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実施目的
　篠山市の市街地は近年、周辺幹線道路の沿道に立地する大型店等に購買力を奪われ、
中心商店街としての活力は大きく低下している。歴史ある街並みを生かし、地域活性化事
業にも貢献できる新たな商店主を育成し、開業者を生み出す。

実施体制

団体名 役割・得意分野など
篠山市商工会空き店舗対策係 空き店舗対策と開業希望者支援についての情報共有、受け入れの環境づくり

プラグ合同会社 開業時の古民家再生についての懸念事項、設備投資の目安、家賃設定

丹波篠山まちあるき実行委員会 観光客のニーズや町の魅力発信についての情報共有、イベント告知とＰＲ

NPO町なみ屋なみ研究所 リーズナブルな費用で古民家を改修した実績を元にアドバイス、改修の実施

一般社団法人ノオト 商店主誘致マネージャーと地域調整マネージャーを置く、事務局

　こうした事業を行うために、つぎの協力機関で実施体制を組んだ。

実施期間

スケジュール 2010年 2011年
8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

イベント

店舗確保・出店誘致

人材育成セミナー開催

イベント出店

本格出店 出店調整

イベント出店

開店店舗整備／出店準備

店舗確保・出店誘致

セミナー開催（計 11 回程度開催）

平成 22 年 8月12日 平成 23 年 2月21日

アートフェスティバル
リビング＆デザイン

まつり

実施内容

　篠山市商工会は平成 9年度から空き店舗対策事業に着手。中心商店街の店舗減少を食
い止め、町としての生活利便向上、人口の回復を図ることを目標に取り組むことにした。

篠山市の
「まちづくり全体の方向性」

戦略的に実施
●店舗の確保　　●新たな商店主の募集・誘致
●人気イベントへの臨時出店で実際の店づくり
●本格開業への支援　　●開業に伴う地域調整
●開業後のサポート

これらを踏まえながら●古民家再生
●スローフード
●クリエイティブツーリズム

篠山で生み出す

平成22年度　新たな商店主育成プログラム事業報告

事業対象地域　兵庫県篠山市篠山河原町地区

受 託 機 関　一般社団法人ノオト

事 業 内 容1
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イベントへの試験的出店～実際の開業へ

　第一段階＝イベントへの試験的な出店。秋の観光シーズンに、歴史的な街並みが残る地域に 1日単位で
出店。開業へのシミュレーションを行った。　
　第二段階＝実際の開業に向けての準備。今回の育成期間中に計３者の新たな商店主が生まれた。

STEP1 ／イベントへの試験的な出店 STEP2 ／イベント出店を経て実際に開業

新たな商店主のイメージ像確立
・街並み保存活動に熱心に取り組んでいる商店街の意向を理解して出店できる商店主
・「本物」を創っている、またはセレクトしている商店主で顧客に自分の言葉でそれを伝えられる商店主
・「本物」志向の 20 ～ 30 代女性を惹きつける魅力ある商店主

インテックス大阪で催された

リビング＆デザイン展に出店

日増しにその姿を現していく土
の壁…プロの左官職人が協力し
て行った土塀を完成させていく
インスタレーションは、会場内に
再現された古民家とともに来場
者の関心を集めた。

