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1．地域と商店街の概要         

(1)秩父市の概要  

都心から約 60～80km 圏、埼玉県の

北西部に位置する秩父市は、周囲を

山に囲まれ、市域の 87％を占める

森林は、そのほとんどが県立自然公

園に指定され、自然環境に恵まれた

地域である。 

首都圏からの交通アクセスは、池袋

より西武池袋線特急で約1時間20分、

熊谷より秩父鉄道で約1時間。人口

は約7万人だが、都市圏の他の市に

比較しても減少率が大きく、今後過

疎化への影響が懸念される。 

(2)商店街の概要  

今回、本事業の対象となっている秩

父神社周辺の地域には、国道299号

線に続く県道73号線沿いに「みやの 

かわ商店街」、「本町商店街」、「中町商店街」、「上町商店街」が、また秩父鉄道秩父駅から西武秩父

駅の間のエリアには「番場町商店街」、「東町商店街」などがあり、これら複数の商店街が集まって

秩父市の中心商店街を形成している。これらの商店街では、昔ながらの町家をいかした、無料休憩

所やカフェなど魅力的な商業店舗が形成されているものの、一方で町家の空き店舗も見られる。ま

た、SCの撤退や郊外店増加の影響を受けて、生鮮食料品や日用品等など地域住民が日常的に利用す

る店舗が減少する一方、駅前を中心に、夜間営業の飲食店舗が増えている。 

 

 

2．現状の課題と問題点      
(1)交通･駐車場について   
商店街周辺にコインパーキング等の、来街者が自由に利用できる駐車場がないことが、商

店街への立ち寄りを控える一因と考えられる。商店街が管理する共通駐車システムや行政

の支援など、まちなかに適切な駐車場を確保するシステムの構築が求められている。郊外

店舗へ流出する顧客への対策としても駐車場の確保が課題である。 

 

 

 

．  

 

．  

 

 

地 域 ：秩父・みやのかわ商店街振興組合 

支援機関（事業受託者） ：株式会社 
まちづくりカンパニー・シープネットワーク 
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(2)商業について    
ショッピングセンター（以下SCと記載）の撤退により、生活に必要な食料品、日用品等が

不足し、商店街全体として生活者をサポートする機能を失っている。「みやのかわ商店街」

周辺、駅周辺の飲食店等については集客力に問題があり、魅力的な店舗の集積が望まれる。 
 

(3)歴史資源について   
商店街のメインストリート沿いにも歴史的な町家が残

されているが、活用されていないものが多い。ファサー

ド修景(※ )により、ショップフロントのデザイン、まち

なみの創出、軒下空間の活用といった取り組みが期待さ

れる。古い町家や登録文化財の活用について、文化財の

保全と店舗としての活用、まちなみの形成など多角的な

視点から検討する必要がある。 

※ファサード修景･･･建物正面外観を整備することで、まちの風景を

整えること。 

 

 

 

 

 
 
 

1．実施内容    
(1)ワークショップを通じた合意形成と現状調査      
①秩父神社周辺商店街検討委員会の開催   
地元の関係者間での情報共有、まちづくりの方向性について、意思共有および計画を承認する場

としての検討委員会を立ち上げた。委員の構成は、秩父市役所、埼玉県、商工会議所、みやのか

わ商店街、地権者。委員会は、事業期間内に2回実施し、結果として、商店街の在り方や事業につ

いての意見共有がなされた。その結果、地域の要望を以下のように抽出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

．  

歴史的な町家 

 

