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Ⅲ．各地域からの報告とノウハウ提案 

 

 

 

 

 

北海道（2 地区） 

  実施商店街 中島商店会コンソーシアム（室蘭市） 

        留萌市商店街振興組合連合会（留萌市） 

 

  支援機関  KITABA・道振連コンソーシアム 
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１．事業概要 ～現地マネージャー人材育成の基本体系～ 

 

（１）目的 

 

北海道内の商店街は近年の商店街を取り巻く厳しい状況に例外なく直面しており、来街者の

減少、空き店舗の増加、後継者不足などの問題があげられています。そして、今後の商店街の

活性化のために新たな取り組みや課題の解決が求められています。 

本事業において選定した室蘭市・中島商店会コンソーシアム、留萌市・留萌市商店街振興組

合連合会の 2 地域において、まず共通するのは複数の商店街振興組合からなる連合体組織であ

るということです。連合体組織の形成する地域全体の活性化を目指し取り組むには、各組織と

の連携を円滑に進める為の調整役が必要であり、現地マネージャーがその役割に適任であると

考えられます。現状の課題を解決していくにも、地域全体との協働関係が不可欠であり商店街

内だけでなく地域の多様な主体とつながり活性化に取り組む必要があると考えます。  

そのため、地域全体の活性化ビジョンが出来る人材が必要であるため、調整役としてのスキ

ルの他、エリア全体を管理出来るスキルを育成していきます。 

 

 

（２）育成カリキュラムの概要 

 

１）現地マネージャー育成指針 

■現地マネージャーのあるべき姿 

商店街が、地域全体の活性化を目指し取り組むには、多様な組織・団体とつながり、様々な 

アイディアや人材、支援を充実させる必要があると考えます。そのためには現地マネージャー

が各組織との連携をとり、円滑に進める為の調整を行う「つなぎ役」となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商店街と商店街、商店街と地域住民、商店街と行政・他団体といった「つなぎ役」を現地マ 

ネージャーが担うことにより、地域全体で円滑に事業を進めることができる「エリアマネジメ

ント」を実行できる人材を育成します。 

 

エリアマネジメント

商店街

商店街

行政

地域

他団体

現地
マネージャー
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■現地マネージャーにもとめられる４つの能力 

エリアマネジメントを行える現地マネージャーに必要な能力として、以下の４つがあげら 

れます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■現地マネージャー育成のための研修 

４つの能力を習得するために各研修メニューが設定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知識

経験

スキル

行動力

商店街の活性化の考え方
商店街の活性化事例について
地域商店街活性化法をはじめとした支援策について

イベント、事業の参加、企画立案

コミュニケーション、ファシリテーション能力
情報の分析
各種申請書等必要書類の作成

イベント、会議の運営、地域の合意形成
事業の策定、事業予算の管理

現
地
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

知識

経験

スキル

行動力

・OffJT、商店街活性化についての講義
・活性化セミナーへの参加

・活性化事業、イベントへの参加
・先進事例の視察

・テーマ別集合研修
・グループディスカッション、ワークショップ

・現地OJT（地域の特性に合わせた研修）
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２）育成カリキュラム 

上記をふまえ、本事業は、2 地域の現地マネージャーの共通の合同研修と各地域の現地 OJT

を行い、それぞれの現地マネージャーの特性に合わせた研修を行いました。 

 

 

 

③商店街間や地域の協

力機関との連携によ

る事業促進について 

留萌市商店街 

振興組合連合会 

①エリアマネジメント 

について 

②まちなか賑わい広場

の利用促進について 

地域共通プログラム 

基礎研修①(札幌合同研修) 

商店街活性化において、現地マネージ

ャーの役割を理解し実行する 

基礎研修②(帯広合同研修) 

地域商店街活性化法について理解し各

商店街の活性化計画を策定する 

基礎研修④ 

(発寒北商店街現地マネージャー訪問) 

現地マネージャーの役割を継続させる

商店街の体制をつくる 

 

基礎研修③(道内商店街の意見交換会) 

商店街のコミュニティ機能を充実さ

せ、利用者の増加を目指す 

 

中島商店会 

コンソーシアム 

①エリアマネジメント 

について 

②コミュニティスペー

ス「ほっとな～る」の活

用について 

④地域商店街活性化法 

の認定申請 

③室蘭工業大学との 

      連携促進 
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（３）事業の流れ（スケジュール） 

 

日

程 

全体研修 

（支援センター主導） 

室蘭中島地区 留萌地区 

8 

月 

全体研修会①キックオフ 

（東京・支援センター） 

 

 

 

9 

月 

 基礎研修① 札幌合同研修（㈱KITABA社内） 

現地ＯＪＴ 

エリアマネジメントについて 

・基礎情報の調査 

  ・勉強会 

現地ＯＪＴ 

エリアマネジメントについて 

  ・基礎情報の整理、調査 

  ・勉強会の開催 

賑わい広場でのイベント 

10 

月 

 基礎研修② 先進地視察研修（帯広電信通り商店街振興組合） 

現地ＯＪＴ 

エリアマネジメントについて 

  ・基礎情報の整理、勉強会 

学生ワークショップの開催 

ふれあいサロンでのイベント 

現地ＯＪＴ 

エリアマネジメントについて 

  ・基礎情報の整理、調査 

 ・勉強会の開催 

賑わい広場でのイベント 

宮城県復興市への参加 

11 

月 
中間報告会（支援機関の

み：東京・八重洲カンファ

レンスセンター） 

基礎研修③ 「商店街活性化を目指す意見交換会」 

（札幌・北海道経済センタービル） 

現地ＯＪＴ 

活性化計画について 

  ・勉強会、検討 

学生ワークショップの開催 

ふれあいサロンでのイベント 

現地ＯＪＴ 

エリアマネジメントについて 

 ・基礎情報の整理 

 ・商店街間の情報共有連携 

賑わい広場でのイベント 

12 

月 

 

 

 

 

 