生活雑貨、自然素材の服、古代米を使った
メニューなどを取り扱う14者が町屋の土
間や一間を借りて出店。多彩な業態が、江
戸時代の街並みとうまくマッチしていた。

　古民家専門の不動産会社の設立希望者が出店。

イベントテーマ「すまいのリノベーション」に合わ

せて、古民家の再生＝古民家物件の取り扱いの仕

組みや改修・修理の方法などをアピールした。資

料を活用した説明だけでなく、ブースの中に実際

の古民家サンプルを建て、土壁塗りのインスタレー

ションも実施。プロの左官職人の協力を得て、イ

ベント期間中に少しずつ土壁が完成していく様子

は会場内でもひと際目を引き、たくさんの来場者

を集めて、とても効果的なＰＲブースとなった。

丹波篠山で年一回開催

ものづくり市「ササヤマルシェ」に出店

　ササヤマルシェは、雑貨や食料品・工芸品など

手作り作家などが出店する手作り市。「ハナシ、ハ

ズム、マルシェ」をテーマに、20 代の本物志向

の女性をターゲットに開催された。商品の特徴や

素材の良さなどを作り手が直接消費者に説明でき

るため、情報発信力を試される人材育成プログラ

ムの側面も持つ。出店先は城下町エリアの中でも

江戸時代の街並みが残る歴史ある場所。町屋の土

間や一間を借りて期間限定のショップをオープンし

た。そのうち３者は 1か月間の賃貸物件で本格的

な店舗づくりに努めた。

育 成 計 画 実 施 に お け る 状 況2
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物件探し、交渉・調整…開業支援はじまる

　ササヤマルシェに出店した 14 者の中から、３者が本格的な開業を果たした。開業に向けた支援は一カ月
ごとに段階を経て行われた。

地域特性にあった商店主の選定と地域調整

　空き物件の流動化を図るために、地域の諸団体

との協議を重ねた。各団体が連携を図ることで情

報を一元化し、得意分野をそれぞれが担当し、効

率よく事業を進めていけるように調整することが狙

いである。

　対象は、商工会の空き店舗対策事業、NPO町な

み屋なみ研究所の市民ボランティアによる古民家改

修・再生事業、丹波篠山まちあるき実行委員会の

城下町観光ツーリズム・イベント事業、地元自治会

の街並みを活用した地域活性化イベント事業など。

本格出店場所の検討・調整

平成 22年
11月 　本格的な開業に向けて店舗物件

を探し、貸主などとの交渉を重ねる。

地域調整マネージャーを通じた粘り

強い調整などを経て改修費負担や賃

貸料といった条件を整えた。

●開業に向けた物件探し、交渉を開始

平成 23年
2月 　交渉を重ねた１者が開業を果た

し、新たな商店主人材育成期間中

の開業は計３者となる。

　開業した３者はそれぞれの商品

の試作・研究も行った。

●３者が開業　試作・研究も

平成 23年
1月 　もう１者の交渉では、10 年間の

賃貸契約と改修費を家賃収入で回収

していく案を提示。

　並行して商店主・業態、町の活性

化事業への関心度なども関係者で情

報を共有。物件の継続によっては地

元住民、自治会との協議を重ねた。

● 10年契約の案を提示

平成 22年
12月 　出店２者が開業告知のチラシを

作成し、ＰＲ活動を始める。もう１

者は、家主探し、自治会商店主の受

け入れに対する調査などを通じた物

件の絞り込みに入った。

●チラシで開業ＰＲ

新たな商店主から始まる地域活性化、その一歩

　良き商店主の誘致は、３つの視点で候補を選出

した。

①街並み保存活動に取り組んでいる商店街の意向

を、理解して出店できる

②「本物」を創る／セレクトすることができ、顧客

に、自分の言葉でそれを伝えられる

③「本物」志向の 20 ～ 30 代女性を惹きつける魅

力がある

　イベント臨時出店の候補者で、３つの視点を理

解し、開業を果たしたのは３者。その一人、柴田

咲美さんは「自分の店から他店へも足を運んでも

らえばみんなのお客様になる、地域みんなでお客

様をお迎えしたい」と話す。

目標に対する成果（定量・定性面を含む）3
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本格的に開業した個性豊かな3店舗

開業を果たした、新たな商店主　３者の紹介

「岩茶坊ことり」玄関前に立つ柴田咲
美さん。

柴田咲美さん
柔らかな外光と照明効果で落ち着
いた室内。改修した武家屋敷の空
間で味わう中国茶・飲茶は意外と
しっくりくる。集客努力を通じて知
名度の向上が期待できる。

