて、本校生徒や近隣住民を対象に調査の分析から、その効果を検証しました。 

§【３】研究の流れ                       

①本校の歴史と近隣との関係について理解を深めるためのオリエンテーション 

 ②企画会議 

 ③活動を開始する前に、近隣地域への事前聞き取り調査 



 ④聞き取り調査の結果を集計・分析 

 ⑤地域情報誌の方向性に関する検討会議を実施 

 ⑥地域情報誌のひな型（レイアウト）の作成 

 ⑦店舗への取材活動 

 ⑧取材した情報を基に誌面を作成 

 ⑨地域情報誌の印刷・製本・配布 

 ⑩振り返りと次回発刊時の申し渡し事項を作成 

この流れを繰り返して、毎年１回の発行を継続します。 

§【４】取材活動                       

 地域情報誌作成の初年度となる今年は、学校周辺の飲食店を中

心に取り上げることにしました。できるだけ幅広いジャンルで誌

面を構成できるよう、学校周辺の店舗を選定し、電話でアポイン

トを取り、店舗へ訪問しました。取材時には誌面レイアウトのプ

ロトタイプを提示することで完成をイメージしてもらい、より積

極的に質問に答えて頂けるよう、工夫しました。 

 話だけではなかなか店主を本気にさせることができませんでし

たが、完成がイメージできるプロトタイプを見てもらうことで取

材活動に積極的に参加してもらえるようになるなど、商店主に大

きな変化が表れました。 

 日常生活で利用する機会が多い学校周辺の商店でしたが、取材

を通して、改めて商店の良さに気が付き、その店その店のこだわ

りを知ったことで、私たちも、その商店を利用することが楽しみ

になりました。 

§【５】編集作業                      

 取材で得た情報や写真を、各店舗の特色がイメージできるよう、

誌面にまとめていきました。基本的な配置や文字サイズは統一さ

れていますが、配色や装飾は店舗ごとに変更しています。 

 それぞれの店舗ごとにグループに分かれて編集作業を行いまし

た。普段は個性的なデザインをしているグループも、多くの人に

配付される地域情報誌ということを考え、全体で統一されたデザ

インを採用して編集作業を行っていきました。 

完成した地域情報誌は、須磨区を流れる妙法寺川が桜に彩られ

る様子にヒントを得て、「Full Bloom」（爛漫）を基に「FULLBUL」

（フルブル）と名付けました。（次ページ写真 33） 

§【６】情報発信の効果                   

 完成した「FULLBUL」は、掲載されている店舗に置いてもらう他、

本校のオープンスクールでも配布するなど、１万部を作成し啓発を行っています。また、この活

動は神戸の地域密着型新聞である「ビバ！ニュータウン」にも取り上げていただきました。（次

ページ写真 34） 

 取材をした商店主の方にも喜んで頂くことができ、地域情報誌の配付にも勢いがついたので、

他の商店からも追加で注文が入るなど大きな反響を得ました。 

 マスメディアに取り上げられることを目的に行ってきた活動ではなかったのですが、その反響

写真 29：ページレイアウトのイメージ 

写真 30：取材の様子 

写真 31：取材シート 

写真 32：作成した誌面 



や店主の嬉しそうな表情を見るとこうした啓発活動も重要だと感じました。 

私たちの活動は、地域の活性化を目指した活動であり、須磨区役所と協力して 2018 年５月に行

われた「神戸まつり」にてブース出展・運営を行いました。（写真 35） 

須磨観光マップ（写真 35）は、地図（Ｗｅｂと紙媒体）に埋め込まれたＱＲコードを携帯電話

やスマートフォンで読み込むことで、須磨区の観光地をＶＲ（バーチャルリアリティ）で閲覧で

きるようにしたもので、詳細は次章で詳しく紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 33：「FULLBUL」表紙（左：創刊号 右：第二号） 

