
第４回「商店街ここがヘン、ここがスキ！」
  
　　　　　　　　　　　　　　　　　１０月１９日（土）商工会館 ３０１会議室

　　　　　　　　　　　　　　　　コーディネーター：山下真一氏　小林和人氏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　話 題 提 供 者        ：石川玲子氏　加藤和夫氏

《市長挨拶》
　こんばんは。今日のテーマは『商工業振興』で４

回目のフォーラムとなります。

　私の方から、何故このようなフォーラムを始めた
のかということと、福生市の基本的なことについて

皆さんに知っていただき、これからのトークの参考
にしていただけるよう、初めにお話させていただき

ます。

　その後、コーディネーター及び話題提供者の方々
にバトンタッチをして、肩肘はらずに自由に話をし

ていただくことを考えて、大勢ではなくこんな形に
しております。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

　　開催の趣旨・福生市の概要については、第
　　１回と重複しますので、省略いたします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

  こういったことをわかっていただいた上でこれ

からのお話を進めていただければと思います。
  それでは、武陽ガスの山下真一さんと大多摩ハム

の小林和人さんのお二人に進めていただきます。

《山下》

　ご紹介いただきました武陽ガスの山下です。不慣
れですが、よろしくお願いいたします。

  進め方ですが、二人の話題提供者の方にお話を伺
い、自由に肩肘はらずに挙手の上、お名前を言って

お話しください。

　今日は、市の幹部の方や、市議会の方もいらして
くださいましたが、市に対する苦情は別の機会にし

ていただき、商工振興に関する建設的な意見をお願
いします。

  それでは、もう一人のコーディネーターの小林さ

んから一言いただきます。

《小林》
　大多摩ハムの小林です。市長からコーディネータ

ーのお話を賜り恥ずかしながらお引き受けいたし

ました。話題提供者の前の話題提供として一言お話
させていただきます。

  私は、常々従業員に言っていますが、会社が大き
いから安心はできない、小さいからといって助けて

もくれない。純粋に競争原理だと。

　例えばスーパーに買い物に行った時、この商品の

会社は従業員が１０人以上の会社かどうかではな
くて、その商品がいいかどうかであると思います。

  そのためには、努力が反映されることだと思いま

す。そしてこの努力の方向性が問題で、間違ってい
たらマイナスになってしまいます。

　従業員には、３分間、息をとめる努力といって、
本人が頑張ったつもりでも方向性が間違っていた

ら何にもならないと言っています。

  今日は、この努力の方向性が見えてくれば面白い
なと思います。｢中小だから税金で助けてくれ｣では

なくて、どこにその努力を向けるべきかといったこ
とを考えていかなければいけないと思います。

  そこで、必要なことは消費者の視点で考えるとい

ったことだと思います。
  自戒も含めて話させていただきましたが、率直な

意見交換ができればと思いますのでよろしくお願
いいたします。

《山下》
　ありがとうございました。では、これから話題提

供者の方々のお話を伺います。
まず、福生駅前で｢石川｣という洋品店を営み、福生

及び都の商工会女性部長をしていらっしゃいます

石川玲子さんです。

《石川》
　こんばんは。ご立派な方々を前に私が最初に発言

させていただくこと、そして１０人ぐらいの方々の

前だと思っていましたのに、こんなにも大勢の方の
前ということで恐縮しております。

　先程、秋山さんと話をしたら、｢普段いろいろ喋
っていることを地のまま喋ればいいのよ。｣と言っ

ていただいたので、お話させていただきます。

  ご紹介にありましたとおり、商工会に参加させて
いただき、月に１度全国の会長さんが新橋の事務所

に集まり、時勢に合った商工振興についての情報交
換を行なっております。

  立場上、ここ何年かで非常に多くの商業集積地や

ショッピングセンターを見せていただきました。こ
この商店街もそうですが、都市構造の変化、大型店

舗の規制緩和等により、全国の９０％の商店街が苦
境に悩んでおります。そして、５年後の商店街のビ

ジョンが全く見えていないのではないかと思って

おります。
  数多く見学させていただいた商店街の中で、お台

場のモールは各店舗がユニークな品揃えで驚き、ヤ
ングの集積場所として太刀打ちできないと感じま

した。

　また、瑞穂にザ・モールができるということで、



モデルとなった仙台へ行きましたら、２１００台の

