
発寒北商店街（北海道札幌市）、野幌商店街（北海道江別市）
帯広電信通り商店街（北海道帯広市）、豊岡商店街（北海道旭川市）

北の大地、北海道。
この地でも、多くの商店街が苦境に立たされていることから、次世代を担う新たな
人材が求められている。
平成22年8月から2月にかけて、道内4か所の商店街で「現地マネージャー育成
事業」が一斉に実施される。
商店街の規模、置かれた状況などはそれぞれ異なっているが、地域の課題やニーズ
をとらえ、活性化の計画づくりに挑みながら現地マネージャーを育成していった。
4つの商店街の奮闘を紹介する。

「商店街活性化事業計画」認定申請も視野に
北海道内の4つの商店街が改革に向け始動
「商店街活性化事業計画」認定申請も視野に
北海道内の4つの商店街が改革に向け始動

性化法に基づいた「商店街活性化事業計画」の策定と認定申
請である。これは「地域コミュニティの担い手」として取り組む
商店街を支援する法律で、認定を受けると、国の補助金など優
遇措置を受けられるようになる。認定申請までいかなくとも、少
なくともそれに向けた道筋をつけるのも大きな目的の1つだっ
た。育成は次の4つのステップで実施されることとなった。

　【第1ステップ】
4つの商店街の状況はすべて違うため、基本は各商店街で個
別に育成することになったが、全商店街で共通した研修も実
施した。地域商店街に関する基礎知識の習得だ。北海道経済
産業局や北海道商店街振興組合連合会などが開催するセミ
ナーや研修会に参加し、地域商店街活性化法などの知識を習
得、現地マネージャーの役割や商店街活性化の具体的な事例
についても知識を深めていった。

　【第2ステップ】
第2ステップとして始まったのが、各商店街別の育成である。
座学による研修、調査実践、勉強会への参加を通して、「地域と
商店街の特徴と課題」「地域コミュニティのニーズ」の把握が
おこなわれた。

　【第3ステップ】
第3ステップでは、住民ニーズ調査結果や商店街活動の状況
を踏まえて、各商店街の戦略と方向性を探った。また、実際に
商店街のイベントなどに参加することで、事業の推進のための
体制づくりをおこなっていった。

　【第4ステップ】
そして第4ステップとして、これまで
のステップで得られた内容を計画と
して組み入れていったのである。

今回、北海道内で「現地マネージャー育成事業」の対象となっ
たのは、発寒北商店街（札幌市）、野幌商店街（江別市）、帯広
電信通り商店街（帯広市）、豊岡商店街（旭川市）の4つの商店
街だ。育成機関となったのは株式会社KITABAと北海道商店
街振興組合連合会である。
KITABAは道内の市町村を中心に、地域計画やまちづくり、商
業活性化に関するコンサルティングをおこなっている企業で、
北海道商店街振興組合連合会は、商店街組織に対する支援
機関として40年もの歴史をもつ組織。長い年月で蓄えたノウ
ハウをもっている。

　【育成概要】
現地マネージャーは、まず現地マネージャーの果たすべき役割
など商店街に関する基礎知識が必要となる。さらに担当地域の
商店街の特徴と課題を知り、それを踏まえたうえで、商店街活
性化のビジョンと戦略を練らなければならない。また、商店街
活性化はさまざまな人たちとの協力が必要となるためコミュニ
ケーション能力も求められる。これらを一通り身につけてもらう
ことを目的にしたのが、今回の現地マネージャー育成事業だ。
この事業の最終的な目標は商店街の活性化にあるが、北海道
内の地域にはもう1つの狙いもあった。それは、地域商店街活

共通の研修と個別研修で「商店街
活性化事業計画」認定申請を目指す
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発寒北商店街（北海道札幌市）、野幌商店街（北海道江別市）
帯広電信通り商店街（北海道帯広市）、豊岡商店街（北海道旭川市）