現地ＯＪＴ 

活性化計画について 

  ・企画、検討会 

地域住民ニーズ調査 

  ・アンケート調査の実施 

現地ＯＪＴ 

エリアマネジメントについて 

  ・地域関係機関との連携 

活性化計画について 

  ・企画、検討案について 

賑わい広場でのイベント 

1 

月 

 基礎研修④ 先進地現地マネージャー訪問 

（札幌発寒北商店街振興組合） 

現地ＯＪＴ 

活性化計画について 

  ・地域商店街活性化法申請のため

の臨時総会を開催 

現地ＯＪＴ 

活性化計画について 

 ・企画、検討について 

賑わい広場でのイベント 

宮城県復興市への参加 

2 

月 

全体研修会②成果報告会 

（東京・八重洲カンファレ

ンスセンター） 

現地ＯＪＴ 

地域商店街活性化法の認定申請 

現地ＯＪＴ 

市内にて復興支援物産イベント 

（地域商業活性化支援補助金を活用） 
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２． 実施内容 ～各地域の取り組み～ 

 

（１）商店街の概要と背景 

 

 

中島商店会コンソーシアムは、4 つの商店街振興組合と１つの商店会で形成され、室蘭市

の西南方位に位置している中島地区にあります。本事業の対象とする「なかじま商店街振興

組合」、「中島中央商店街振興組合」、「シャンシャン共和国商店街振興組合」「中島西口商店街

振興組合」の 4つの商店街振興組合は、ＪＲ東室蘭駅から市街地を通り国道 37号線へ向かっ

て、南北に約 900m、東西に約 550mに渡りＬ字で連なっている商店街です。 

また、中島商店会コンソーシアム事務局にコミュニティスペース併設して、ふれあいサロ

ン「ほっとな～る」を設置しています。買物客の休憩用スペースの他、市民等の発表の場と

して活用できる展示・イベントコーナーを設置しており、また、スペース内に起業を目指す

方々を対象に、業種を特定せずチャレンジショップとして提供しています。「洋服・リフォー

ム店」「陶器・雑貨店」「洋品雑貨店」「パワーストーン販売店」「そば・うどん等飲食店」が

オープンし、いずれも運営が継続しています。 

 

中島商店会コンソーシアム 

ＪＲ東室蘭駅 

中島商店会コンソーシアム 

事務局 

ふれあいサロン 

「ほっとな～る」 
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■各商店街の業種別振興組合員数 

業種 

なかじま 

商店街 

振興組合 

中島西口 

商店街 

振興組合 

ｼｬﾝｼｬﾝ共和国 

商店街 

振興組合 

中島中央 

商店街 

振興組合 

合計 

製造業 2 4 0 0 6 

卸売・小売業 14 16 9 14 55 

金融・保険業 2 2 0 4 8 

不動産業 9 6 0 5 20 

飲食店・宿泊業 8 12 5 2 27 

医療・福祉 3 1 3 1 8 

教育・学習支授業 0 3 0 1 4 

複合サービス事業 0 1 0 0 1 

サービス業（他に分類されないもの） 4 11 1 11 27 

公務 0 0 0 1 1 

合計 42 58 18 39 157 

（平成 23年 12月現在） 

 

①なかじま商店街振興組合 

 ＪＲ東室蘭駅の西口から道道 919号線に直結する道道 1081号線を徒歩 7～8分の距離

に位置し、長崎屋室蘭中島店や平成 23 年 9 月にヤマダ電機室蘭店が開店し、大型店と

ともに専門店が立ち並ぶ商店街である。「いい風に出会う街なかじまアイランド」をコ

ンセプトに、商店街の中心地にはシンボルロードとして「なかじまアイランド」通りが

ある。遊歩道のため四季を通じてさまざまなイベントを開催している。 

 

②中島中央商店街振興組合 

 道道 919 号線の一部、約 370m を一般公募にて「アルコナード」と命名し、その通り

沿いを中心に位置する商店街である。「アルコナード」には、童話をテーマとしたオブ

ジェが 8基設置されている。商店街フラッグを街路灯に設置することにより、通りとし

ての統一性や商店街の個性を演出している。 

 

③シャンシャン共和国商店街振興組合 

 「アルコナード」から一本奥に入ったシャンシャン通りに面している商店街であり、

毎年 6月には建国記念祭を開催する。国民憲章を設定し、理事長は大統領と呼ばれ遊び

心に商魂をマッチさせたパロディ商店街としてイベントなど行い、イメージアップを図

っている。 

 

④中島西口商店街振興組合 

 ＪＲ東室蘭駅の西口を中心とした商店街である。そのためビジネスホテルが立ち並び

出張や旅行客の利用が多い。登別方面と中島方面から車が交わる地域で市内でも交通量

が比較的多い地域のため駅からは大勢の学生や通勤客が出入りしている。 
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留萌市商店街振興組合連合会は、5つの商店街で形成され、留萌市の中心に位置しています。 

留萌市の商店街を取り巻く環境は、羽幌線の廃止・減船などの社会的要因や少子高齢化によ

る商圏人口の減少、また、都市間アクセス道路の整備及び郊外への大型店出店の影響により、

中心市街地の大型店の撤退や個店の転廃業が目立っています。 

歴史的にまちが形成されてきた地域ですが、現在は空き地・空き店舗が増加してきています。 

対象とする「留萌駅前大通り商店街振興組合」、「開運だるま通商店街振興組合」、「留萌市神

社下商店街振興組合」「留萌三番街商店街振興組合」「留萌中央商店街振興組合」の 5 つの商店

街振興組合は、留萌の港を取り囲むように JR留萌駅から約 1.5km続く商店街です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

留萌市商店街振興組合連合会 

①留萌駅前大通り商店街振興組合

②開運だるま通り商店街振興組合

③留萌市神社下商店街振興組合

④留萌三番街商店街振興組合

⑤留萌中央商店街振興組合
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留萌市商店街振興組合連合会は、平成 22年 4月に、市や留萌商工会議所などと協力し、「に

ぎわい広場で中心街の活気を取り戻すべく活動する商店街」として、大型店撤退後のビルの一

部で交流広場を開設しました。各種イベントを実施することにより、市中心部の来街者増加に

寄与しています。 

また、「チャレンジショップ」「一店逸品アンテナショップ」のスペースを確保し、大型店の

撤退により不便が生じた高齢者の生活用品を取扱う店や留萌産の特産品を扱う店が営業して

いるほか、障がい者が自由に集まるサロンも開設しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①留萌駅前大通り商店街振興組合  