駐車場、年間１９８億円の売り上げ、そして子ども
をもつヤングのお母さんを対象としているため、床

もソフトにしてあったり、子どもを見てくれる場所
があったりと、ハード面、ソフト面でも充実してお

り、核になる店舗が７つぐらいでそれだけで客を呼

べるぐらいの盛況に関心してまいりました。
　また、岡山のチボリ公園では、５年前３００万人

だった人手が今年１５０万人になってしまい、大き
なかぼちゃを並べたり、地場産業を展示したり、地

元の中学生の演奏を聞いてもらったりと努力はし

ているが、苦しい状態が続いているとのことです。
あれほど大きなものを作ると、少しの手直しではど

うにもならないといったことになります。
  また、横浜のベイサイドマリーナは、三井不動産

のデベロップメントにより５年契約での開発だそ

うで、引き上げられた後の地元はどうなるのかと思
いました。

  以上見学をして思いましたのは、まちづくりには
二つの方法があって、一つは、大型店舗等の核をも

つ店を作り集積地として拡幅していく方法、二つ目

は、従来ある店舗を手作りにして個性ある店にして
ゆく方法だと思います。

  例えば、滋賀県長浜のガラス工芸を中心にしたま
ちづくり、富山県石川呉服町ではまちづくり実行委

員会をつくって、従来のお店を説得して個性的な町

にしたと聞いております。特に空き店舗を 1年間貸
して、やる気のある若者に商売を教え、地元で店を

出させていることがユニークで若者が若者を呼び
賑わっているんです。

  また、代官山では、高級住宅街の中に一つ面白い

お店ができ、二つでき、渋谷の若者が集まり出し、
ひとつの商店街となったようですが、一つ一つのお

店が非常に個性的で、買い物をしなくても楽しめる
んです。こういった手作りの町ができれば面白いな

と思いました。

  そこで福生の商店街はどうかということですが、
ファッションについては、立川まで行って用がすん

でいます。日用品については、近隣市町村は地元で
充分間に合っている。となると、流出が進んでいる

といっていいと思います。

　東口には、西友がリニューアルするということで

福生市にとってもいいことだと思うのですが、昔の

西多摩の玄関口としては集客が必要で、５軒でもい
いからソフト面でもハード面でもほんとにやる気

のあるお店ができればそこから集客現象がおきる
のではないかと思います。

　代官山の例のように、空き店舗を利用して、やる

気のある若者を養成し、補助もし、５軒でいいから
できれば面白いなと思います。

  高円寺では、リサイクルショップの商店街になっ
て若者が集まり、以前の老舗は消えてしまいユニー

クな町になりました。これは、仕掛け人がいたわけ

でもなく、必然的になったのでしょう。
  福生は、横田基地や多摩川があり、福が生まれる

という良い名称ですので、町全体をひっくるめて活
性化ができればいいなと思います。

  あがっておりましてまとまりのない話で恐縮で

す。お時間をいただき、また、聞いていただきまし
てありがとうございました。

《山下》

　ありがとうございました。加藤さんについては、

後程お話いただくとしまして、石川さんの方から、
全国の商店街やショッピングモールの成功事例、ま

た、福生市における流出、西多摩の玄関口として活
性化への提言などをお話しいただきました。

  では、今日ご参加のみなさんの中で、福生はこん

な風にしたらいいとか、他市ではこんな面白い商店
街があったとか、ご発言くださいませんでしょうか。

《男性Ａ》

　銀座通りで不動産業を営んでおりますＡと申し

ます。
　傘をささずに歩ける街、アーケードみたいに、傘

をささずに荷物を持てる歩道が福生にはないので
あるといいなと思います。

《山下》
　そうですね。近くでは、八王子がそうですね。他

にご意見はありませんか。

《石川》

　すみません。ちょっと言い忘れたのですが、個性
的なまちづくりをしていくべきだという話をして

きましたが、その個性的というのはハードの面とソ
フトの面がありまして例えば、ケーキ屋さんでは

｢あなたのためのあなただけのケーキを作ります

よ。｣といった人間関係でのソフト面を言っており
ますので、付け加えさせていただきます。

《男性Ｂ》

　駅前で花屋をやっておりますＢです。今日は、多

くのみなさんの意見をお伺いして今後の商店街活
動に役立てればと思ってきたんですが、先程の石川

さんのお話にもありましたように、各店舗がひとつ
でも名物を作っていけたらいいのかなと思いまし

た。



《山下》

　今度は消費者の立場で｢こんな商店があれば買い
物に行くのにな｣といったご意見はありませんでし

ょうか。

《男性Ｃ》

　銀座通りで清掃業を営んでおりますＣと申しま
す。

