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ゼミ紹介と動機

 「地方創生・SDGs」について学ぶゼミナール（新ゼミ）

 私たちのゼミでは、石川県内の各地域の現状を分析し、盛り上げてい
くための活動や日本の各自治体におけるSDGsの取り組み（先行事例）
についての分析などを行っている

 また、石川県内の企業の製品・サービスについて現地調査し、SDGsと
の紐づけも行っている

 そして、今回私たちのグループは、金沢星稜大学と石川県金沢市の
「森本商店街」が連携した「SDGs商店街」による地域活性化を目指す
取り組みに参加した



 住所：石川県金沢市弥勒町

 店舗数：約46店舗

森本商店街について



森本商店街の現状（２０２１年）

流動人口に目立った増減がない…

⇒イベントが開催されていない！！
主な利用客が地元住民…

良さをアピールできていない



 住所：福岡県北九州市小倉北区魚町

 店舗数：約150店舗

魚町銀天街について



魚町銀天街の現状（２０２１年）

3月「Spring Fairさくらまつり」

7月「サマークリアランスセール」

10月－11月「70周年記念感謝セール」

12月「クリスマスセール」

⇒各店舗でお得にお買い物ができる



第17回得するまちのゼミナール
（うおゼミ）

お店の人が講師となって、専門知識やプ
ロのコツを無料で教えてもらえる少人数
制のミニ講座。
SDGs17の目標の「質の高い教育をみんな
に」につながっている。定期開催されて
いる。



具体的な講座例

＜きれい＆健康＞

 北九州初！！女性限定マシンピラティス体験 etc.

＜たべる＞

 初めての方限定！やさしいインドカレーの作り方 etc.

＜まなぶ＞

 小倉城まち歩きツアー

 親子で学ぶ、やさしいマネー教室 etc.

＜つくる＞

 姫りんごを使ったXmasキャンドルスタンド etc.



魚町銀天街の事業所数

販売・卸、飲食店の
占める割合が大きい



森本商店街の事業所数

販売・卸、メディカル
＆ヘルスケアの占める

割合が大きい



事業所数の比較分析

＜魚町銀天街＞

 約150店舗

 販売・卸、飲食店が多い

⇒セールや集客イベントを催しやすい

＜森本商店街＞

 約46店舗

 販売・卸、メディカル＆ヘルスケアが
多い

⇒地元密着型

ターゲットが
観光客・ファミリー層

ターゲットが
地元住民・高齢者



森本商店街活動内容

 現地調査

森本商店街の店舗に訪れ、事業内容やSDGsに取り組んでいることを

インタビュー調査

 ポスターづくり

各店舗ごとにSDGs宣言を作成し、ポスターとして森本商店街に掲示

 SDGsクイズラリーの作成

石川テレビと連携



現地調査

場所：おぐら座、石屋、金城タクシー、匠デザイン工芸など

方法：インタビュー

内容：各店舗の事業内容、店舗の強み

SDGsについて ・取り組んでいること、

・今後取り組みたいこと

・SDGsに懸ける思い

・課題、問題点 etc.







ポスターづくり

該当するSDGs目標に紐づけて、各店舗がSDGsに対して

取り組んでいることをアピールする宣伝文を考えた

調査店舗数：16店舗

作成枚数：35枚（1店舗あたり1～4枚）







現状分析の結果からの提案

◆ 森本の魅力を発信しきれていない

◆ SDGsに力を入れていることを知られていない

→ 森本の特色を発信しつつ

SDGsについて知れることをアピール！！！



森本商店街観光モデルコース

10：40 森本駅（金沢駅から電車で約７分）

↓ 徒歩４分

10：45 昼食 百万石うどん森本店

↓ 徒歩４分

11：55 おぐら座

12：30 大衆演劇を観劇（約2時間）

↓ 徒歩７分

14：40 あずま園 加賀棒茶ソフトクリームを食べる

お茶教室に参加 ※要予約 （約1時間）

↓ 金城タクシー 約１０分

16：30 元湯石屋 宿泊・夕食

SDGs宣言

目標：12,14,15

目標： 3,5,10,11,12
SDGs宣言

目標： 11,12,13,14,15

SDGs宣言



森本商店街まちゼミ講座案

＜きれい＆健康＞

 ホルミシスルームで美しく！健康に！（ネイルサロン ルフレ）

＜たべる＞

 初めての方大歓迎！！お抹茶体験（あずま園）

＜まなぶ＞

 大衆演劇を楽しく学ぼう！！（金沢おぐら座）

＜つくる＞

 家族で楽しめる！表札作り体験（匠デザイン工芸）



 お店の概要

整体、マッサージ、指圧を取り入れそれぞれのお客様の悩みに合ったオー
ダーメイドの治療を実践。「治す！」にこだわる独自治療。老若男女が通
える安心安全の鍼灸院がテーマ。

目印はあのお猿さん！！

 取り組み

治療を通じてすべての人の体と心の健康を守る

治療やカウンセリングを通してLGBTの方々の悩みを解消

多くの方に健康を提供することで持続可能な地域づくりを目指す

ジョージ鍼灸院



ジョージ鍼灸院
SDGsの取り組み

お客様それぞれに
合った治療

治療やカウンセリング
を通してジェンダーの
悩みを解決

治療やカウンセリングを通
して人々の健康を維持し、
働きがいのある社会の実現、
持続可能な地域を目指す



桐的ハウジング

 お店の概要

総桐タンスをはじめとする家具の販売及び、家具の修理・再生

 取り組み

間伐材を使った家具の販売

有害物質を使わない家具の販売

SDGsに取り組む企業の家具を積極的に仕入れ

ギャベ展の開催



桐的ハウジング
SDGsの取り組み



金沢おぐら座

 お店の概要

200人を収容できる広々とした演劇場

人情劇、爆笑喜劇、剣劇など様々な大衆演劇を公演

 取り組み

共に泣き、共に笑い合える場の提供

→健康的な生活に貢献、地域の繋がり

性別関係なく活躍できる環境づくり

容器や食べ物を大切にする



金沢おぐら座
SDGsの取り組み





参考文献

 リノベとSDGsで再生～小倉・魚町銀天街（https://www.data-

max.co.jp/article/34041）

 森本商店街（金沢市）｜公式HP（https://kanazawa-morimoto.com/）

 北九州市魚町銀天街公式HP（https://uomachi.or.jp/）

 【まちネタ】元気に、笑顔で、営業中「森本商店街」に、のぼり旗が出現！
（https://iijikanazawa.com/news/contributiondetail.php?cid=7992）

 ［石川県］金沢おぐら座｜ポータルサイト（https://lif-

exp.com/detail?sid=1344）

 石川テレビ放送（https://www.ishikawa-tv.com/index.php）

https://www.data-max.co.jp/article/34041
https://kanazawa-morimoto.com/
https://uomachi.or.jp/
https://iijikanazawa.com/news/contributiondetail.php?cid=7992
https://lif-exp.com/detail?sid=1344
https://www.ishikawa-tv.com/index.php


ご清聴ありがとうございました！！
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