 JR留萌駅を起点に市場や商店が並ぶ商店街。過去にアーケードが整備されていたが、

現在は老朽化により一部を残して撤去された。商店街内には留萌観光協会が運営してい

るお勝手屋「萌」が設置されており、留萌管内の観光情報やお土産屋として機能してい

る。 

 

②開運だるま通商店街振興組合 

駅前商店街に隣接しており開運町の中心に立地している商店街である。周辺には住宅

用地も多く、道営住宅などのアパート・マンションが目立ち、住民が比較的多い地区と

なっている。 

 

③留萌市神社下商店街振興組合 

大型スーパーや大手中古書籍店、カラオケチェーン店が出店しており５つの商店街の

中でも比較的若い世代が集まっている商店街である。大型スーパーには近隣の主婦や高

齢者が集まりにぎわいを見せている。 

 

④留萌三番街商店街振興組合 

連合会が運営するコミュニティスペース「賑わい広場」があるるもいプラザがあり、

バス待ちの時間や交流の場としてコミュニティスペース事業を実施している。 

 

⑤留萌中央商店街振興組合 

国道 231号線沿いに面しており、オロロンラインが通る商店街となっている。交通量

も多く、地域住民や観光客の移動する動線上となっている。 
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■各商店街の業種別振興組合員数 

  

留萌駅前

大通り 

商店街 

開運 

だるま通 

商店街 

留萌市 

神社下 

商店街 

留萌 

三番街 

商店街 

留萌 

中央 

商店街 

合 計 

製造業 0 0 0 0 1 1 

電気・ガス・熱供給・水道業 0 1 0 0 0 1 

卸売・小売業 16 13 15 11 19 74 

金融・保険業 1 2 1 2 2 8 

不動産業 0 0 0 1 0 1 

飲食店・宿泊業 3 1 3 1 2 10 

医療・福祉 0 1 0 0 0 1 

サービス業（他に分類されないもの） 4 4 3 3 6 20 

合計 24 22 22 18 30 116 

（平成 23 年 12 月現在） 

 

 

 

 

■中島商店会コンソーシアム全体の問題点 

中島商店会コンソーシアムの４つの商店街振興組合全体の問題としては、共通している以

下の３つがあげられます。 

 

 

 

 

 

 

 

①商店街への誘導不足 

  商店街の中に大型店が数ヶ所立地しており集客力はあるため、地域住民等が多く利用して

います。特に休日は商店街の街区内は買物客が多く通り、賑わいを見せていますが各個店へ

の誘導や引き込む魅力、取り組みが不足しており、各個店への売上には結びついていません。 

 

②各個店の魅力不足 

  商店街に人が多く集まっていますが、各店舗には魅力がある商品が不足しています。また、

魅力のある店舗が集積していないため商店街の回遊性が低下しています。来街者は大型店の

みの来街となり、個店への来店者数は向上していないのが現状です。 

中島商店会コンソーシアムの４つの商店街振興組合全体の問題 

①商店街への誘導不足 

②各個店の魅力不足 

③各商店街の特色がわかりづらい 

両地域の問題点の整理 
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③各商店街の特色がわかりづらい 

  ＪＲ東室蘭駅の西口から延びる中島西口商店街や、長崎屋室蘭中島店・ヤマダ電機室蘭店

が立地しているなかじま商店街等、集客力がある大型店等があり、その中でも一部の組合加

盟店は個性豊かで人を惹き付ける個店が存在しています。しかしながら、地域住民や大型店

を利用する来街者には周知されておらず、商店街利用者の増加には至っていません。 

 

■４つの商店街振興組合ごとの問題 

中島商店会コンソーシアムを形成している４つの商店街振興組合ごとに問題点の整理を行い

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■留萌市商店街振興組合連合会全体の問題点 

留萌市の 5つの商店街全体の問題点としては、共通している以下の 5つがあげられます。 

 

 

 

 

 

 

 

①集客力の低下 

留萌市の郊外に大型店が集積し、市民の日常的な買物は、こうした郊外の大型店に移行し

ています。また、市立病院なども郊外に移転したため、通院の帰りに商店街に立ち寄る市民

や留萌管内の人々の姿もなくなっています。 

さらには、商店街の中にあった大型店（デパート）も撤退し、集客力のあった施設がなく

なったため、商店街全体の集客力が低下しています。 

 

商店街 問題点 

なかじま商店街 

振興組合 

長崎屋とヤマダ電機などの集客施設があるが、路面店への入店

率が低い 

中島中央商店街 

振興組合 

空き地が目立つが、まちづくり協定があるため出店しにくい状

況がある 

シャンシャン共和国 

商店街振興組合 

建物の老朽化や近隣の大型店からの回遊性が低い 

中島西口商店街 

振興組合 

出張ビジネスマンが宿泊するホテルがあり、居酒屋等は力を入

れて発展してきたが、昼間の活性にかけている 

留萌市の５つの商店街全体の問題 

①集客力の低下 

②後継者不足と商店街のイメージ低下 

③買い物途中に休憩できる場がない商店街 

④外からの来街者にわかりづらい商店街 

⑤連携体制の弱体化 
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②後継者不足と商店街のイメージ低下 

5 つの商店街では、後継者がなく、数年後には閉店を考えている店や閉店の可能性が高い

店舗が数多くあります。 

このため、店舗への投資を控えて商店街全体の印象を落としたり、新たな商売への転換な

ど少なく、市民ニーズに対応しきれてないといった状況を生んでいます。 

こうした状況になっているため、さらに集客力が低下し、商店街全体の悪循環になりつつ

あります。 

 

③買い物途中に休憩できる場がない商店街 

商店街にあった大型店が撤退したことにより、買物に訪れた市民などが買物の途中に休憩

したりする場所が少なくなっています。 

このため、郊外の大型店を利用しづらい高齢者にとっても、利便性の低い商店街となって

います。 

 