  消費者の立場ということで意見を言うのは難し
いのですが、ざっくばらんに言わせていただくと、

子どもの頃は、親と立川へ行ってご飯を食べてくる、

高校生ぐらいになると、吉祥寺・新宿へそして渋谷
へと行動範囲が広がっていきます。

　大手のデパートに一商店がかなうわけないので
すが、先程の石川さんの話にありましたとおり、代

官山のように自然に人が集まる雰囲気の積み重ね

が大事だと思います。西友も建て替えるということ
で一時なくなる中、市場ができるそうですが、私な

んか、その市場へ｢じゃあ今度から行くか｣というと
そうは思わないんですね。やっぱり値段だと思うん

ですよ。

　話しがまとまりませんが、今の段階では、ちょっ
とそばを食べに行く、ワイシャツを買いに行く程度

でしかないんですよ。それを、これから人の集まる
街にしていくということで、みなさんで知恵を絞っ

て考えていくんだと思うのですが。

《山下》

　ありがとうございました。他にどなたか…。

《女性Ｄ》

　私は１６号でアイビー化粧品の販売をしており
ますＤと申します。

  私がお嫁にきた時は、日米商会という洋品屋だっ
たんですが、Ｇパンやジャンパーに押されて麻雀荘

を始めたんです。夜になると全卓におにぎりを出し

たことでとてもはやりました。しかし、麻雀荘とい
う職業は、健康によくないと言われた頃、アイビー

化粧品と出会いました。
　これは、待つ仕事ではなく、自分で打って出て行

く仕事なんです。今は、ともかく自分のスケジュー

ルを埋めてゆくというのが仕事なんです。出て行く
ことが仕事だとエネルギッシュになりますし、不況

といわれますが、仕事はいくらでもあります。駄目
だと思ったら商売の転換を図るということだと思

うんですね。

　経営者として、他に無い物を見つけていくという
先見性や洞察力が大切なことで、デパートに関係な

くやっていけるんですね。私のところは、愛用者か
らの要望で暖簾分けをしていくので、とても忙しく

て幸せなんです。

  では、消費者としてどういうことを考えているか
というと、地元で買い物をしようと考えています。

人間関係のあるところで買おうと思っています。探
せばデパートにはない安くていいものがあります。

市民全体が地元で買い物をしようという愛着心や

ＰＲが大切に思います。

《山下》

　商売をしている方には、心強いお話で、地元で買
い物をしようという愛着心が広がって、商店でも新

しいものを取り入れた店作りをしていってくれれ
ばと思います。

  次のコーディネーターの加藤さんを紹介いたし

ます。
  加藤さんは、千葉の成東高校時代に野球をしてい

らして、甲子園一歩手前までいかれたそうで、その
後、早稲田大学でも１年からレギュラーで、４年の

時は硬式野球部のキャプテンをされたというスポ

ーツマンです。
　現在は、（株）桝屋・（株）マルフジ・自動車部

門ディーラーの社長さんをしていらっしゃいます。
では、お願いいたします。

《加藤》
　みなさん、こんばんは。加藤和夫でございます。

｢野球では飯は食えないぞ｣と言われますので、野球
の話は置いておきまして…。

  こういうところで話すことに緊張しております

が、私は千葉で育ちまして、親父もお袋も商人であ
ります。親父は自動車屋、お袋は落花生屋で小さい

頃はお袋の背中ではなく、職人さんの背中で育ちま
した。

　こういった経験から、現在の商売を通して、話題

提供者としてお話しができればと思います。

  祖父市蔵が亡くなる前、見舞いに行くといろんな
話をしてくれたわけですが、その中で『親日に日に

子楽 孫貧貧』とよく言っておりました。
　『親が日に日に働いて子が楽をすると孫は乞食

になる』といった意味だそうで『常に親であれ』と

いうことで、親も子も孫も遊んでいては駄目なんだ
よと私なりに解釈したわけです。

  昭和３３年に今の長崎屋の１階にマルフジスー
パーマーケットを開き、４３年間の間に３５号店ま

で増やしましたが、現在は１７店舗になっておりま

す。｢マルフジさんは、食品だから安泰ですね。｣
とよく言われるのですが、全くそうではなくて日々

考えているのです。
　今日も羽村のあさひ銀行の店舗が空くというの

で興味があって中を見にいってきたのですが、３社

ほど見学に来ていました。



　その中で一番熱心なのが『和民』という飲食店で

したね。理由は、｢駅前に『魚民』があるが、うち
はそこに勝てるから是非開きたい｣ということだっ

たそうです。競争が激しくなってきているなあと感
じます。

  ３年前に自動車部門からマルフジに携わること

になったのですが、そのとき、お客様からかなり見
放されたところでしたので、店の方向性をお客様に

聞こうと思い、『店長直行便』を設け、意見を聞き、