 
・周辺の山には観光客が来ているが、その人たちがまちを訪れるような魅力づくりが必要である。 

・ストーリーを組み立て、回遊性を高める工夫が必要である。 

・歴史的なものや、「田舎」のライフスタイルをいかしたまちづくりを行いたい。 

・コミュニティが大切。地元の人をターゲットとしたまちづくりを行いたい。 

・食料品、物販、住民に対する商店街の役割を再確認する。 

・店舗を一定エリアに集積することが大切である。 

・歩きにくいので回遊しやすい仕組みをつくりたい。   

・子供や高齢者にやさしいまちづくりが必要である。   

・若い住民も住みやすいまちにしたい。  

・近くに駐車場が必要である。 
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②フィールド調査  

中心商店街の現状を、地図上に落とし込むことで現況の把握と分析を行った。   
・交通・駐車場  

対象エリアの駐車場について、利用形態

別に位置をプロットし、駐車台数の調査

を行った。 

 

・飲食店調査 

対象エリア内の飲食店を「レストラン」「カフェ喫茶」「居

酒屋、スナック」等に分類し、地図上にプロット。今後、

食の集積として飲食店を計画していくことを念頭に、ど

のような趣向の店舗があるかを調査した。  

・歴史資源 

町家を活用した事業やファサード修景の可能性を

検討するため、対象エリアにおいて調査を実施した。

建物の種別や状態により、「町家」「隠れ町家（パラ

ペット(※)や看板でファサード部分の軒や屋根が隠

れているもの）」「歴史的な住宅」「蔵」の4分類に分

け、位置をプロットしてまとめた。 
※パラペット･･･屋上などの周囲に壁を立ち上げる形で作ら

れたもの。 

  
③マーケット調査（グループインタビュー調査）  

「厳しい消費者」ともいえる、秩父市に住む地域の活動に参加している女性たち5人を対象に、

商店街や地域の商業、まちづくりのありかたについて、グループインタビューを行った。普段の

生活や商店街に対する率直な意見から、商店街の課題を浮き彫りにした。  
 
 

(2)まちづくり構想       
コンセプトは、『まるごとドライブイン』楽しい街・おいしい食・なごみの場     
①対象エリアにおけるまちづくりの方針とテナントミックス、具体プロジェクトの検討  

コンセプトに基づいてまちづくりの方針やMD(価格設定)戦略等を検討。それを基に具体的なプロ

ジェクトの候補を挙げ、事業計画の企画について検討した。 

 

②デザインコードの作成  

大前提として、まち全体をショッピングセンターと見立て、「来場しやすくする」「入場後に楽

しく歩いてもらう」ためのしかけとして、デザインコードを作成し、委員会等で地元の意見を共

有してきた。地域のコンセプトに基づき、個々の具体事業に反映されるものとして、今後のビジ

ョンの検討や具体的な事業計画の進行と並行して、適宜地元で修正していく。 
 

   
Ⅰ. 街全体の長期戦略コンセプト 

・回遊性を生み出す結節点の形成 

・分散配置の駐車場システム 

 

 

III. 快適な「場所」づくり 

 6.半プライベートのポケットパティオの活用  

 7.夜も楽しい屋外公共空間 

 

 

 

Ⅱ. 秩父ライフスタイルの顕在化 

・飲食店の充実 - 食にこだわるライフスタイルの実践 

・まちなかに生鮮や地場産品をとりこむ - 利便性の向上 

・古い建築資産を活用した宿泊施設 - 伝統的空間体験の提供 

 

Ⅲ. 快適な「場所」づくり 

・半プライベートのポケットパティオの活用 

・夜も楽しい屋外公共空間 

 

隠れ町家 

（パラペットや看
板でファサード部

分の軒や屋根が隠
れているもの） 

Ⅰ. 街全体の長期戦略コンセプト 

・回遊性を生み出す結節点の形成 

・分散配置の駐車場システム 
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(3)具体プロジェクトの企画     
① SC 跡地プロジェクト  