④郊外からの来街者にはわかりづらい商店街 

５つの商店街は、その延長が 1.5kmと長くひとつの商店街として意識しにくく、このため、

３つの国道が走り留萌管内の中心街としての歴史を持つものの、郊外から訪れた人には、「ど

の商店街にどのようなお店があるのか」が解りづらくなっています。 

 

⑤連携体制の強化 

留萌市の 5 つの商店街は、ひとつの連続した商店街であるものの、商店街ごとに構成する

店舗の業種も異なることから、5 つの商店街が連携して事業などを取り組むことが難しい状

況にあります。 

今後の活性化を進める上では、商店街全体で集客を高めることが必要であり、5 つの商店

街の連携体制の強化が不可欠です。 

 

■５つの商店街振興組合ごとの問題 

留萌市商店街振興組合連合会及び５商店街の組合員に、各商店街の抱える問題や今後に向

けての要望等を中心にヒアリング調査を実施しました。 

 

商店街 問題点 

駅前大通り 

商店街振興組合 

駅の利用減少と共に衰退し日常品(生鮮特に野菜)店舗が無い。 

後継者がいなく店主も高齢化している。 

年に数回のイベントを行っているが、財力・労力共に減少している。 

アーケードが老朽化しているため、商店街自体が暗く、歩行者が危険。 

開運だるま通 

商店街振興組合 

空き店舗・空き地が目立ち、閑散とした印象を与えている。 
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神社下商店街振興

組合 

大型店撤退により人通り・売上共に大幅に減少。 

後継者がいなく店主も高齢化している。 

商店街を訪れる市民や来街者の休む場所がない。 

三番街商店街 

振興組合 

商店街を訪れる市民や来街者の休む場所がない。 

中央商店街 

振興組合 

大型店の撤退や市立病院・留萌支庁の移行により、人通り・売上共に大

幅に減少。街路灯の LED 化を終えたが、本数が少なく暗い。 

 

 

（２）現地マネージャー人材の選定 

 

 

  

長年、地元紙の室蘭民報社に勤務、報道部記者、報道部長、東京支社長等を歴任、取材等

を通じて多くのマチづくり団体と関わってきました。平成 22年、なかじま商店街振興組合に

採用され、商店街連携組織の中島商店会コンソーシアムの事務局長として、連携事務局やコ

ミュニティ拠点施設の運営にあたっています。 

石岡氏の取材を通した経験と知識、人脈は貴重な財産であり、様々な視点からのまちづく

りにおける企画提案が期待されます。また、昨年度の「ふれあいサロン」の運営に携わり商

店街関係者との信頼関係も構築しています。 

本事業では、商店街活性化事業計画策定のノウハウを取得するとともに、計画策定や取組

の実施などを通して多様な主体との連携による企画立案やコンセンサス形成に向けた主導的

役割を担います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）中島商店会コンソーシアム・石岡春夫氏 
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長年、留萌市において流通業に勤務しており、市内大型店に勤務。平成 22年 2月に閉店と

なり失業。その後、勤務の際のお客様の評判もよく、留萌市内の各商店街にも精通している

ことから、留萌市商店街振興組合連合会の賑わい広場の運営等に参加の打診があり、現在に

至ります。 

山我氏は、商店街コンシェルジュとして、商店街・個店の情報収集及び情報発信を行い商

店街の魅力と賑わいを創出する業務に携わるほか、「御用聞き・宅配事業」「アンテナショッ

プ・チャレンジショップ」の誘致・運営及びイベントの企画を担当。現在は、商店街にぎわ

い広場のスタッフとして活躍しており、氏の経験と実直な業務遂行能力は認められ、現地マ

ネージャーとして選定しました。   

本事業では、様々な商店街活動に参加し、商店街メンバーや地域住民、町内会、学校、Ｎ

ＰＯなどとの信頼関係の構築と、商店街活性化計画策定に向けて関係者などとの協議、検討

の役割を担います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）育成目標の設定 

 

  

 

地域住民ニーズを把握し、地域商店街活性化計画の策定に向けた調整、連携した事業の推

進のための合意形成を優先的に行うよう育成します。 

 

■重点的に指導する点 

・地域商店街商店街活性計画および事業の理解。 

・市民ニーズの把握と商店街の活性化の方向性。 

・地域商店街活性化事業の組み立てと調整および合意形成。 

２）留萌市商店街振興組合連合会・山我奈緒二氏 

 

１）共通の育成方針 
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・４つの商店街を対象とすることから、現地マネージャーは、４つの商店街を包括するエリ

アでのマネジメントを意識しつつ、地域商店街活性化事業計画策定および事業推進のスキ

ル習得を目指します。 

・地域においては、室蘭市中島地区全体の商業活性はもちろん、地域コミュニティの場とし

ての強化、商店街間の連携強化を図るためのエリアマネジメントに関する知識の習得、室

蘭工業大学と連携した事業なども検討するため、商学連携事業に関する情報の集積や運営

に関するノウハウのスキルを習得し、地域コミュニティの担い手となる商店街づくりを促

進していくこととします。 

・本事業終了後も中島商店会コンソーシアムの事務局長として活動し、また、活性化計画の

実施体制では、活性化事業運営事務局の現地運営マネージャーとして計画を遂行していき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・留萌市内の複数の商店街を対象とするため、現地マネージャーは、留萌市全体の商店街を

包括するエリアマネジメントを意識しつつ、地域商店街活性化事業計画策定および事業推

進のスキルの習得を目指します。 

・留萌市の中心に広範囲に広がる商店街組織のため、エリアマネジメントとして商店街振興

組合間のつなぎ役としての役割や、地域コミュニティの場としての強化、別地域の事例の

研究や運営に関するノウハウのスキルを習得し、地域コミュニティの担い手となる商店街

づくりを促進します。 

・本事業終了後は、留萌市商店街振興組合において現地マネージャーとして活動し、活性化

事業を遂行していきます。 

 

 

 

 

２）中島商店会コンソーシアム・石岡春夫氏 

 

３）留萌市商店街振興組合連合会・山我奈緒二氏 

 