返事は必ず出すといったことを始めました。

  そしてもう一つは、昭和３３年に開店した当時は

周りにスーパーがなく、遠くから多くのお客様が来
てくれたそうです。他に競争相手がいなかったため

に努力を怠って値段だけの勝負をしていたという
認識のもとに、人がやっていないことはないかと思

い、5店舗を朝６時から２４時という営業を始めま

した。コンビニをやられている方もいらっしゃるか
もしれませんが、私どもは、ダイエーさんやヨーカ

堂さんにはかないません。
　でも、地元の人達に愛されるために、満足してい

ただけるような店にするというコンセプトを作り

まして、営業時間の延長を考えました。お客様には
大変喜ばれております。この体制には、長い時間が

かかりましたが、残りの店舗についても夜１２時ま
でを来年の４月からしようと思っています。

  近年、マルフジの改装をしました。３３年当時は、

いろいろ工夫をしていたようですが慣れてきた分、
努力を怠ってきたと思い、消費者の意見を聞き改装

をしたわけです。そして、先程石川さんからもお話
がありましたように、ハードの面については、お金

をかければどうにかなるのですが、ソフトの面です

ね、接客の面ですが、古い店ですので１０年、１５
年、２０年のパートさんが多いのです。

　この人達がマルフジを支えてくれたのですが、集
めてみるとお客様に対する対応がバラバラである

ことがわかりまして、本部の女性課長が厳しく研修

をしてくれて、２０年のベテランパートさんが泣き
ながら｢もう辞める！｣と言い、でも翌日には来てく

れて開店のときは、皆さんすっきりした顔で迎えら
れたんです。｢別のテナントがはいったんですか？｣

｢あんなむっつりした人があんないい声を出すんで

すね。｣という話が本当にありました。やっと消費
者のレベルにたどりついたなと思いまして、これを

維持していくことも大変ですし、いろんな店が出て
くることに努力をおしんではいけないなぁと思い

ます。敵は我々が寝ている間にもどんどん勉強して

いると感じております。
  私が昭和５４年に福生にきましたとき、加藤育男

さんのお父様が西口開発の委員長をしてらして、私
も参加したのですが、それから、２０数年が経って

今の開発がされたと思いますが、立川の伊勢丹の開

発には１１年かかったと聞いております。
　行政・地権者・商店が力を合わせて積極的に行動

を起こさないと達成ができないということだと思
います。

  私が基本的に考えておりますのは、今までは組織

があって個人があるということだと思うのですが、

これからは、個人があって組織がある。それが商店

街の集まりに確実になっているんだと思います。
　個の勝負だと思いますし、商店街も個として位置

づければ、それも戦いになりますし、市も同じだと
思います。

　今の若い人達の考え方は、私達の若い頃に比べて

かなりグローバルですし、英語がしゃべれなくても
アメリカにいってしまうというアメリカ的な考え

で、我々も頑張らなければいけないなと思います。
  最後になりますが、おとといゴルフの戸張捷さん

の話を聞く機会がありまして、参考になればと思い

まして話させていただきます。
  今、アメリカでは毎日一つずつゴルフ場が増えて

いるそうです。日本はどちらかというと毎日一つず
つ減っているという状況だと思います。でも、お互

い不況と言われているのですが、それはどうしてか

というと、アメリカでは街の造成・まちづくりをし
ていると。そして、日本と同じように緑を残しなさ

いという規制があり、その緑を残すという中にゴル
フ場を作ろうというのがあって、これはすべてがパ

ブリックです。

　そのゴルフ場の半分は１８ホール、残りの半分が
９ホール、残りの半分が６ホールといった具合にシ

ョートコースになっているそうです。
　それは、ゴルフをスポーツに例えるならば 5時間

６時間するのはおかしいと、２時間９ホールで午前

中やって午後は仕事にいく。こういうゴルフ場を一
流の設計士やニクラウスなどがつくるとそれなり

の人が集まってくる。住む人もそれなりのレベルの
人、店もそれなりの店、という具合に街ができてく

る、といった話しでした。

  アメリカという国はいろんな意味で進んでいる
国だなあと思った次第です。

  まとまりのない話でしたが、話題提供になればと
話させていただきました。

《山下》
　ありがとうございました。加藤さんは知識が豊富

で、私はいつも下座に座ってこき使われているので
すが、今日は横並びに座らせていただいて光栄に思

っております。（笑い）

  アメリカの話がありましたが、日本との感覚の違
いがあるのかなと、また、日本では購買層を集めな

ければいけないということだと思いますが…。
  駅前でおそばやさんを経営し、あきる野・羽村と