　城下町の武家屋敷エリアに開業。

建物を、地元の NPO 町なみ屋な

み研究所が市民ボランティアととも

に改修したもの。この NPOは店舗

改装の工事や予算の調整、家賃な

どの条件整備の調整にも協力した。

物件が決定した時点で自治会に業

種の説明をし、商店主との面談を

重ねた。月１回のイベントを行い、

集客にも努めている。

中国茶と飲茶の店
「岩

が ん

茶
ち ゃ

房
ぼ う

ことり」

　商店街エリアでの開業。改装の

工事計画も独自で行った。篠山市

内には少ない「親子で気軽に来店

できる」店づくりに努めている。子

どもイベントへの手作りおもちゃの

無料貸し出し、社会福祉協議会な

どへの貸し出し実績を生かして、来

年の夏には地域の子どもたちを対

象に工作教室も開きたいと言う。

足立留美子さん

木のおもちゃを手にした足立留美子
さんとご主人。

工房とショップが一体となっ
た店舗。商店主自ら篠山市内
に物件を探し、賃貸条件等の
交渉もスムーズに運んだ。社
会貢献も視野に入れた事業
展開をめざしている。

手作りおもちゃ・沖縄雑貨の店
「ナチュラルバックヤード」

　商店街エリアに開業したこの店

は、20 ～ 30 代をターゲットにした

デザイン性の高い雑貨と、若者が

集える交流拠点としてのカフェ機能

をもっている。地場産業にも関心が

高く、兵庫県の伝統工芸品「丹波

木綿」を素材に新規商品が開発で

きないか、機織り工場の職人を訪

問し、販売戦略やデザインなどで

の協働をめざしている。

高原英樹さん

高原さんは８種のコーヒー豆を使った
オリジナルブレンドの開発を試みた。

雑貨と飲食の店
「プラグストア」

　高齢者をターゲットに
した店舗が多い篠山では
珍しく、感度のいい若い
世代に的を絞った店舗演
出・商品構成が目を引く。



まちの将来を見据えた協働エリアマネジメント
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　イベントに出店した新たな商店主候補は 15 者。すでに開業を果たした 3者 ( 前ページで紹介 ) に続き、
平成 22 年 3月以降に開業を予定する商店主も 3者となった。