【商店街概要と現地マネージャー】
発寒北（はっさむきた）商店街は札幌市西区にある商店街で、
振興組合加盟店舗数でみると、卸売・小売業26店、飲食店9
店、サービス業14店、その他24店、計73店舗からなる。
商店街区域約1.5kmの区間に20か所の空き店舗があり、とく
に区間の中央部に空き店舗が集中しているため、利用者や通
行人には「シャッター通り」というイメージを与えている。こうし
た現状を少しでも打開すべく、今回の事業参加となった。
改革の核となる現地マネージャーとして誰を選ぶのかは、今後
の商店街の行方を左右する重要な問題だが、発寒北商店街の
場合は比較的スムーズに決まったといえる。選ばれたのは、印
刷会社勤務の傍ら発寒北商店街の活性化のためにイベント開
催や地域通貨の普及などに取り組んでいた大下敬氏である。
大下氏は日々の熱心な活動によって商店街のメンバーから活
性化の担い手として期待されていた人物だ。

　【商店街と地域の現状把握】
住民から「シャッター通り」と見られている商店街をどのように
して活力を取り戻していくのか。その第一歩となるのが、自分の
商店街の「特徴と課題」の把握だ。
その抽出に有効な方法の1つがアンケートによる住民ニーズの把
握である。やみくもにアンケートをとるだけでは確かなニーズが抽
出できないため、大下氏は育成機関とともに、現状から想定され
る事業を仮説化したうえで設問内容を検討していき、回収率を上
げる方法やコストなども考慮した効果的な方法を学んでいった。
また、商店街の現状を知るため通行量調査も実施することに
なったが、事前に通行量調査で協力者があまり得られないこと
が想定されたため、少人数でも効果的に調査できる方法につ
いて育成機関からアドバイスを受けた。
次に、商店街のとりまく状況と概要を整理。さらに地域資源につ
いても再確認する。その結果「発寒北商店街でしか手に入らない
オリジナルキャラクターやオリジナル商品がある」「発寒北地区
に小学校2校、中学校1校があり、登下校時に多くの小中学生が
商店街を通る」「由緒正しい発寒神社など、歴史を感じさせる資
源が残っている」などの地域資源があることがわかった。

【調査結果から見えた課題と
方向性】
大下氏らはさっそく住民調査を
実施。その結果は厳しいもの
だった。発寒北商店街振興組合
や開催しているイベントなどの
認知度は決して高いとはいえ

ない結果となった。商店街の利用頻度も「ほとんど利用しない」
「利用しない」を合わせると約18％と芳しいものではなかった。
だがその一方で具体的なニーズも多く得られた。自転車を利
用しない高齢者にとっては生鮮食料品のニーズが高く、休憩
スペースやバリアフリーなどを希望する意見も多かった。若年
層ではコンビニエンスストアを設けてほしいという声が強かっ
た。そして商店街全体として「暗いイメージ」があり、明るく活
気のある商店街が求められていることもつかむ。
さらに通行量調査も実施。前述したように、協力者があまり得
られないことが想定されたため、簡易的な調査方法によってお
こなった。商店街の主要地点を決め、各地点で交通別手段（自
動車、自転車、徒歩）や属性（性別、年代）、通過する方向（右左
折、直進）などを調査し、それを集計・分析することで、年代別・
時間別・性別など、利用者の動向を把握するという手法だ。
結果、平日の朝8時台の歩行者は登校児童と駅に向かう通勤
の人がほとんどを占め、通行量のピークは夕方5時台であるこ
と、休日のピークは午前10時台で、その時間帯は近くの市場の
開店時間でもあり、生鮮食料品店の需要の高さがうかがえた。
住民ニーズ調査と通行量調査などから見えてきた課題は、「空
き店舗が集中する区間の歩行者確保のための空き店舗活用
の必要性」「地域住
民に商店街につい
てもっと知ってもら
う重要性」「安心安
全や環境への取り
組み」などだった。

活性化に積極的だったメンバーを
現地マネージャーに選定

地域住民とどんどん関わり
新たなネットワークも構築

発寒北商店街（札幌市）
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これらの課題から、どのような方向性にすれば商店街を活性化
させることができるのか。大下氏らが出した方向性は次のよう
なものだ。

 