平成 22年 11月 6日 事務局会議 

・SC 建物既存再生案   

既存のSCの建物を複合施設（生鮮市場、スーパー、高齢者

施設など）として再生。ガラスの開口により中を見やすく

し、まちに開くような計画とする。 
 

・SC 跡地新築案  

新築棟には生鮮食品売場を入れ、広場・中庭を設置。大通

り側は武甲酒造の歴史的外観と合わせて低層で計画。カフ

ェ、レストランなども充実させる。 

↓ 

平成 22年 11月 16日 市長面談 

・大宮学校校舎の再築案 

大屋根の下の常設市場、コミュニティスペース、ギャラリ

ー・アートスペース、レストラン・飲食店、二階テナント

スペースを計画。 

↓ 

平成 22年 12月 21日 第一回検討委員会 

・A 案 大宮学校再建築  

大屋根下のマーケットを中心に計画。 

 

・B 案 大宮学校再建築  

秩父に昔からある蔵の景観に合わせ、スケールの小さい建

物を分棟配置した計画。 

↓ 

平成 23年 2月 16日 第二回検討委員会 

・大宮学校再建とみやのかわ市場 

旧大宮学校校舎をコミュニティ施設として再建。 

スーパーマーケットと市場、フードコートを併設する計画。 

 

②旧秩父国際劇場跡プロジェクト  

旧秩父国際劇場としてまちの娯楽を支えていた歴史的な施設。まちなみの景観を形

成する外観の価値が注目されている。まちのにぎわいの核となるコミュニティレス

トランとして再生する構想である。  
 
平成 22年 11月 30日 既存建物実測調査・会合 

秩父のまちなみの景観を形成する旧秩父 国際劇

場の建物を、なるべく活かす方向で現況状態を

調査。再利用の場合は、増築住宅部分の減築や

一部再構築が必要なことがわかった。 小屋組み

にも価値があるが、耐震補強によってかなりコ

ストがかさむと思われる。  

↓  

平成 23年 2月 1日 旧秩父国際劇場跡プロジェクト事業主会合 

11 月のヒアリングを受けて具体案を提案。旧秩

父国際劇場の歴史的な外観のランドマーク性を

継承し、まちの名物となるよう商業空間として

再生する。コミュニティレストラン、パティオ、

カフェ／バール、テナントスペースを計画。  

複合施設として生まれ変わった大宮学校の予想図 

現在の大宮学校 

商業空間として再生した場合の予想図 

旧秩父国際劇場外観 

SC既存再生案図 

SC新築案 
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(4)運営組織設立の支援    
商店街全体の事業を推進する母体として事業協同組合の設立・検討と、個々のプロジェクトの事業

主が組合員となる体制を、該当し得る補助制度の活用にあわせて検討した。 

 

 

■今年度検討した運営組織体制 

事業協同組合  

地域商店街活性化事業計画立案  

•デザインコードの作成  

•テナントミックス計画（具体的なプロジェクト） の検討  

マネージメントの実行      ↓  

                     ↓  

事業協同組合員がそれぞれ具体的なプロジェクトを実施  

 

 

 

 

■該当し得る補助制度の例 

•一括交付金（社会資本整備資金） •地域活性化交付金 •地域活性化総合特区 •文化財保存制度 ほか  

 

 

 

 
 

1．成果    
(1)ビジョンの共有・まちづくりコンセプトの合意を得た   
コンセプトの大まかな方向については秩父神社周辺商店街検討委員会の中で合意が得られている。

次の段階の詳細なコンセプト事項については、次年度の課題となる。 
 

(2)インタビュー調査を行い、課題を抽出した   
今回のインタビュー調査は、少数の感度の高い個人を抽出して、話をうかがうという方法をとった。

この方法により、表面的に何が不足しているかというだけではなく、発想の在り方、大事なものと

そうでないものの区別、人材の重要性など、根源的な問題点が見えた。 
 

(3)具体プロジェクトについて企画や建築計画を進めた   
3つのプロジェクトについて、それぞれ異なるレベルではあるが企画を進めることができた。 
 

① SC跡地再生プロジェクト   

SCの既存施設を再生する案は、おおまかな建築計画は提案済みであるが、具体的な機能、規模、建築、運営などに

関する議論が始まったところである。 

②旧秩父国際劇場跡プロジェクト  

旧秩父国際劇場再生案は、早急な進捗が望まれており、来年度は計画の詳細作成と並行して構造の検証を行い、ど

の程度のコストが必要なのかという見積もりを使って事業計画・資金計画を進めていく。 

③駅前の土地での協同店舗計画  

駅前ホテル計画については、土地所有者である地元不動産会社のやる気が高く、事業計画や建築計画等、継続した

進行が期待できる。 

 