写真 35：須磨観光マップ（左）と神戸まつりでの啓発（右） 

写真 34：活動の記事が掲載された紙面（左：2017 年７月号 右：2018年９月号） 



第５章 今年度の研究３ 
－須磨観光マップの発行－ 

§【１】研究の背景                       

地域情報誌「FULLBUL」の発行は、大きな

評価を得ることができましたが、活動を継

続していくためには予算が必要です。この

取り組みの中で、「ある程度の情報発信力

を得るためには地区で 10 万部以上、妙法寺

駅周辺だと最低１万部の発行がなければ実

効力のある情報発信にはならない。」とミ

ニコミ誌編集者から指導して頂いたこともあって、「FULLBUL」を妙法寺駅周辺だけで１万部発行

しました。印刷代は 10 万円以上必要となり、この資金は学校の協力・有志からの支援で捻出す

ることができましたが、継続した資金調達が課題となりました。 

§【２】研究の流れ                       

須磨区に助成申請書を提出した結果、最終選考に選出されました。 

最終選考は下記のとおり実施されました。 

日 時：平成 29 年５月 24 日（木）13：00～ 

場 所：須磨区役所４階 多目的会議室 

審査員：須磨区長・神戸女子大学教授・須磨区内住職・須磨区内企業経営者・銀行員 

 私たちは当日授業がありましたので、最終選考のプレゼンテーションには先生が参加し、事前

に撮影しておいた動画を会場で上映していただくという形での参加になりました。 

§【３】取材活動                        

須磨区といっても範囲が広く、授業内でフィールドワークを行うことは困難です。そこで取材

活動は課題研究履修生徒 40 名全員が取材先として観光地を個々に選定し、夏季休業中に行うこ

とにしました。 

【取材活動詳細】 

期  間：平成 29 年８月 17 日（木）～10 月２日（月）まで 

場  所：現光寺・須磨寺・妙法寺・須磨水族園・須磨離宮公園・須磨浦山上遊園・ 

須磨海岸・須磨海水浴場・Repas（飲食店）・神戸総合運動公園 

取材生徒：課題研究履修生徒 40 名 

§【４】編集作業                      

 編集作業は、３年情報類型「パソコン演習」の授業時間に

行いました。（写真 37） 

§【５】今後の予定                     

 夏季休業中に行った取材活動で動画を撮影した生徒もいま

した。須磨海岸の風景や須磨水族園のイルカショーなど、確

かに動画の方がイメージしやすく、行きたいという気持ちが

高まることも確かです。 

写真 36：「FULLBUL」の配布 

写真 37：編集作業 



 そこで、須磨観光マップ（写真 38）では、地図上にＱＲコードを埋め込み、観光地の画像サム

ネイル内にあるＱＲコードを選択し

た場合にはＶＲ観光動画を、地図上

にあるＱＲコードを選択した場合に

はＰＤＦ化された観光情報を閲覧で

きるようにする、といった工夫を取

り入れました。これにより、静止画

像である地図をインターネットと融

合させることができました。 

 

 

 

 