れ、駅舎の改築工事、自転車・歩行者の整備が進められている。
なかでも、鉄道が高架化されることによって、現在南北で分断
されている周辺地域が容易に行き交いできるようになり、商店
街の活性化にもつながると期待されている。だが、ここでも地域
コミュニティ活動では人材が不足しており、高架事業などでさ
まざまな協議や調整が必要なことから、今回現地マネージャー
育成事業に参加することとなった。
商店街から現地マネージャーを選定する道も探ったが、多忙な商
店主が多く適任者がいなかったことから、最終的に選ばれたのは
外部人材の廣田哲平氏だった。過去にコンサルタントをしていた
ことがあり、その際に一時的に野幌商店街のことも知っていたこ
と、さらに建築系の専門知識もあることから、白羽の矢が立った。

【商店街概要と現地マネージャー】
江別市は人口12万人ほど。札幌市の東約15kmに位置し、電車
でも15～20分程度なため、ベッドタウンとして発展してきた。
野幌（のっぽろ）商店街はJR野幌駅周辺にあり、野幌商店街振
興組合加盟店舗数は全50店舗で、内訳は、卸売・小売業が13
店、飲食店24店、サービス業7店、その他6店と、比較的飲食店
が多いのが特徴だ。
振興組合の空き店舗数は5店舗ほどだが、昼間営業していな
い居酒屋・スナックが多くあるため、昼間でもシャッターが下り
ている店が多く、昼間に商店街を通行する歩行者には決して
活気ある商店街とは映っていない。
野幌駅周辺は「江別の顔づくり事業」によるまちづくりが計画さ

外部に現地マネージャーを依頼
「店を開業して根付いてほしい」の声も

 

発寒北商店街（北海道札幌市）、野幌商店街（北海道江別市）
帯広電信通り商店街（北海道帯広市）、豊岡商店街（北海道旭川市）

【まとめ】
こうしたビジョンを策定しても、協力者がいないと実現させる
のは難しいが、大下氏はつけもの品評会など商店街と地域住
民との交流イベントで企画立案から事業運営、調整役も担当。
これによって協力してくれる商店街のメンバーをさらに獲得し
たのはもちろん、地域住民とも信頼関係ができ、リアルな住民
ニーズの把握にもつながっていった。
発寒北商店街振興組合の関係者はこう語る。
「住民ニーズ調査や通行量調査などは、時間的・人的余裕がない今
の商店街の現状を考えると、現地マネージャーという人材がいな
ければ実現できないものでした。また、町内会やほかの団体など、そ
れまで商店街がつながりにくかった団体ともネットワークができつ
つあり、今後の商店街の展開を考えると非常に有意義でした」
事業の実施期間中では、商店街活性化事業計画の認定申請ま
でには至らなかったが、今後、具体的な事業計画の検討に向け
て動き出しつつある。
財源不足、現地マネージャーの負担軽減および補佐役の育成、
商店街全体の意識改革など、まだまだ問題は山積みだが、活性
化への胎動は間違いなく起こっている。

・空き店舗の活用
　空き店舗を活用したイベントや交流事業を展開。さらに、
空き店舗を休憩スペースか需要の高い生鮮食品店（朝
市、直売所）などに活用する。
　・子どものための商店街づくり
　安心して生活できるようコミュニケーションの場をつくる。
　・環境にやさしいまち
　エコ活動によって環境にやさしい商店街にし、地域の人
が交流できる機会をつくる。
　・情報発信
　すでに地域通貨関連のイベントや世代間交流事業など
に取り組んでおり、それらをさらにPRすることで来街者を
増やす。
　・安心安全なまちづくり
　地域の人同士、高齢者同士が支え合う共助の環境づく
りをしていく。

野幌商店街（江別市）
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【まとめ】
外部の現地マネージャーは商店街にいったい何をもたらした
のか。野幌商店街振興組合の関係者はこう語る。
「具体的な事業の検討や事業費などの資金計画など、積極的
に商店街に入り込んで動いてもらい大変助かりました。ただ、
半年ではできることにも限界があり、1年以上続けてもらうと
ありがたいなと思っています」
商店街活性化事業計画の認定申請までには至らず、具体的な
計画、商店街全体の意識改革も課題となっているが、廣田氏
への信頼は厚く、振興組合では廣田氏に継続して活動してほ
しいと願っている。しかし外部の現地マネージャーの場合、活
動の対価を払う必要がある。資金面で余裕があるとはいえな
い振興組合は、「いっそのこと廣田氏に商店街で開業しても
らっては」という声まで出たということだった。