 

 

．  

事業協同組合

郷 

地域商店街活性化事業計画立案 

デザインコードの作成 エリアマネジメントの実行 

テナントミックス計画（具体的なプロジェクト）の検討 

事業協同組合員がそれぞれ具体的なプロジェクトを実施 
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(4)事業主体設立・認定申請の準備を進めた     
実際の事業主体設立や地域商店街活性化法の申請・認定までは至らなかったが、おおまかな方向性

について合意はしており、来年度からの作業は良い状況からスタートすることができる。その他の

事業については、それぞれの事業提案と議論を煮詰めることで早期の実現を図る。 

 

 

２．新たな課題とその対策     
(1)駐車場を確保する    

まちなかに適切な駐車場を確保することが大きな課題であ

る。対策として、コインパーキングのシステムを利用して、

商店街で管理する小規模駐車場をネットワーク化すること

が考えられる。しかし初期投資を回収できるほどのマーケ

ットがあるのか、地元客が利用してくれるのか不安が残る。

積極的な利用を促す大胆な方策が必要である。 

 

(2)商店街関係者のやる気を引き出す    

商店街関係者の積極的な参加が事業の成功につながるため、

個人のやる気を引き出すことが課題である。最初の数件の

具体事例を成功させた後、他のまちの完成事例の見学など

も積極的に行い、参加の度合いを高めることが必要である。 
 

 
３．事業における各役割   

(1)支援機関が事業に果たした役割    
・各種調査の推進  

・まちづくりの基本となるデザインコードの提案 

・委員会の運営補助、資料作成、会議録作成  

・各種ヒアリングの実施 

・商店街関係者との情報交換  

・行政の意向確認  

・具体的なプロジェクトの提案 など      

支援機関が間に入ることにより、それぞれの立場でのアイ

デアが一堂に集まり、一定の方向性をもった方針として再

認識された。 

 

(2)商店街が活性化に向けて果たした役割・活動の報告    
・事業関係者の調整  

・商店街関係者への呼びかけ  

・市役所、商工会議所との意見交換 

・まちづくり理念、方針等の検討  

・委員会、ワークショップの参加 など     

みやのかわ商店街理事長は、商工会議所副会頭でもあり、

商店街のために積極的に活動をしている。今回の事業でも

中心的な役目を果たした。その他の商店街の方々も、親密

なコミュニティをつくっている。 

 

．  

 

．  



 

- 7 - 

 

 

 

 

活性化プログラムとは、全国の商店街の活性化モデルとなるような事例を創出するために、地域の課

題と資源をきちんとみつめ直して、目的と目標を決定し達成するための、将来を見据えた戦略的な企

画・計画案である。 

 
1. 事業コンセプト  
 

 

 

秩父ライフスタイルのブランド化による地域商店街活性化 

住む人にとってお洒落で快適な商店街 

 

 
２ . 事業目標      

◆事業目標  

①商店街全体のビジョンの深化とデザインコードの運用方針の策定  
22 年度事業において、まちづくりのコンセプト及びデザインコードを作成・検討し、また各調査やワークショップ

を通じて要望を取りまとめたが、それらをより反映したビジョンの深化と、それを具体的な規範としてまとめたデザ

インコードについて、内容を精査し具体的な活用方針を決定していく。 

 