3月以降、開業を予定している店主 まとめ

対象地域、商店街へのヒアリング

　今回の成果は、実際に開業者が事業内に 3者、

合計6者生まれたこと。「誰でもいいわけではない」

と “ 良き商店主 ” 候補の選定に最も力を注いだ結

果である。将来、町の活力となる能力を発揮する

人材としても期待するため、商店主誘致や地域調

整、家主、住民も同じ思いで取り組んだ。

●家具、ステーショナリーなどの生活雑貨

　「 TORITON CAFÉ 」

●プリンの製造・販売

　「芦屋プリンとあっせ」

●自然素材の服

　「mokomo」

　街並み保存活動や歴史ある街並みを活用した市

民団体による町歩きイベントなどが盛り上がるにつ

れ、エリアマネジメントの話ができる場が増え、各

種団体が連絡を取り合い、状況について情報共有

できました。商工会の本業は開業支援です。ゆく

ゆくは空き店舗対策協議会の在り方自体も、篠山

の現状に合わせて変化させていきたいと思います。

　実地研修としてイベントへ臨時出店し、「良き商

店主」候補かどうか、研修を通して多くのことを判

断できた。私たちが誘致したい「街並保存活動に

熱心な商店街・自治会・各種団体の意向を理解し

て出店できる商店主」であるかどうかを見極めるこ

とができた。

効果的な実地研修　地域イベントへの臨時出店

　本格開業のための物件の掘り起こしがスムーズ

にいかなかったのが課題・改善点。歴史ある建物

は古くて資産価値が低いが、地域資源として非常に

価値が高く、保全するべき貴重な建物がある。「古

い建物は価値のないもの」という家主の意識を変

えていく役割を地域調整マネージャーが主に担った

が、1人では足りず、ヘルプスタッフが必要だった。

篠山で重要だった、地域調整マネージャーの役割

　祭りの神輿担ぎ、商店街の地域活性化イベント

実行委員会への参画、清掃活動などの要望がすで

にある。新たな商店主だからこそ見える問題を解

決する策を生み出し、地域貢献ができないか個別

に対応・支援することが必要だと感じる。

新たな商店主に求められる地域の役割

商店主誘致
マネージャー
地域調整
マネージャー

新たな
商店主 地域

誘致勧誘 物件の
掘り起こし

良き商店主
候補の判断

商店主と
地域の橋渡し

（篠山市商工会空き店舗対策係　本庄尚哉さん ）

支援協力機関が事業に果たした役割4



開業者を1人でも多く…その実現と広がりをめざして
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　新たな商店主が誕生し、今後の取り組みに向けた具体的な課題、問題点も見えたこの事業は、多くの団体
の協力なしには前進しなかった。その一歩となった試験的な出店を、つぎの団体が後押しをしてくれた。

　今後も古民家を中心に空き物件の調査・選定を続けるが、物件は不足気味で、改修費を含む予算面での調
整も難しい。家主に店舗として賃貸借してもらうための配慮、家主の生活スタイルを保持しながらの店舗改
装、設備の投入は可能か…丁寧なヒアリングを行い、協力を仰ぐ。

　「ササヤマルシェ」会場エリアの商店会。商店主

候補の参加＝活性化と位置づけ、出店に際しての

物件交渉、住民への依頼告知などを担当。

●河原町商店会
　臨時イベント会場＝出店場所として地域住民の

自宅 ( 町家 ) の開放、協力依頼を住民に広報。空

き家流動化に対して多くの住民の賛同を得る。

●上河原町自治会

　「マルシェマップ」に店主名・取扱商品などを記

載して来場者に配布。情報発信力のある商店主が

参加することに期待を寄せて協力・連携。

●ササヤマルシェ実行委員会
　臨時イベント会場として、出店への理解を住民

に広報。既存店舗も商店主の出店に好意的で、会

場付近の通行規制でも協力を呼びかけた。

●下河原町自治会

地域、商店街が活性化に向けて果たした役割・活動の報告5

予算の確保について

　国などの補助金と自社の自己資金を財源に、改

修を進める。NPO 町なみ屋なみ研究所が進めて

いる市民ボランティアによる改修でコストダウンし、

最低限の再生事業を行う。店舗の設備投資につい

ては、商店主の自己資金でまかなう。

家主との契約について

　公的資金で改修を行うため、10 年間の賃貸借

契約をほぼ無償で協力をあおぎ、契約満了時に家

主へ返還する。契約は家主と自社で結び、自社は、

新たな商店主へサブリースする。また、“良き商店

主 ”誘致へ、各種団体と協議を重ねる。

新たな課題とその対策について6

下河原町商店会　会長　森本和男さん、NPO町なみ屋なみ研究所　理事長　酒井宏一さん・市民ボランティアのみなさん（古
民家改修・再生事業）、plug 合同会社　代表　吉成佳泰さん（開業者誘致活動）、ササヤマルシェ実行委員会　実行委員長
　中原大輔さん（イベント出店への協力、地域調整活動）、才本建築事務所　代表　才本謙二さん（古民家改修活動）、篠山
市商工会　本庄尚哉さん（空き店舗対策係）、一般社団法人ノオト　代表理事　金野幸雄、中川敬久、名田尚紘、谷垣友里（新
たな商店主誘致活動、地域調整活動）、篠山暮らし案内所

上河原町自治会　会長　北場弘忠さん（地域調整活動）、下河原町自治会　会長　上田多紀夫さん（地域調整活動）、丹波篠
山まちあるき実行委員会　実行委員長　井上晋さん（城下町の観光ツーリズム・イベント事業）、丹波篠山まちなみアートフェ
スティバル実行委員会　実行委員長　中西薫さん（地域調整活動）、篠山市政策部篠山へ帰ろう住もう係　係長　大路和浩
さん（地域調整活動）

協働先
（順不同）

協　力