だが、外部の現地マネージャーの場合、どうしても根本的な問
題を抱えてしまう。商店街のメンバーとの人間関係ができてい
ないことだ。そこで廣田氏は事業開始と同時に一軒一軒店舗
を訪問してあいさつをし、組合員に認知してもらい、その後もこ
とあるごとに商店街の人たちと接しながら人間関係を構築し
ていった。その結果、協力者が必要な通行量調査の際、商店街
の会議で協力を呼びかけたところ、多くの組合員が参加の意思
を表明してくれたという。

　【商店街と地域の現状把握】
廣田氏らが、調査の末に把握した野幌地区の地域資源は、「レ
ンガの製造でひらかれた歴史があり、レンガを使用した住宅や
店舗が見られること」「店舗が集積している」「高架事業により
江別市の都心としてのまちづくりがおこなわれている」「市内に
4つの大学があり、近隣に学生・教員が多数居住している」「ご
当地ゆるキャラ『えべチュン』や幻の小麦といわれる『ハルユタ
カ』など全国的に知名度のあるものがある」だった。

　【調査結果から見えた課題と方向性】
発寒北商店街同様、住民ニーズ調査と通行量調査を実施。住
民ニーズ調査では、商店街を「利用しない」「ほとんど利用しな
い」が30％以上もあり、利用されているとはいえない現状であ
ることがわかった。住民が求めているものとして「農産物販売
や地元産食品販売」「休憩スペース」「サークル活動ができる
場所」「高齢者の憩いの場」、さらに「消費電力の少ないLED街
路灯」も23.3％と要望が高かった。
通行量調査では、平日・休日ともJR野幌駅前の利用者が多く、
平日は登下校の時間帯に学生が多くいることがわかった。ま
た、野幌駅への送り迎えの自動車も数多くあった。
こうした調査結果をふまえ、次の4つの柱を掲げる。

 

り、農産物集積地でもある。
帯広電信通り商店街は市内
北東部にあり、商店街区は
電信通りの約450mの長さ
にある。振興組合加盟店数
は32店舗で、卸売・小売業
15店、サービス業6店、飲食
業2店、その他9店と、小売
店が多いのが特徴だ。
空き店舗は13か所あり、ビル内の空きテナントも2か所、また
帯広発祥の地である歴史ある街区であることから古い建物が
多く、老朽化も激しい。また、商店街がある電信通り周辺地区は
人口減少が止まらず、市内でもっとも高齢者比率の高い地区

【商店街概要と現地マネージャー】
帯広市は北海道東部の十勝地方のほぼ中央に位置する人口
約17万人のまちだ。全国有数の大規模経営の畑作地帯が広が

振興組合で一致団結し
「商店街活性化事業計画」認定申請

発寒北商店街（北海道札幌市）、野幌商店街（北海道江別市）
帯広電信通り商店街（北海道帯広市）、豊岡商店街（北海道旭川市）

・交流拠点づくり
　地域に多い学生が活動する拠点の場をつくっていく。
　・高齢者に対応した取り組み
　独居老人などの日常生活の困りごとを解決するなど、生き
甲斐を感じることができる環境づくりをおこなう。また、買い
物やコミュニティなど中心的な役割を担う。
　・統一感のある明るい商店街
　商店街や店舗などの外装を、レンガなどで統一し、全体的
に明るい色調にする。
　・省エネや新エネルギー設備の導入
　ソーラーパネルや街路灯にLEDを採用する。

帯広電信通り商店街（帯広市）
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【まとめ】
朝日氏らはこの方向性のもと商店街活性化事業計画の策定を
円滑化、その結果、1月には認定申請し、平成23年3月に認定
を受けた。
その要因は、振興組合にもともと備わっていた“やる気”と、朝日
氏の活躍によるところが大きい。認定申請に向けた説明会で
は、通常12名参加のところ、朝日氏を中心とする周知や呼びか
けの結果、28名もの参加となった。朝日氏は商店街の行事や
活動などさまざまな機会への参加を通して、関係機関や商店
街店舗との良好な関係づくりを進め、商店街理事長ほか役員
などとの信頼関係も築いていった。振興組合関係者は朝日氏
をこう評価する。
「商店街の個店との連携をいとわずに、親身になって連絡や相
談を受けてくれた。また商店街の事業に積極的に参加してくれ
たので、理事長や役員、一般組合員とも関係づくりがうまく
いったと思います」
事業終了後、朝日氏は商店街で設立したまちづくり会社「株式
会社でんしん」に事務局長として就任。引き続き現地マネー
ジャーの役割を担っている。意欲的な理事長をはじめとする商
店街と現地マネージャー。この一致団結の体制で、帯広電信
通り商店街はさらなる改革に取り組もうとしている。