②具体プロジェクトの推進  
<22年度に計画作成を行ったプロジェクト> 

・キンカ堂跡地プロジェクト→平成23 年度は、実施計画の検討を行い、平成24 年事業化を目指す。 

・秩父国際劇場跡（旧上石建材店）→平成23 年度内に補助金の確保と、工事、竣工を目指す。 

・屋台村とエコノミーホテル→平成23 年度は企画の検討から基本計画作成を目指す。 

<事業化検討の可能性があるプロジェクト> 

・洋館旅館・町家ステイ – 市内各所の古建築 ・ファサード修景 − 丸十薬局、刀屋質店 

・飲食 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

店（町家改修）− ビードロ館 ・コミュニティ拠点 − 秩父病院跡 ・カフェと雑貨 − 清水金物 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２ . 事業目標      
◆事業目標  
  
①商店街全体のビジョンの深化とデザインコードの運用方針の策定  

22年度事業において、まちづくりのコンセプトおよびデザインコードを作成・検討し、また各調査やワークショ

ップを通じて要望を取りまとめたが、それらをより反映したビジョンの深化と、それを具体的な規範としてまと

めたデザインコードについて、内容を精査し、具体的な活用方針を決定していく。    

活性化プログラムとは、全国の商店街の活性化モデルとなるような事例を創出するために、地域の

課題と資源をきちんとみつめ直して、目的と目標を決定し達成するための、将来を見据えた戦略的

な企画・計画案である。 

 
1. 事業コンセプト  
 

 

 

 

 

・秩父ライフスタイルのブランド化による

地域商店街活性化  

秩父に住むことが素敵 

秩父に住むことが快適 

 

 

 

．  

まるごとドライブイン = 楽しいまち・おいしい食・なごみの場 

②具体プロジェクトの推進   
<22年度に計画作成を行ったプロジェクト> 

・SC跡地プロジェクト→平成23年度は、実施計画の検討を行い、平成24年事業化を目指す。 

・旧秩父国際劇場跡→平成23年度内に補助金の確保と、工事、竣工を目指す。 

・駅前協同店舗→平成23年度は企画の検討から基本計画作成を目指す。  
<事業化検討の可能性があるプロジェクト> 

・洋館旅館、町家ステイ（市内各所の古建築を利用して、宿泊施

設や資料館、カフェ・バールを設置する） 

・ファサード修景（ファサードを整備して、町家のまちなみの質

を向上させる） 

・飲食店の営業（事業者に委託して、町家を改修した飲食店など

を営業する） 

・コミュニティ拠点の設置（移転した秩父病院を改修し、カフェ・

バールやコミュニティレストラン、高齢者向けの施設を設置す

る）  

・カフェと雑貨店の営業（元の金物店の特徴をいかした、カフェ・

バールやレストランを営業する） 

・屋台村とエコノミーホテルの設置（シングル向けのホテルと屋

台村を設置し、観光の拠点とする）    

③事業主体の設立  

商店街全体のビジョンの調整と、地域商店街活性化法の申請・認定を行う主体として事業協同組合を設立する。 

 

 

秩父ライフスタイルのブランド化 

による地域商店街活性化  
秩父に住むことが素敵 

秩父に住むことが快適 

 

住む人にとってお洒落で快適な商店街 

秩父を訪れたい 

秩父に泊まりたい 

秩父に遊びに行きたい 

秩父に買物に行きたい 

 

．  
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業主体の設立  

商店街全体のビジョンの調整と、地域商店街活性化法の認定申請を行う主体として事業協同組合を設立する。 

 

◆商店街活性化の考え方  
  
①地域の歴史、文化財の活用  

・文化財の活用  

・歴史資源の活用  

・地域での意識の共有 

②歩きたくなるまち、コモンスペースの
充実  

・歩行者路、動線の検討 

・休憩する場所、たまり場、コミュニケーションをとる

場所をつくる  

 →デザインコードに掲げた空間の整備 

・空き店舗の改修など、事業協同組合による商店街の持

続的な再生システムの構築 

 →事業協同組合の設立、空き店舗改修・活用の仕組み

づくり 

④ローカル情報の発信、地域内での意識
の共有化  
・商業者と生活者（消費者）間での情報の共有  

・ローカル情報などの集積、発信のしくみについて 

 