■地域商店街活性化事業計画を策定する。また、事業推進に関する知識や手法を習得する。 

■商店街間の連携強化を図るためのエリアマネジメントに関する知識の習得 

■室蘭工業大学と連携した商学連携事業の構築  

■ふれあいサロン「ほっとな～る」を地域コミュニティの場として強化 

■エリアマネジメントの視点から商店街間のつなぎ役となる  

■コミュニティスペース機能の強化  

■事業運営に関するノウハウを習得  
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（４）実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中島商店会コンソーシアムの事務局と並行して現地マネージャー育成事業を行い、各商店街と連

携を取ります。また、室蘭工業大学と連携し、行政機関の協力の元、活性化計画を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

留萌市商店街振興組合連合会の事務局と並行して現地マネージャー育成事業を行い、各商店街と

連携を取ります。また、高校や NPO 法人等と連携し、行政機関の協力の元、活性化計画を策定し

ます。 

１）中島商店会コンソーシアム 

２）留萌市商店街振興組合連合会 

中島西口商店

街振興組合 

なかじま商店

街振興組合 

中島中央商店

街振興組合 

シャンシャン共和

国商店街振興組合 

中島商店会コンソーシアム 

現地マネージャー 

室蘭工業大

学 

事業連携機関 

支援機関：KITABA・道振連コンソーシアム 

連携・相談 支援 

【協力機関】 

（後方支援） 

北海道胆振 

総合振興局 

室蘭市経済部 

室蘭市商工会議

所 
地域住民 

連携・相談 支援 

【協力機関】 

（後方支援） 

留萌市産業建設部 

北海道留萌振興局 

留萌市商工会議所 

支援機関：KITABA・道振連コンソーシアム 

地域住民 

事業連携機関 

留萌千望高校 
 

 

・留萌駅前大通商店街振興組合 

・開運だるま通商店街振興組合 

・留萌神社下商店街振興組合 

・留萌三番街商店街振興組合 

・留萌中央商店街振興組合 

 
 

 

現
地
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー 

留萌市商店街振興組合連合会 

NPO法人 

留萌観光協会 
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（５）指導内容と成果 

 

 

  

○地域商店街・エリアマネジメントに関する基礎知識（座学・２地域合同） 

平成 23 年 9 月 21 日（水） ㈱KITABA 社内打合せスペースにて 

 

 

 

 

地域商店街活性化法に関する基礎知識や他の商店街の事例などを学ぶために研修を開催し

ました。㈱KITABA代表取締役酒本が講師となり、商店街活性化の考え方、エリアマネジメン

トに関しての考え方等の講義を行いました。 

主に、稚内市の「みなとの資源を活用した活性化」を例にとり、マネージャーの役割、計

画から実践段階のプロセスについて解説したほか、

商店街活性化の考え方について基本的な考え方か

ら解説し、商店街の構成員の合意形成、住民と商

店街との合意形成の手法についてもディスカッシ

ョンを行いました。 

特に、両地域ともに、複数の商店街振興組合か

らなる組織のため、エリアマネジメントの重要さ、

振興組合間の連携・合意形成について現状を把握

し現地マネージャーが調整役となる大切さを学び

ました。 

 

○先進地視察・指導（現地・２地域合同） 

平成 23 年 10 月 18 日（火） 帯広電信通り商店街振興組合にて 

 

 

 

 

平成 22年度に地域商店街活性化法認定を受け、活性

化事業に取組んでいる帯広電信通り商店街振興組合の

現地視察を実施しました。商店街の街区や、「コミュテ

ィショップミナミナ」の視察を行い、帯広電信通り商

店街振興組合の長谷理事長と高橋専務理事と地域商店

街活性化法の認定に向けた活動についてディスカッシ

ョンを行いました。活性化計画の策定にむけた、組合

①基礎研修 

 

テーマ：商店街の活性化において、現地マネージャーの役割を理解し実行する。 

講 師：㈱KITABA  代表取締役  酒本 宏 

テーマ：地域商店街活性化法について理解し、各商店街の活性化計画を策定する。 

講 師：帯広電信通り商店街振興組合  理事長  長谷 渉 

                  専務理事  高橋 正章 

知識 

スキル 

経験 

スキル 



事例から学ぶ 現地マネージャー育成ノウハウ 

 

 18 

内でのリーダシップや合意形成の重要性や実施可能な計画の提案等、地域商店街活性化法へ

認定に向けた具体的な経過から認定にいたるまでの実体験を交えた講義内容でした。今後、

地域商店街活性化法の認定を目指す両地域にとって実際に必要な工程等、より具体的に認識

できる様になりました。 

 

 

○「商店街活性化を目指す意見交換会」に参加（現地・２地域合同） 

平成 23 年 11 月 9 日（水） 北海道経済センタービル 8 階 B ホールにて 

 

 

 

 

北海道内で地域商店街活性化事業計画の策定や検討を進めている商店街関係者を対象に、

各商店街との意見交換・講師による話題提供などを通して商店街活性化計画策定に向けた気

運を醸成する事を目的としたフォーラムが開催された。 

コミュニティスペースの活用事例をテーマにし、札幌市内と近郊でコミュニティカフェを

運営する店主 2 名が講師となり話題提供を行って

いただきました。 

現地マネージャー2 名には、道内の商店街から

集まっていただいた代表者や、商工会・行政等の

関係者とワークショップ形式のディスカッション

等を行うことにより、他の商店街の事例や状況な

どの情報交換ができ、また、交流を深めることで

将来的な協力関係の基盤づくりが行えました。 

 

 

○先進現地マネージャーからの指導（現地・２地域合同） 

平成 24 年 1 月 30 日（月） 発寒北商店街商店街振興組合「ハツキタ茶屋」にて 

 

 

 

 

平成 22 年度現地マネージャー育成事業の対象であった札幌発寒北商店街振興組合大下氏

より、活性化事業計画を策定している発寒北商店街の状況、現在の大下現地マネージャーの

役割、活性化計画の内容について話していただきました。これまでは、地域の高齢者や子ど

もを対象とした事業を主軸としていましたが、現地マネージャー大下氏をはじめとした若手

の振興組合員とともに、ターゲットを子育て世代も視野に入れてコミュニティ事業を展開し 

テーマ：商店街のコミュニティ機能を充実させ、利用者の増加を目指す。 

講 師：café ドルフィン  須戸 睦子 

   ：手打ち蕎麦居酒屋 山海亭  稲田 保子 

テーマ：現地マネージャーの役割を継続させる商店街の体制をつくる。 

講 師：発寒北商店街振興組合 現地マネージャー 大下 敬 

知識 

スキル 

知識 経験 



事例から学ぶ 現地マネージャー育成ノウハウ 

 