第６章 今年度の研究４ 
－自治体・企業との連携－ 

§【１】研究の背景                       

神戸市民参画推進局部協働課・ＮＰＯ・ボランティア支援担当課長の山根賢治様より、私たち

が商店街活性化に取り組む様子を神戸新聞で見たとの事で、会いたいとの電話があり、来校して

頂きました。山根様からは「社会問題を解決するために大学生と活動している。高等学校でこれ

だけ活躍されている団体はないので、是非協力して欲しい。」との趣旨説明があり、「私たちが

できることなら」と承諾させて頂きました。 

後日、神戸ソーシャルキンパスミーティングへの参加依頼が届き、兵庫を代表する大学の大半

が活動に参加していることに驚くとともに、初の高校生団体として気合を入れなければと思いを

新たに活動に参加することにしました。 

 今年度は、私たちが作成してきたバーチャル商店街がロの

字型に完成します。このロの字の中心地に「新長田合同庁舎」

が完成することが決定しています。これにより、新長田南地

区商店街は、配属される県職員・市職員を合わせて、昼間人

口が 1,000 人以上増加することになります。経済的に好影響

があることは間違いありませんが、新長田南地区商店街に魅

力がなければ、「通勤時に利用しないし、昼食時にも利用し

ない」というような、期待する効果が全く表れない状況にな

るかもしれません。 

 そこで、以下の仮説からその対策を検討しました。 

§【２】研究仮説                         

 私たちは「自治体・企業との連携」として以下のような検討課題から、仮説を導き出すことに

しました。 

①神戸の企業と協力関係をつくるために、どのような提案が効果的なのか。 

②新長田合同庁舎で働く県職員・市職員はどのような情報を求めているか。 

この２点をテーマにグループ討議を行い、問題の洗い出しと解決策の検討を行いました。これ

らの仮説を実効力や経済波及効果といったデータから導き出すことは、現時点では困難です。も

写真 38：須磨観光マップ 

写真 39：神戸ソーシャルキャンパス 

ミーティング 



ちろん、新長田合同庁舎の完成後には、こうした実効力といった視点での調査を行いたいと考え

ていますが、ここではグループ討議から導き出された解決策の具体化を目指した取り組みを行う

ことにしました。 

§【３】研究の流れ                       

①については「企業の社会貢献活動に期待する他力本願的な考え方ではなく、私たちとのコラ

ボレーションが企業にとって新たなビジネスに繋がる等、私たちと企業にとってＷｉｎ－Ｗｉｎ

な連携となる視点での取り組み方を考え、実行していくことが取り組みの継続に繋がる」という

考えがグループ討議から出されました。 

②については、勤務経験のない私たちではわからないことが多くあるので、市の関係者に対す

る聞き取り調査を実施し、現状を把握することに努めました。 

大がかりな調査活動はできませんでしたが、一つの大切な情報を収集することができました。

それは、「私たちの想像以上に職務が忙しく、事前に昼食を取る店を調べておくことは難しい」

という情報です。勤務中は職務専念義務があるため、Ｗｅｂサイトで調べるといったことも難し

いそうです。そのため、色々な店舗ページを閲覧しながら巡回するネットサーフィンが最も適さ

ない方法になるそうです。 

これらの情報を基に私たちでグループ討議を行った結果、以下の条件を満たすことが必要だと

の結論に達しました。 

①昼食休憩中に簡単に閲覧できる。 

②一度に多くの店舗情報を取得できるように１ページに多くの店舗を入れる。 

③昼食時の営業時間を強調し、お得なランチセットなどの内容・価格を入れる。 

④12 時 10 分に入店してから、食事開始までの予想最大時間を明記する。 

これらの４条件をクリアすることを目標に活動に取り組むことにしました。 

§【４】新長田合同庁舎概要                   

私たちは情報発信を効果的に行うために、新長田合同庁舎の概要を、インターネットと県広報

誌から情報収集しました。 

新長田合同庁舎整備事業については、平成 27 年 9 月 28 日に兵庫県知事と神戸市長の共同記者

会見で、新長田駅南地区へ兵庫県・神戸市が、各関係機関を共同移転することが発表されました。 

震災前と比べ、昼間人口が戻っておらず、まちの活性化・賑わいという面ではいまだに課題が

残っている新長田駅南地区に、兵庫県・神戸市の合同庁舎が建設されます。これによって、地域

の活性化と行政組織の業務の効率化、兵庫県民・神戸市民に対する行政サービスの向上が図られ

ることになります。 

こうした事務所の移転で、約 1,000 人の職員と来庁者によるにぎわいの創出や、県市税部門の

集約によるサービスの向上と業務の効率化などの効果が期待されるとしています。 

【新長田合同庁舎の概要】 

│庁 舎 名 称│新長田合同庁舎       │建 設 地│長田区二葉町５丁目１-１ 

│敷 地 面 積│約 3,820 平方メートル     │延 面 積│約 19,500 平方メートル 

│規 模│地上 9 階・最高高さ約 39ｍ 

【今後の予定】 

平成 29 年 10 月 工事着手  平成 31 年６月末 合同庁舎完成（７月より供用開始） 

§【５】冊子版バーチャル商店街の発行              

 私たちにはバーチャル大正筋商店街の啓発を目的に、57 店舗を掲載した冊子を作成し、阪神大

震災 20 周年を記念して実施されたイベントで配布した経験があります。このときのデータを元



に冊子を作成することになりました。しかし、新たな情報を入れることになったこともあって、

取材活動も再度行うことにしました。 

 さらに、今年度バーチャル化した西神戸センター街については、冊子版バーチャル商店街の前

段階として、掲載している商店Ｗｅｂページを再構築し、特集冊子として詳しい情報を掲載して

発行することにしました。 

この冊子作成は、平成 30 年度に大正筋商店街、平成 31 年度に六間道商店街、平成 32 年度に本

町筋商店街、平成 33 年度に４商店街の合同版 119 店舗が掲載されているものを完成させる計画で

進めることにしました。 

 さらに、ここで収集した情報は、「フェリシモ」様と本校がコラボする活動にしようと考えて

計画を進めています。 

 「フェリシモ」様は通販カタログの大手で、オ