 

 

◆エリア活性化のプロセス  
第1段階から第4段階まで、提示するプロセスをもとに、具体事業を進めていく。 

 

 

◆デザインコード  
平成22 年度の事業において作成したデザインコードを規範とし、平成23 年度は地元での検討のもと、より具体的に地

域の現状・問題や関係者が描く将来像を反映したものへと深化させる。その上で具体事業の進行と合わせて、各プロジ

ェクトの事業に反映させ、今後地域のまちづくりにおいてどのように運用していくかその実施体制を決定する。 

 
 

３ . 事業内容  
 

◆事業実施内容  
 
●タウンマネジメントプログラムの構築 

具体的な事業の実施と同時並行で、1)デザインコード、2)事業プログラム、3)MD（価格設定） 戦略、の3

つの柱を実践していく。 

●事業協同組合の設立 

事業協同組合への参加者や具体的な組織について検討・決定を行い、商店街や行政などとの関係、役割分担

を行う。 

●地域商店街活性化法に基づく事業認定申請 

事業協同組合によって地域商店街活性化法に基づく事業認定申請を行う。そのための商店街全体の事業計画

の作成と、認定申請手続を行う。 

●具体事業の事業計画作成、建築設計 

具体プロジェクトについて、事業主体や事業内容を決定しまた同時に事業の進行に沿って事業計画の作成や

建築設計を行う。 

●補助申請 

各プロジェクトについて、当年度内に事業化の目処がついたものについて、活力向上補助事業等補助金の要

望申請を行う。 

●具体事業の着工、運営方針の策定 

各プロジェクトについて、工事着工など事業推進に必要な手続について調整し、実際の運用に際して施設の

運営方針を策定する。また、タウンマネジメントプログラムで検討した価格設定戦略を反映した具体的 

③商業者の意識向上と組織力の強化  

・空き店舗の改修など、事業協同組合による商

店街の持続的な再生システムの構築   
④ローカル情報の発信、地域内での意識の共有化  
・商業者と生活者（消費者）間での情報の共有  

・ローカル情報などの集積、発信のしくみについて 

 

◆事業方針  
  
①地域の歴史、文化財の活用  

・文化財の活用  

・歴史資源の活用  

・地域での意識の共有  
②歩きたくなるまち、コモンスペースの充実  

・歩行者路、動線の検討 

・休憩する場所、たまり場、コミュニケーショ

ンをとる場所をつくる  

  

 

 

◆エリア活性化のプロセス  
 

第1段階から第4段階まで、提示するプロセスをもとに、具体事業を進めていく。 

 
◆デザインコード  
 

平成22年度の事業において作成したデザインコードを規範とし、平成23年度は地元での検討のもと、より具体的に地

域の現状・問題や関係者が描く将来像を反映したものへと深化させる。その上で具体事業の進行と合わせて、各プロ

ジェクトの事業に反映させ、今後地域のまちづくりにおいてどのように運用していくか、その実施体制を決定する。 

◆事業実施内容  
 

①タウンマネジメントプログラムの構築  

具体的な事業の実施と同時並行で、1)デザインコード、2)事業プログラム、3)MD(価格設定)戦略、の3

つの柱を実践していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②事業協同組合の設立  

事業協同組合への参加者や具体的な組織につい

て検討・決定を行い、商店街や行政などとの関係、

役割分担を行う。 

③地域商店街活性化法に基づく事業申請  

事業協同組合によって地域商店街活性化法に基

づく事業申請を行う。そのための商店街全体の事

業計画の作成と、申請手続を行う。 

④具体事業の事業計画作成、建築設計  

具体的なプロジェクトについて、事業主体や事業

内容を決定し、また、同時に事業の進行に沿って

事業計画の作成や建築設計を行う。 

 