お店を出していらっしゃるＥさんいかがでしょう

か。

《男性Ｅ》
　先程、Ｂさんもおっしゃっていましたが、今日は

いろいろ話しを伺って持ち帰って従業員に話をし

たいなと思っておりますので…。

《山下》
　先輩には逆らえませんので、そういうことにさせ

ていただきたいと思います。

  他にどなたか意見にある方…。



《男性Ｆ》

　牛浜で豆腐屋をやっております５代目のＦでご
ざいます。

　加藤さんから『親日に日に 子楽 孫貧貧』という
話があり、続けるのは大変だということですが５代

続きました。

　安政の頃からやっておりまして、その前の尾張徳
川の頃には、鷹匠をやっていたそうです。徳川家が

駄目になってから、鷹匠ではだめだということで、
アイビー化粧品のＤさんのおっしゃったように転

換をしたわけですね。豆腐屋をやりながら、百姓も

やって半農半商ということでした。
  加藤さんのお話を聞いて、私も感じるところがあ

りました。といいますのは、店長がお客様の話を聞
くということですね。

  私は、１５・１６日と市議会の建設委員会の視察

で広島へ行ってまいりました。原爆で一面焼け野原
になった広島が今は緑が豊富で…。

　キャッチフレーズがありましたね。福生は『やす
らぎ・いきいき・輝く街福生』でしたね。広島は、

『水と緑と命輝く街広島』というもので、すばらし

い公園があります。
  市長さんからの説明で福生での一人当たりの公

園面積は５．５７㎡、広島では７．８㎡で広いので
すが、これは、政令指定都市だからということもあ

ると思いますが…。

　２００坪くらいの緑山公園という児童公園があ
ります。これは、ワークショップ方式で作られたと

いうことで勉強してきたわけです。
  今までは、福生でもそうでしょうが、市が計画し

てそれに基づいて町会長などの主だった人に集ま

ってもらってそこで説明・了解してもらって作って
いた訳ですね。

　今回のワークショップ方式は、代表の方ではなく
て一般の方で、更に感心したのは公園を利用する子

どもたちも参加しているんですね。保育園・幼稚

園・小学校低学年のお子さんたちの意見を聞いてそ
の意見が実った公園を見てきたんです。

  公園のあずまやのベンチは、子どもたちにとって
は高くて座れないとのことで、高いベンチを二つ、

低いベンチを二つを用意しました。また、トイレで

子どもが鍵がかかってしまって出られなくなって
しまった経験から、トイレの内側にブザーの押しボ

タンをつけて押すと外に向けて音が鳴り、そこには、
「助けてください」の表示が子どもの目線に書かれ

ているといったものをつけました。これは、先程加

藤さんがおっしゃったお客様の意見を聞くという
ことに、相通ずるのではないかと思います。

  それから、マルフジが開店した当時の面白い話が
あるんですが、法事で刺し身を頼みましたら、ダイ

ハツの三輪車の横を見た祖母が、｢トッケツマーパ

ースってなんだや｣と聞くんですね。
　当時、右から左へ表記してましたし、スーパーマ

ーケットなんて珍しいですからそう読んでしまっ
たわけです。（笑い）

　横文字が流行だしたころから頑張ってらっしゃ

るマルフジさん。これからも、頑張ってください。

以上です。

《山下》

ありがとうございました。
  お客様の立場に立って商売をするのは、大切だと

思いますが、消費者の立場でどなたか御発言いただ

けませんでしょうか。

《女性Ｇ》
　商工会で石川部長の下で働かせていただいてお

りますＧと申します。

　私どもは、製造業でして、本当は、｢いらっしゃ
いませ！｣と言える商売の方が好きなのですが、仕

方ありません。
  今回の『商店街ここがヘン！ここがスキ！』を見

て、あっ私も思うところがあると参加させていただ

きました。
  『ここがスキ！』というところは、お店の奥さん

を知っている点ですよね。いわゆる対面販売で、気
軽に声をかけてもらえるところです。マルフジの奥

さんともお話させていただいてますので、私はマル

フジさんを利用させていただいております。
　マルフジさんは駐車場を広く確保していらっし

ゃるので、お茶に誘われても安心なのですが、普通
の商店はありませんので、半分腰を浮かせながら話

をするようですね。

  『ここはヘン！』というところは、西口をせっか
くお金をかけて広くしましたのに、皆さんご存知だ

と思うのですが、いつも両側に車が止まっているん
ですね。

　運転する立場では、何てことでしょうと腹立たし

くなります。しかし、立場をかえてお店の方の立場
になりますと、｢ここへ止めては困ります。駐車場

へ｣とは言えませんね。
　商店が衰退を叫ばれてから久しいですが、やっぱ

りこの車社会では車をどうしようかということを

考えなければいけないと思います。