ンラインショッピングも提供しています。また、

自社企画商品を中心に独自の視点でセレクトした

国内外の商品販売やサービスも取り扱っています。 

 会社としても、とても信用度が高く、本校より

ずっと多くの顧客データや販売実績を持っている

企業とのコラボは金銭面だけでなく、ノウハウの

吸収といった視点でも大きな収穫になるものだと

考えています。 

 企業とのコラボレーションを継続していくため

には、企業がなぜこうした投資を行うのか知って

おく必要があると考えるようになりました。 

§【６】ＣＳＲ・ＣＳＶとの連携                 

ＣＳＲは Corporate Social Responsibility（企業の社会的責任）の略称で、ＣＳＶは、Creating Shared Value

（共通価値の創造）の略称となります。 

最近、注目されているのが、ＣＳＶです。ＣＳＶは、2011 年にマイケル・ポーター教授が、ハ

ーバード大学で提唱した考え方で、企業が社会ニーズや社会問題に取り組むことで、社会的価値

を新たに創造し、企業にも有益となる経済的な価値も創造されることを指します。 

ＣＳＲ・ＣＳＶともに同じ社会に対する責任や活動のことですが、従来のＣＳＲが、コンプラ

イアンスや、環境マネジメント、フィランソロピー（社会貢献的活動）など本業とは関係のない

活動も指すのに対して、ＣＳＶは、本業そのものの、戦略的展開が目的です。つまり、ＣＳＶで

は、社会的価値の実現を通じて事業の価値や競争力を確立します。これはビジネスと深く結びつ

いた活動であり、企業にも大きなメリットがあります。 

そこで、私たちは企業とコラボレーションする際にＣＳＶの視点を忘れず、常に活動を共にし

た企業とＷｉｎ－Ｗｉｎな関係となることを意識し活動を展開しています。 

アンケート調査では商店街への来客数増加につながる回遊性の向上に効果的な事業について、

ハード事業面では「商店街歩行空間の快適化」、ソフト事業面では、「魅力あるイベントの実施」

との回答が最も多くありました。  

以上のことから、商業活性化のための回遊性向上を図るうえで効果的な事業は老朽化したアー

ケード・商店街通りの補修などの「商店街歩行空間の快適化」だと考えます。 

神戸市が実施した中心市街地への不満に関するアンケート調査結果でも、衰退して暗いイメー

ジの商店街通りの低い快適性に対する不満が最も多く、こうした商店街の歩行環境に対する市民

の不満が多い長田区の商店街（大正筋商店街を除く）では、「商店街歩行空間の快適化」が商業

活性化の上で重要な利用者の回遊行動に繋がると考えられます。 

写真 40：各バーチャル商店街店舗紹介ページ 



「魅力あるイベントの実施」は、すでにそれぞれの

商店街で集客実績があり、多くの店主が来客数増加に

つながるため、回遊性向上に効果的だと考えていまし

た。各商店街が同じ日にイベントを開催することで回

遊性向上を図るといった連携や、仮想空間でのイベン

トで手に入れた地域商品券が商店街の実店舗で利用で

きるといった思い切ったイベントを実践し、「個性的

で魅力ある商店街を継続的に宣伝する」事業を行って

いくべきです。 

しかし、その実現にはある程度の予算が必要です。

そこで、私たちにできる商店街活性化案として、新長

田南地区商店街の４つの商店街をＷｅｂサイト化する

「バーチャル商店街」プロジェクトに５年間取り組ん

できました。今年度に西神戸センター街をバーチャル

化したことによって、新長田南地区商店街すべてのバ

ーチャル商店街が完成しました。今後も更新とクオリ

ティの向上が必要で、大正筋商店街で行ったＣＭのよ

うなコンテンツの追加や、多くの人に認知されること

を目指し、紙媒体の発行も行っています。 

昨年度には、これまでの新長田南地区商店街だけではなく、学校周辺である妙法寺地区の地域

情報誌である「FULLBUL」を創刊しました。現在は、「FULLBUL２号」を出版し、本年８月９日（木）

にミニコミ誌「ビバ！ニュータウン」誌より取材を受けるなど、地域からも注目される活動にな

っています。（写真 43）また、今年度は須磨区と協同し観光マップを制作するなど、学校周辺地

域の活性化にも取り組んでいます。「FULLBUL２号」は１万部作成し、一部店舗からは追加注文も

あるなど、好評を頂くことができました。 

こうした私たちの活動は神戸市からも評価され、神戸ソーシャルキャンパスミーティングに参

加させて頂きました。そこで得たつながりから、企業とのコラボをさせて頂く機会が生まれるな

ど、今後の活動にとって大きなプラスになりました。 

 今後、さらにステージを拡げ、実効力のある取り組みを実社会において展開する、私たち神戸

星城高等学校のこれからの活動にご期待ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 41：商店主と生徒 

写真 42：商店主と生徒（左）・制作活動の様子

写真 43：FULLBUL２号の取材の様子 



【研究協力】 

神戸新聞社 堀内記者 

神戸新聞社 竹内記者 

中国学園大学教授 梅原嘉介先生 

大正筋商店街のみなさま 

六間道商店街のみなさま 

本町筋商店街のみなさま 

西神戸センター街のみなさま 
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 乾 日花鈴 
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 岩口 仁哉 

 岩林 光 
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 岡本 大輝 

 柿田 明音 

 筧 春紀 

 河辺 さくら 

 小林 千恵 

 齋藤 翼 

 崎久保 花苗 

 塩崎 雄己 

 自念 柚璃 

 杉浦 大智 

 鈴木 創大 

 席定 大翔 
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 南部 暁大 

 納多 彩夏 

 萩原 優奈 
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 平井 鞠子 
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 古川 怜磨 
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