 

．  

⑤補助申請  

各プロジェクトについて、当年度内に事業化

の目処がついたものについて、活力向上事業

等、補助金の要望申請を行う。 

⑥具体事業の着工、運営方針の策定  

各プロジェクトについて、工事着工など事業

推進に必要な手続について調整し、実際の運

用に際して施設の運営方針を策定する。ま

た、タウンマネジメントプログラムで検討し

たMD(価格設定)戦略を反映した、具体的な商

業戦略についても方針を策定する。 

 大宮学校、秩父駅舎の移転・活用 町家の活用 地域資源

に関する共通認識の構築 

 デザインコードに掲げた空間の整備 

 事業協同組合の設立、空き店舗改修・活用の仕組みづくり 

タウンマネジメントプラグラム 

３ . 事業内容  
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4. 事業体制  

 

■ エリアマネジメント地区を設定 

• 商店街と共同で 

□ やる気のある人がスタート  

□ 事業協同組合の設立 

■事業協同組合 

□地域商店街活性化事業計画立案 

•デザインコード   

•テナントミックス計画（具体プロジェクト）   

•エリアマネジメントの実行 

■事業協同組合員が具体プロジェクトを実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 事業体制     
①商店街と共同でエリアマネジメント地区を設定 

やる気のある人でスタートする  

事業協同組合を設立する 

 
 

③事業協同組合員が具体プロジェクトを実施  

 

 

．  

②旧秩父国際劇場跡プロジェクト  

＜事業実施スケジュール＞ 

平成22年度は基本構想を作成した。平成23年度以降は具

体的な事業化の手続き、活用制度の手引き、設計を進め

ていく。今年度は事業の母体となる事業協同組合の設立、

補助制度の申請、実施設計を行い、着工を目指す。 

 

◆具体プロジェクトの実施計画  
 

① SC跡地プロジェクト  

＜事業実施スケジュール＞ 

平成22年度は基本構想を作成した。平成23年度は具体

的な事業化の手続き、活用制度の手引き、設計を進め

ていくが、市の予算化等のスケジュールを考慮しなが

ら、次年度の事業着手を目処として実施する。 

 

②事業協同組合  

地域商店街活性化事業計画を立案する 

•デザインコードの作成  

•テナントミックス計画（具体プロジェクト）の立案 

•エリアマネジメントの実行 

 

＜検討内容＞ 

生鮮マーケットと市場の整

備、大宮学校の活用、コミ

ュニティ機能、駐車場整備 

 

＜検討内容＞ 

ランドマーク性のあるファサードの保存、コミュニティ
レストランによる食の集積、地域住民のたまり場を商店
街に創出する。 
※その他個別プロジェクトについては、平成 23 年度から事業
実施の検討を進める。 

 ③その他個別プロジェクトについては、平成 23年度から事業実施の検討を進める。  
 
A:洋館旅館、町家ステイ⇒歴史的建築を利用して、宿泊施

設や資料館、カフェ・バールを設置。具体的な運営方法

を検討する。 

B:ファサード修景⇒ファサードを整備して、まちなみの

質を向上させる。実施については各店舗のオーナーと

具体的に進めていく。 

C:飲食店の営業⇒事業者に委託して、町家を改修し、飲

食店などを営業する。事業者が決まればすぐに営業を

開始できる状態のため、具体的な事業者について検討

を行う。 

 

D:コミュニティ拠点の設置⇒病院跡地を改修し、カフ

ェ・バールやコミュニティレストラン、高齢者向けの

施設を設置する。既存施設を有効利用し、駐車場は商

店街と共有できるようにする。  

E:カフェと雑貨店の営業⇒元の金物店の特徴をいかし

た、カフェ・バールやレストランを営業する。広く開

放的な空間を利用したレイアウトを検討。 

F:屋台村とエコノミーホテルの設置⇒シングル向けの

ホテルと屋台村を設置し、観光の拠点とする。実施に

向けて、基本的な計画を立てる。 

  