 19 

ていく方針を定め現在は活動しており、今年度

提出する地域商店街活性化法の申請には主とし

た事業として活性化計画に策定しています。その

中で、「組合に加盟している商店主が全員で事業

を動かすことは難しいが、数人集まってリーダシ

ップをとって事業を実施することができる」との

意見があり、両地域の実践活動グループにも共通

する部分があることを確認しました。 

また、昨年より開始しているコミュニティカフェ「ハツキタ茶屋」について、事業を開始

するに至った経緯や機能、今後の展開について等の運営内容を含めた話をしていただき、両

現地マネージャーそれぞれの地域で行っているコミュニティスペースの内容を交えながらデ

ィスカッションを行いました。今後、現地マネージャー同士で商店街の活性化に向けて協力

しあうことになりました。 

 

 

 

 

●室蘭中島商店会コンソ－シアム 

地域商店街活性化事業計画の策定および商店街が企画運営するイベントなどの事業について現地

OJTを行いました。 

 

○エリアマネジメントについての現地OJT 

 

 

中島商店会コンソーシアムがある商店街地域の基礎情報を把握し、課題の整理を行いました。各

商店街振興組合の基礎情報、これまでの取り組み、課題の整理し、今後の方針について検討しまし

た。 

活性化計画についての必要な交通量調査は現地マネージャーが中心となり交通量を計測するポイ

ントから人員配置までコーディネートを行い実施しました。また、地域住民のニーズを把握するた

めのアンケート調査においても、ニーズを把握するうえでポイントとなるアンケート設計や配布枚

数、配布地域エリアの設定等の指導を行いました。

現地マネージャー石岡氏のネットワークの活用や活

性化計画にむけた実践活動グループの協力により、

アンケート調査票を120人を対象に配布し90％以上

の回収することができました。 

集積された基礎情報から、中島商店会コンソーシ

アム内での理事会や幹事会、また、支援パートナー

制度を利用した会議を行い、現在の課題やニーズを

②現地 OJT への個別指導 

 

基礎情報の把握と各商店街と連携した事業策

定 

知識 スキル 行動力 
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元に活性化計画の方針、事業内容について検討を行いました。会議の設定や内容については現地マ

ネージャーがコーディネート役となって各振興組合間と連携し、事業を実施する実践活動グループ

が集まり開催することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

○コミュニティスペース「ほっとな～る」の活用についての現地OJT 

 

 

全国商店街振興組合連合会の実践活動事業の補助金を活用し、にぎわい広場「ほっとな～る」の

活用の一環として、岩手県の名産品を集めた物産展を開催しました。また、商店街の回遊性を持た

せるため、スタンプラリーも開催し4日間で延べ600人の来場者がありました。  

「ほっとな～る」で開催されるイベントは現地マネージャーを中心に企画されており、今回開催

された岩手県物産展の企画から事業の申請、特産品

の取り寄せまで行いました。 

その他にも、定期的に健康講座や展示会を開催し

ており、地域の高齢者を中心に施設を利用していた

だいています。  

様々な取り組みにより事業前は 1 日当たり平均

32.4人だった利用者数が、事業期間は 1日当たり平

均41.7人と9.3人増加しました。 

 

 

 

 

 

 

○室蘭工業大学との連携促進の現地OJT 

 

 

中島商店会コンソーシアムの約２ｋｍに室蘭工業大学があります。商店街に大学生を呼び込みた

いという考えから大学と連携した商店街活性化の事業を進めるために、室蘭工業大学との連携事業

の検討を進めました。 

大学と連携した事業に向けたワークショップの開催 

補助金を活用したイベントの実施 知識 スキル 行動力 

スキル 行動力 

■成果 

基礎調査や、事業についての検討会議、幹事会においても各振興組合から参加者があ

り、活性化に対する意識が高まりました。また、行政機関や他団体との連絡や連携もと

れていました。 

■成果 

4 日間で 600 人程の来場者があり、好評であった。現地マネージャー石岡氏は企画か

ら補助事業の申請、物産品の手配まで行い、運営に関するノウハウを習得できました。 
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 室蘭工業大学の教授2名と現地マネージャー石岡氏とともに、中島地区を周回して学生の視点か

らまちの魅力を発見する「ぶらりマチ歩き」ワークショップを企画しました。学生に商店街を実際

に歩いてもらった後に、ふれあい広場「ほっとな～る」にてワークショップ形式のディスカッショ

ンを行い商店街の魅力・課題についての発表を行い

ました。学生の発表には商店街の店主や関係者が集

まり、学生と商店主の意見交換も行われ商店街側は

直に学生のニーズに触れることができました。また、

その後、ふれあい広場「ほっとな～る」の利活用に

ついて等の検討が開かれており、次年度以降の商学

連携事業にむけて、昨年度までは連携がなかった大

学と商店街の連携が構築されました。 

 

 

 

 

 

 

○地域商店街活性化法の認定申請に向けての現地OJT 

 

 

中島商店会コンソーシアムは地域商店街活性化法の認定に向けて兼ねてから検討されており、活

性化計画を模索していました。今年度から事業の検

討を本格化し、活性化計画づくりをすすめました。 

エリアマネジメントによるOJTで集めた資料から、

商店街の活性化の方針を検討しました。理事会や幹

事会により策定された計画を申請書に落とし込み作

成する作業工程や、４振興組合が連名で申請するた

め、４商店街の臨時総会を開催する等の手順につい

て指導をおこない、地域商店街活性化法の認定申請

書の提出までこぎつける事ができました。 

 

 

 

 

 

 