　バスの運行に差し支えてまで停めておくのはど

うかなと思って。希望としては、パーキングメータ
ーみたいなものを作ったらどうでしょう。

　お金がないからそんなことはできないといわれ

たらおしまいなのですが…。



　歩いて来るお客様より、車の利用者の方が多いと

思いますので、これから、商店の方たちは、車をど
うするかを考えていただいた方がいいのではない

でしょうか。たくさん買っていただいた方には、パ
ーキング代はお店が払うみたいなことがあったら

いいなと。パーキングがあれば、バスと鉢合わせし

た時に、避難する場所があるとか…。
　そんなことはうちの福生市ではできないよと言

われれば、そうですかと引き下がるしかないのです
が、商店街の活性化には、車のことを考えることが

不可欠だと思います。

　市の駐車場も向こうの方から入らなければいけ
ないということだと利用者も少ないでしょうし、駐

車場の確保を考えて欲しいと思います。
  あと、私は中小企業振興委員という役をしていま

して、その中の委員さんに、１６号でお店をしてい

らっしゃる方がいるんですが、ミニパトが来ると誰
かが｢ミニパトがきたよ。｣と叫ぶ、すると、今買っ

てくれそうな人がそそくさと出ていってしまうと
いうことで、警察は、職務を遂行しているだけでい

いんですが、｢ミニパトきたよでお客さんに逃げら

れちゃうんじゃね。｣といつもそういう話があるん
です。

  石川部長のお供で、仙台の商店街に出かけた時も
この質問をお店の方にしましたら、長くいるお客様

には、従業員に｢車をちょっと見張って来い｣と言う

んだそうです。それも、たいへんですね。やっぱり
駐車場は必要ですね。

　ともかく、商店の方が活性化をどうしようと考え
るのでしたら、車のことを考えてください。

《山下》
　ありがとうございました。

  駐車場問題は、どこでもあるんですが、私も利用
しますと、普通車同士は大丈夫ですが、バスとのす

れ違いは大変ですよね。

　市の方でも考えていらっしゃると思うのですが、
先程コーディネーターの小林さんもおっしゃって

いたように、商店の方でも自助努力が必要というこ
とで考えていただければと思います。

  どなたか他にご意見等ございますでしょうか。

《小林》

　最近、デパートも変化があるそうで、先程、石川
さんのほうから活性化については大型店、デパート

を核にして広がっていくタイプと、個々のお店から

広がっていくタイプのお話しがありましたけれど
も、デパートでも試行錯誤しておりまして、渋谷の

デパートでは、どこのデパートも同じものが入って
いるということで、都内２３区で流行のお店をピッ

クアップしてテナントに入ってもらったそうです。

　個店は、従業員が２～３人しかいなくても、流行
っていて、個店の魅力でお客が入っているそうで、

流れが少しずつ変わってきているのではないかと
思います。

  今度、東口は大型店舗が変わります。では、西口

は、福生西口百貨店という考えでいけば、どこに流

行の個店を置こうかと、個店の方はそこに選ばれる

ような努力が必要ではないかと思います。『Ｔｏｋ
ｙｏ ｗａｌｋｅｒ』という雑誌がありますが、そ

れは、編集者が店を選んで載せているものですが、
『Ｆｕｓｓａ ｗａｌｋｅｒ』というものがあった

ら、そこにうちの店は載るのだろうかという努力で

すね。
　先程、転業のお話がありましたが、それは大変な

ことだと思います。しかし、新しい事業を起こした
と考えるべきで、そういったエネルギーが必要です

し、３代目４代目と継続することも、転業を考える

こともそのエネルギーが大切だと思います。
　個店が流行ってきたら、それをハーモナイズする

ことも必要で、商店がそれぞれ考えていけばそのこ
とによって高揚してゆくでしょう。こう考えれば、

西口もまだまだ魅力的なまちづくりが期待できる

と考えております。

《山下》
　ありがとうございます。他に…。

《男性Ｈ》
　昔は、交通機関が発達していなかったので、店か

ら外に出て行かなければなりませんでした。その後、
車社会になって、客が店に来るようになりました。

でも、高齢者にやさしく独自の御用聞きを始めたら

と思っていたんです。
　若い人達は車で買い物に出かけますが、歳を取る

と、近所へも出かけられなくなり、孤立していくん
です。そこで、御用聞きを復活してくれればと思い

ます。

　恥ずかしいということではなくて、そうすること
によって他のお店の情報も入るし、愛着も持っても

らえるのではないかと思います。
  例えば、山奥で、おいしいお味噌を作っていると

なれば、少し分けてもらって店で売って、また、｢こ

れはどこどこのお店です｣と紹介してといったお店
の独自性を出してくれれば福生の商店街も変わっ

ていくのではないかと思います。