 

 ・デザインコード  
・テナントミックス計画 （具体プロジェクト）  
・エリアマネジメントの実行  
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5. 実施計画とスケジュール  

 

 

 
≪平成 23 年度≫ 

商
店
街 

・商店街活性化新法の認定計画策定、活力向上補助金などの申請 

・具体プロジェクト画立案に関するまちづくり会社等の新組織設立 

・具体プロジェクトに関する事業計 

・事業の推進状況の広報 

→商店街は上記を進捗させるにあたり、みやのかわ商店街振興組合が中心となって、地元調整を行う 

支
援
機
関 

・デザインコードの発展と地元の合意形成 

→デザインコードの再吟味・提案を行い、ワークショップを通じてその理解を深め、地元の意見を吸い上げながらデザイン

コードを発展させる 

・市や県の整備計画との整合性の確保 

→特に大宮学校再建に関しては市の整備計画を念頭に具体的な作業工程を設定する 

・商店街活性化新法の認定計画策定、活力向上補助金などに関わる申請業務の支援 

→支援機関と商店街との共同作業で、ひとつひとつ課題をクリアする 

・具体プロジェクトに関するまちづくり会社等の新組織設立の支援 

・具体プロジェクトに関する事業計画立案補助と、建築等の設計と着工準備 

・具体プロジェクトの運営に関する支援 

・行政の意向把握と、商店街の取り組みに対するコーディネート 

→支援機関として、建築関連の作業（計画、設計、構造評価）を進め、必要に応じて市外の商業者の引き合わせを行う 

行
政 

・行政施策としての、商店街の活性化に資する基盤整備の検討 

・行政施策としての、商店街の活性化に資するソフト事業の検討 

 
≪平成 24 年度≫ 

商
店
街 

・各種の補助事業を活用した第１段階プロジェクトの施工・開店 

・具体プロジェクト第２段階の検討 

・具体プロジェクトに関するまちづくり会社等の運営 

・事業の広報 

→商店街は上記を進捗させるにあたり、みやのかわ商店街振興組合が中心となって、地元調整を行う 

支
援
機
関 

・具体プロジェクトの実施に関わる各種補助事業の申請業務の支援 

→支援機関と商店街との共同作業で、ひとつひとつ課題をクリアする 

・具体プロジェクトに関するまちづくり会社等の組織運営の支援 

・具体プロジェクトに関する運営上のアドバイス 

・行政の意向把握と、商店街の取り組みに対するコーディネート 

→支援機関として、建築関連の作業（計画、設計、構造評価）を進め、必要に応じて市外の商業者の引き合わせを行う 

行
政 

・行政施策としての、商店街の活性化に資する基盤整備推進 

・行政施策としての、商店街の活性化に資するソフト事業支援 
   
≪平成 25 年度≫ 

商
店
街 

・各種の補助事業を活用した第２段階プロジェクトの施工・開店 

・具体プロジェクト第３段階の検討開始 

・具体プロジェクトに関するまちづくり会社等の運営 

・事業の広報 

→商店街は上記を進捗させるにあたり、みやのかわ商店街振興組合が中心となって、地元調整を行う 

支
援
機
関 

・具体プロジェクトの実施に関わる各種補助事業の申請業務の支援 

→支援機関と商店街との共同作業で、ひとつひとつ課題をクリアする 

・具体プロジェクトに関するまちづくり会社等の組織運営の支援 

・具体プロジェクトに関する運営上のアドバイス 

・行政の意向把握と、商店街の取り組みに対するコーディネート 

→支援機関として、建築関連の作業（計画、設計、構造評価）を進め、必要に応じて市外の商業者の引き合わせを行う 

行
政 

・行政施策としての、商店街の活性化に資する基盤整備推進 

・行政施策としての、商店街の活性化に資するソフト事業支援 

5. 実施計画とスケジュール  
    

 

 

．  