でもある。商店街はそうした現状を自覚し、比較的早い段階か
ら改革に取り組んできた。
環境にやさしい商店街として廃食油の回収や街路灯のLED
化、さらに花壇の整備、寄せ植えプランターも設置し、それぞれ
の店先も花と緑で飾っている。また毎年5月には障がい者福祉
施設と連携した「青空園芸市」を開催しているほどだ。また、商
店街活性化事業計画の策定をすでに進めており、このことから
も同振興組合の“やる気の高さ”が垣間見える。
この商店街の活性化役、すなわち現地マネージャーとして選ば
れたのは、商店街で文具販売店を経営していた朝日正行氏。朝
日氏はすでに経営から退いているものの、商店街の顧問として活
躍しており、商店街の状況に詳しいことから適任と判断された。

　【商店街と地域の現状把握】
確認した地域資源は「帯広発祥の地で歴史がある」「平日の朝
夕は生活道路として通行量が多い」「商店街内外に神社・寺院
が多い」「商店街に有名なまんじゅう店など3店のスイーツ販
売店があり観光客の来店も多い」だった。

　【調査結果から見えた課題と方向性】
住民ニーズ調査・通行量調査で見えてきたのは、若者と高齢
者でニーズがはっきりと分かれていることだ。若年層はコンビ
ニエンスストア、ファーストフード、スイーツ店の誘致を望み、
高齢者層は食料品の取扱いや気軽に使えるコミュニティス
ペースを兼ねた飲食店への要望、またリサイクルショップなど
生活利便性の向上への要望が多かった。通行量では前述のス
イーツ店への訪問が多く、この周辺は「スイーツロード」として
知られるものの、目的買いが中心で、商店街をブラブラと散策
する楽しさに欠けていることが浮き彫りになった。
朝日氏は振興組合の理事長などとともにすぐに次のような方
向性を打ち出す。

 

発寒北商店街（北海道札幌市）、野幌商店街（北海道江別市）
帯広電信通り商店街（北海道帯広市）、豊岡商店街（北海道旭川市）

・商店街として地域コミュニティの核を担う
　不足している業態や交流拠点を整備する。
　・高齢者・障がい者が安心して利用できる
　高齢者・障がい者にやさしいぬくもりのある商店街を目指
し、障がい者の自立支援を手助けする。
　・空き店舗活用
事業を立ち上げるにあたって、空き店舗を有効活用する。
　・スイーツロードの活用
　商店街全体への波及効果を考える。
　・後継者育成・起業家支援
　産学連携によるチャレンジショップの開設、起業家支援
のためのチャレンジショップ開設。
　・帯広発祥の地の誇りがもてる地域に
　夏祭り、盆踊り大会、新規イベントで、地域住民との連携
を深める。
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発寒北商店街（北海道札幌市）、野幌商店街（北海道江別市）
帯広電信通り商店街（北海道帯広市）、豊岡商店街（北海道旭川市）

専門知識が豊富なことか
ら、これまでのサークル活
動やにぎわい活動などの
課題の整理を中心に取り
かかった。
従来の活性化事業で見え
てきた課題。その1つはマ
ンネリ化だ。毎年同じこと
をしていると当然飽きられ
てしまい、新たな企画を考
えなければいけない。ま
た、地域サークルなどの活
動拠点となっている来街者施設「とよおか村」などに、団塊世
代や小学校の父兄、周辺住民、企業などを積極的に取り入れ
るなどして新たなメンバーを入れることで活性化する必要性
もある。つまり“新たな企画”“新たな人”がマンネリ化打破のカ
ギになると考えたのだ。