地域商店街活性化法の認定申請に向けた準備・総会の開催 スキル 行動力 

知識 経験 

■成果 

指導の通り遂行し、活性化計画の策定が進み、平成 23年 2月 10日に経済産業省北海道経

済産業局へ申請しました。来年度以降事業開始時に、臨機応変な事業推進に対応できるか

が課題となります。  

■成果 

商店街側と大学側がお互いの意見を交わし、商店街と大学の連携事業が策定できまし

た。 
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●留萌市商店街振興組合連合会 

地域商店街活性化事業計画の策定を目指した研修、および商店街が企画運営するイベントなどの事

業について現地OJTを行いました。 

 

○エリアマネジメントについての現地OJT 

 

 

留萌市商店街振興組合連合会に加盟している振興組合５つの情報を把握するために基礎情報の整

理から行いました。事業開始時は留萌市商店街振興組合連合会に各商店街に加盟している組合員の

情報が欠けており、連合会から各商店街への連絡系

統や商店街間の連携も曖昧であったため、現地マネ

ージャー山我氏とともに各商店街のヒアリング調査

を行い、現地マネージャーの役割を理解していただ

くと同時に、各商店街の現状や課題についてのヒア

リング調査を行いました。また、連合会全体の地図

を作成し、店舗状況などを把握しました。調査内容

については理事会での検討材料にし、今後の活性化

計画に向けた方針、策定につなげました。 

 

 

 

 

 

 

○まちなか賑わい広場の利活用促進の現地OJT 

 

 

留萌市商店街振興組合で運営している「賑わい広

場」を活用して、商店街活動を地域住民に広く認知し

ていただこうと、さまざまな活動を実施しました。秋

の収穫祭（来場者約200人）や賑わいフェスタ（来場

者約50人）等、商店街の外部団体（NPO法人や高校等）

と連携し、イベントを行いました。イベントを開催す

るにあたっては、現地マネージャー山我氏をはじめと

した賑わい広場を運営しているスタッフが企画から運

営、他団体のコーディネート役を務め、地域住民に多

く集まっていただきました。「賑わい広場」の利用者数も前年度は1日当たり101.6人だった利用者

数が事業期間内で1日当たり132.9人と、31.3人の増加させることができました。 

商店街間の連携強化や、現状の把握 

「賑わい広場」の運営、活用について 

スキル 行動力 

スキル 行動力 経験 

■成果 

これまで、連携が弱体化していたが山我氏への情報提供や意見交換、連合会事業への協力

体制等が現地マネージャー育成事業の活動ともに動きがあり、意思疎通の兆しは見えまし

た。今後の活性化計画の検討が課題となります。 
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また、商店街内に唯一あった本屋が2010年12月に閉店したため、中心部から本屋がない状況で

した。特に高齢者からは郊外のショッピングセンターまで買物に行く手段がないため、賑わい広場

内で留萌市と連携し「るもい活字文化再生事業」として、三省堂書店の協力の元、ブックカフェを

オープンさせました。地域住民は賑わい広場でいつでも本を注文することができ、話題の本などは

展示し、自由に閲覧できる他、コーヒーの無料サービスも設置しています。また、2か月に１度、三

省堂書店からの移動販売日があり、多くの書籍が並びその場で購入できるようになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

○商店街間や地域の協力機関との連携による事業推進に向けた現地OJT 

 

 

５つの商店街振興組合は広範囲に広がっており、各

商店街に所属している商店の認知度の向上と商店街

地区の回遊性をもたせるため「ハロウィンスタンプラ

リー」を企画して実施しました。約300人の親子連れ

が参加し、商店街全体が賑わいを見せました。 

また、同時にエッセンシャルウォーターオイル制作

体験教室を実施し、留萌市内で採れた花を使用しまし

た。その他にも賑わい広場等で常設の販売所やバルー

ンアートも設置しており、商店街連合会全体を巻き込んだイベントとして実施することができまし

た。 

現地マネージャー山我氏には、各商店街や協力していただいた観光協会や行政団体の調整役とし

て、全体をコーディネートし、イベントを成功させることができました。 

 

 

 

 

 

５つの商店街が連携した事業の実施 スキル 行動力 経験 

■成果 

各種多様なイベントを開催し、円滑な運営が行えました。また、ブックカフェの移動

販売日では地元の女性ボランティアスタッフ「応援し隊」による販売支援や紙芝居実演などが

催され、賑わい広場の利用の幅が大きく広がりました。しかし、単発のイベントが多く、今後

は収益構造を視野にいれた継続性がある事業の立案が課題となります。 

■成果 

現地マネージャー山我氏が中心となって商店街間や、他団体と連携することができ、

秋の収穫祭や賑わいフェスタ等のイベント等の取り組みを実施できました。 
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（６）指導以外の支援 

 

■平成 23 年度商業活性化計画づくりバックアップ発展普及事業（北海道） 

商店街活性化事業計画等の策定に際し、人員やノウハウの不足など課題を抱えている商店

街等に対して、計画策定に必要な地元合意形成や基礎データの把握、コンセプトづくりなど

に対する総合的な支援を行う。中島商店会コンソーシアムと留萌市商店街振興組合はモデル

商店街のうちの一つとしてそれぞれに支援を行いました。 

■行政機関との情報共有 

商業活性化のため、商店街が事務局機能を設置しスタッフを配置していますが、運営を維

持するには人件費等の費用の捻出が必要になります。商店街内で組合費から費用を工面でき

る規模ではないため、各自治体の補助・支援メニューを利用しています。 

現在、中島商店会コンソーシアムでは「商店街等連携活性化推進事業（北海道）」、留萌市

商店街振興組合では「緊急雇用創出事業（北海道）」といった支援策を利用し、事務局機能の

運営を補助しています。よって、行政機関との情報共有や連携が重要となり商店街にとって

事務局機能、現地マネージャーが必要であるという意識をもってもうらために、支援機関と

しても、自治体に現地マネージャーの重要性について情報を提供しています。 

■実践組織の強化、次世代の担い手育成について 

両地域共に、現地マネージャーと活動を共にする商店街メンバーや次世代の担い手と共に今後

の中島商店会コンソーシアムや留萌市商店街振興組合連合会の将来像を検討し、その中で既存の組織

の法人化やまちづくり会社の起業の提案を行いました。その中で、帯広電信通り商店街振興組合を例

としたまちづくり会社「でんしん」を提示し、今後の活性化計画を実施する上で、まちづくり会社を

発足させるためのノウハウを提供しました。 

 