  こんなことを考えていたのですが、今回こういっ

た機会がありましたので発表させていただきまし

た。

《山下》
　そうですね。昔は、お米屋さん、酒屋さん、食べ

物屋さんの出前など、外へ打って出るといったこと

があったわけですが、近頃は薄れてきましたので、
こういう方法も参考にしていただければと思いま

す。

《男性Ｉ》

　ご三方のお話を伺って、思い出したことがあった
のですが、牛浜の堀江看板店さんから瑞穂に会社を

出すので、そこの名刺を作って欲しいという依頼を
受けました。

  その後、その会社から電話がありまして、福生で

鍵を作っているお店はないかと聞かれました。そこ



で、二見屋さんに電話をして鍵を作っているのか確

認しましたら、｢合鍵はやっているが、ドアの鍵は
扱っていない。｣と言われ、じゃあ、ドアの鍵はど

こなのか。商工会に問い合わせても解かりません。
ミナミ金物屋さんで取り扱っていることがやっと

わかって紹介し、大変喜ばれました。

  しかしここなんです。商売をやっていて他の商品
のことを聞かれても、その商品をどこの商店が扱っ

ているのかわからないんです。
　お客さんに聞かれたら、すぐに答えられるように

市や商工会の方で、マップみたいなものを作ってく

れるといいと思います。個人で宣伝するのには、お
金がかかるのでまとめていただければ役に立つと

思うのですが…。以上です。

《石川》

　商工会の婦人部で、そういったマップを作ろう、
お金がないので手作りでやろう、ということになっ

て、内容はせめて商工会に加入しているお店で、例
えば二見屋さんでは、包丁研ぎが得意だとか、ミナ

ミさんでは鍵ができるとかの得意な項目を取り入

れて瓦版みたいなものを作る準備をしています。参
考までに…。

《女性Ｄ》

　先程、伺いましたら、３軒ほどでしたので、皆さ

んよろしければ応募してください。

《石川》
　そこから始めようと、せめてＰＲしていこうと考

えたのですが、皆さんなかなかしていただけなくて

…。みなさん、顔はわかっていますが、何が得意な
のかわかっていないということで…。

《山下》

　商売をやっている場所とか内容のイメージがあ

っても深くはわかっていませんよね。

《石川》
　そうですね。自分の顔でもいいです。｢いつも私

が座っています。是非、来てください。｣みたいな

ものでもいいですから、こういう時代だからＰＲし
ていこうよと考えています。

《女性Ｄ》

　こういうところに出てくる方は、積極的な方なん

でしょうが、商工会にも、婦人部にも出てこない方
は、不況なんだからどうせ駄目なんだという感じで、

意識の中で努力を怠っているのではないかと思う
んです。

　ですから、私の考えているのは、その地域ごとに

奥さんなりを集めて、毎朝店の前を掃くなり、水を
撒くなりといった行動から、このお店は一生懸命な

んだなぁと感じさせるような意識の改革が必要な
のではないかと、先程のお味噌のお話ですね。ああ

いった具合に、個人で取り扱えるものは、多くある

と思いますので、意識改革が必要であると思います。

《石川》

　くどいようなんですが、商店の中に本気でやる気
のあるお店が５店舗あれば、よそにない特徴のある

店が５店舗あればそこに人が集まってくると思う
んですね。西口とは限りません。銀座通りでも、こ

ういった店がでてくれば、絶対に街は変わって行く

と思います。女性の方に言っても、じゃあやろうと
はなかなかならないので、これだけ男性陣がいらっ

しゃいますので、ここで提案させていただきます。

《山下》

　他にどなたかいらっしゃいませんか。
  私事ですが、結婚して女房はよそから来たわけで

すが、買い物は市内でしてくれと話しておりました
が、結婚して３年ぐらいの間に３回やなことがあっ

たと言うのです。もうそこの店には行きたくないと

言っておりまして、その一つをお話しさせていただ
きます。

  普段、そこのお店では御主人はあまり出て来ない
のですが、女房が行った時は運悪くといいますか、

御主人だったわけです。

　娘が産まれて初節句でひし餅を買いに行ったの
です。｢ひし餅の一番大きいのをください。｣と言っ

たら｢一番でかいのでいくらするのか知ってんの｣
といきなり言われて、失礼だなと思いながら、｢い

くらするんですか｣と聞いたら、｢高いよ｣といわれ

たそうです。（笑い）
　｢あなたが福生で買えというから行ったのにやな

思いをしたわ｣と言われ、また、そのお店の前を通
るたびに未だに言われるわけです。

  商店の方は、顔見知りの人には対応がいいのです

が、初めての人には、今ひとつの対応のようです。
また、それは何年もの間尾を引いてしまうことを、

私も含めて商売をしている方には充分気を付けて