　【まとめ】
ここ数年毎年開催している商店街事業の「とよおか村まつり」
では、運営の協力者を増やしたこともあり、前年比で120％も
多い400名を集めた。また、冬の商店街事業「新酒講習会」も、
通常12名ほどの参加者が28名になるなどの成果が出たこと
で、“組合員の意識”が変わってきた。商店街関係者からは、「住
民からの認知度が高まったことで、組合員の参加意向も高まっ
た。現地マネージャー原田氏との話し合いの時間を多く設けた
ことで連携も強まった。今後も原田氏には企画立案やアイデア
などにおいても携わってもらいたい」と期待が膨らんでいる。

【商店街概要と現地マネージャー】
人口約35万人と、北海道では札幌市に次いで人口が多い旭川
市。旭川市中心部の東側に位置するのが豊岡商店街だ。振興
組合の加盟店数は23店で、小売店が5割、飲食・サービス業が
4割、その他1割といった構成だ。
同商店街では、平成18年に「豊岡商店街リボーン（再誕）計
画」を策定し、その実現化に向けて地場産江丹別そば粉を活
用した「商店街にぎわいづくり事業」、さらには地元産品「江丹
別そば」と商店街来街者施設「とよおか村」とを連携させた「手
打ちそばの実験事業」をおこなうなど、にぎわいづくりに奮闘
してきたが、組合の高齢化など担い手不足から今回の事業参
加となった。
現地マネージャーはこれまで豊岡商店街で商業活性化アドバ
イザーとして携わっていた原田重則氏が選ばれた。商店街や
地域住民からも信頼されていることから、関わることとなった。
ただ、豊岡商店街はこれまでの活性化活動で大きな問題が
あった。期間的、人的にも無理が生じて組合員が疲れてしま
い、協力者がついてこれなくなっていたのだ。そこで今回は、
「無理・無駄」はせず、商店街活性化事業計画も実施期間内に
申請しないという方針で進められることとなった。

　【課題と方向性】
前述したように、豊岡商店街は商店街独自の活性化計画があ
り、それに基づいて商店街事業が進んでいる。また、原田氏も

既存の活性化計画のマンネリ打破へ
協力者が増えイベント参加者もアップ

 

豊岡商店街（旭川市）

6



事業概要 地域のニーズに見合った商店街づくりを実現するための新たな担い手が不足しており、その育成に課題を持つ商
店街に対し、現地マネージャーを育成することで商店街の活性化に寄与することを目的としている。また、現地マ
ネージャーが商店街活動に加わることによって、商店街事業が活発化することのほか、地域商店街活性化法にもと
づいた商店街活性化事業計画の策定および認定申請の加速化を図ることも目的とし、実施した。

事業名

実施期間

平成22年度　現地マネージャー育成事業

平成22年8月31日～平成23年2月21日

株式会社KITABA事業委託先

発寒北商店街（北海道札幌市）、野幌商店街（北海道江別市）
帯広電信通り商店街（北海道帯広市）、豊岡商店街（北海道旭川市）

 
見えてきた「理想の人材像」
現地マネージャー同士の交流も刺激

北海道内の4つの地域で進められた現地マネージャー育成事
業。商店街ごとにそれぞれ状況や目指しているものは違ってい
たが、現地マネージャーとして共通する「理想の人材像」も見
えてきた。それは次の3つだ。

1つが事業をしっかりとマネジメントできること。商店街活性化
に関する基礎知識の習得はもとより、住民ニーズの調査、通行量
調査などをしっかりおこない、課題と方向性を明確にし、計画づく
りをリードしていく力が必要である。2つめが商店街の細かい声
にも耳を傾け信頼が構築できる御用聞きができること。3つめが
空き店舗などの課題に対し商店街で起業・創業できること、ある
いはビジネスプランを構築できること、である。このような人材を
育成できれば、商店街が活性化する可能性も高いと考えられる。
ここに紹介した4つの商店街の現地マネージャー同士は、交流
の場においてお互いに懇親を深めており、活発な情報交換も
おこなわれた。他地域の状況を知るとともに、自分の商店街の
状況を見直すきっかけにもなったはずだ。
励まし合い、刺激もし合う。改革を担う者同士の交流も今後求
められる。
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