いただきたいと思い、話させていただきました。

《男性Ｊ》
　先程の怖いお店が自分の店でなくてよかったな

ぁと思います。
  私は仕事柄、お客さんと深い話をするのですが、

相手がどうとるのかなぁと思うことがよくありま

す。この方にはもう少し砕けて話してもいいのかな
とか、きちんと話した方がいいかなとか思うのです

が、これは、歳を重ねるとともにできてくるのかな
とも思いますが…。

  うちの親父が接客しているときに、なんでこんな

に砕けて話すのかなと思うのですが、二人の間では、
とてもうまく商売が成り立っているんですね。これ

も、経験かなと思いますし、接客によってお客さん
から広がっていく部分があると思うので、接客を大

切にしていきたいと思っています。

《男性Ｋ》

　石川さんが言ってらっしゃる５店舗をとにかく
始めて欲しいです。

　かつては、秋川の人が福生に来ていたのに、今は

逆に流れているんですね。それを、食い止めるため



にも早く始めて欲しいです。

  車の問題などありますでしょうが、また、商店街
も東口、銀座通り、熊川の方にもありますが、西口

がメインでしょうから、歯の抜けた状態ですし、今
すぐにでも始めていただきたいと思います。人選も

必要でしょうが、私は商工会の仕事に１０数年携わ

ってきましたのでとっても関心があるんです。いろ
いろ話し合っていただいて今すぐにでも始めて頂

けますよう要望いたします。

《石川》

　それにつきまして、具体的になりますと、気持ち
があるけれど予算がないといった場合には市の方

で審査したりしてなんらかの手を差し伸べていた
だきたいと…。

　この現状の中で、店舗ひとつ直すこともままなら

ない状態では、呼びかけをしても難しいので、空き
店舗を利用してでも、なんらかの手を差し伸べてい

ただければと思っておりますのでそれを含めまし
て…。

《男性Ｌ》
  先程から話していらっしゃる方は、個ということ

を強調していらっしゃいます。
　私のところはこれが名品ですといったことでし

たら、これは、だれでもトップファイブに入れると

いうことですね。心では、みんながトップファイブ
になれるということです。

　私は今日、福生であるものを作りました。それは
輪ですね。、今日ここで集まった方々との心の輪が

大切なのではないかな。ひとつ間違うと辛いことに

なるかなと思い、思わず発言させていただきました。
失礼しました。

《男性Ｍ》

　Ｍと申します。いままで聞いていて、消費者の立

場がないです。
  消費者というのは何かというと人生なんですよ。

生活なんですよ、毎日。
　だから、下駄を買うのも、サンマを買うのも生活

の一部なんですよ。だから、商品を買っているよう

で、ドラマや小さい人生を買っているんです。
  消費者はお店に対して何を望んでいるかという

と夢とロマンだと思うんですよ。家計の都合で安い
のも買うけど、たまには高いのも買うじゃないです

か。それは、そこで小さい小さい夢とロマンを買っ

ているんです。

《山下》
　そろそろ定刻になりましたので、最後にコーディ

ネーターから一言づつお礼を込めて言わせていた

だきたいと思います。

《小林》
　最後の方になっていい意見が聞けてもったいな

かったのですが、商品は心を売り、人生を買うんだ

と。いいお店があっても認識できないんだと。そう

いったこともひとつ解決しなければいけない問題

だと思います。
　行列ができるお店ができることも大事でしょう

が、夜トイレが詰まった時にどのお店なのかを知る
ことも大事なんですね。今ではインターネットでと

いうことになるでしょうが、民間レベルでインフォ

メーションを作って紹介し、共有ができたらもっと
すばらしい街になると思います。

　いろいろご意見ありがとうございました。

《山下》

　不慣れなコーディネーターで申し訳ございませ
んでした。最後に市長からあいさつをいただきたい

と思います。

《市長》

　真面目と熱意と勇気を持っている方がいて、この
方たちがつながり合いながら携わっていけば、いろ

んなことができるのではないか。その可能性がある
のではないかと感じました。

　これが一つの機会になってこんな話が発展して

いけば、協力し合ってどこからか始めていければと
思いました。

  いずれにしましても、今日は、コーディネーター
の山下真一さん、小林和人さん、話題提供者の石川

玲子さん、加藤和夫さんに協力していただきました。

皆さんと同じ市民でありまして、こういう役を引き
受けていただきましてから、何回も何回も打ち合わ

せをしてきました。
  皆さんにもこれからいろんな意味でのご協力を

お願いしたいと思います。最後に皆さんと参加者の

皆さんとで拍手をして散会したいと思います。あり
がとうございました。（拍手）