 

（７）商店街の役割 

 

 

 

活性化事業計画策定のための勉強会や学生ワークショップの開催等の活動のバックアップ

を行い、開催場所の提供や、現地マネージャーと共に開催運営を行いました。 

また、定例行事や補助事業を活用したイベントでは各商店街から人員を配置し、現地マネ

ージャーと運営スタッフとして活動しており、石岡氏との連携・協力を担いました。 

活性化事業について、石岡氏が主体的に動ける体制作り、その体制作りを通じて実践グル

ープの協力関係強化を図りました。次年度以降、石岡氏は活性化事業運営事務局の現地運営

マネージャーとして事業に関わり、事業部を「商店街回遊事業部」「連携事業部」「経理・収

益管理担当」と３つ設置して事業を遂行していくこととなります。 

事務局と兼任しながら現地運営マネージャーを筆頭に事業をすすめ、コンソーシアムの幹

事会や振興組合員と活性化に取り組みます。活性化事業に関する各種連携団体との連携強化 

１）中島商店会コンソーシアム 
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を図り、現地マネージャーが調整役とし、各事業部が主体となって連携事業が行えるよう、

円滑な運営を実施します。 

 

 

 

 

留萌市商店街振興組合連合会は「賑わい広場」で開催されている各種イベントの実施主体

として山我氏と連携して事業を遂行しました。山我氏と行政団体、NPO 法人等の団体と連携

を図り協力体制の構築の支援を行いました。 

今後は山我氏が商店街活性化事業に向けて、事務局として理事会に参加するだけでなく、

直接に各振興組合との情報共有等の連携を図り、賑わい広場スタッフとともに事業に取り組

みます。また、連携団体との連携強化を図り、連合会や事務局とのつなぎ役となり各種事業

に取り組む体制づくりを支援していきます。 

２）留萌市商店街振興組合連合会 
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３．育成手法の提案 ～事業をふりかえって～ 

 

本事業で、今回は 2地域の現地マネージャ

ー候補の育成を行いました。事業を通して気

づき・得られたことは、「知識・情報」「事業

感覚」「エリアマネジメント力」を現地マネー

ジャーが習得することが、商店街の事業推進

に大きく影響するということです。 

地域の活性化を検討するには、まず地域の

現状や活性化に関する「知識・情報」が必要

になります。まちづくりを考える上では必須

事項であるため、今回の事業では両地域とも

地域・商店街の現状の把握や活性化事業の事

例の講義から始めました。これらの情報が早

く揃うと速やかに事業の検討に移ることがで

きます。しかし、今回の事業では留萌市商店

街振興組合連合会の情報集めが中島商店会コ

ンソーシアムに比べ時間を費やし、事業検討

が遅い結果となりました。中島商店会コンソ

ーシアムは把握している情報が多かったため、

活性化計画の検討へ早く移れました。日頃か

ら、地域や商店街情報を把握して商店街活動

に取り組んでいる中島商店会コンソーシアム

は各商店主の意識の高さにも表れていました。 

事業期間内に実施した事業では、両地域共

に補助金を活用して新規の事業を行いました。

補助金を申請するために、実施する目的や内

容等を企画にまとめ商店街の承認を得て実行

しました。両地域共に一連の流れをみると円

滑に行えていたように見えます。それは、商

店街に回遊性を持たせるための仕掛けや、各

商店の認知度向上等の明確な目的があり、現

在の商店街が抱える問題点の改善策として実

施しているという共通認識を商店街自体が持

って、取り組めていたためです。現地マネー

ジャーの二人はそれを周知させ、事業運営を

統括していたため成功したと言えます。こう

いった一緒に取り組む人達との共通認識や事

業を企画から運営まで行い成功させる広い視

野が重要となります。このような「事業感覚」

は議や検討の場だけで商店街事業を提案する

だけではなく、実際に自ら行動し、周囲を巻

き込んで事業を遂行していく実践によって培

われることに気付きを得ました。 

最後に商店街間や商店街と行政や外部団体

等との“つなぎ役”となる「エリアマネジメ

ント力」ですが、両地域を比べると大きな差

がでる結果となりました。中島商店会コンソ

ーシアム現地マネージャー石岡氏は、前職か

ら地域に根差した活動を行ってきた経験もあ

るため、日頃から商店街とコミュニケーショ

ンがあり商店主から石岡氏を訪ねてくるケー

スが多く見られました。一方、留萌市商店街

振興組合連合会の事務局として 2年目の山我

氏は商店主のコミュニケーションや連携強化

に大きな負担がかかりました。地域のつなぎ

役として商店街間、外部機関との連携がこれ

まで以上に強化されましたが、活性化計画を

検討する上でコンセンサスが取れていない面

があり、その結果、事業の方針・コンセプト

が定まりませんでした。しかし、中島商店会

コンソーシアムは商店街間の意思統一や行政、

学校等の外部機関と共同した事業を構築し、

活性化事業計画を策定することができ、地域

商店街活性化法の認定にまで至りました。2

つの地域を比較し、全てがエリアマネジメン

トによって差が出たとは言い難いですが事業

推進には大きく関与する要素でもあり、“つな

ぎ役”という役割の重要さを再認識しました。 

これらの気付きを元に、次項より現地マネ

ージャーの育成について提案を示します。
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（１） 現地マネージャー像の設定（商店街の活性化に求められる人材像） 

 

中島商店会コンソーシアムと留萌市商店街

振興組合連合会の両地域ともに、複数の商店

街振興組合からなる連合組織となっていま

す。エリア全体の特徴や課題はもちろんのこ

と、それぞれの振興組合にも特徴や課題があ

りました。これらの状況を把握し活性化へと

導くエリアマネジメントの力を重点的に育

成プログラムに組み込みました。 

事業を振り返り、各地の取り組みを行って

きた中で、活性化を目指した現地マネージャ

ーに求めれらる人材としてのポイントが以

下の 3点あげられます。特に、今回の実施商

店街は、複数の商店街の連合団体だったため、

つなぎ役として連携することが大事でした。

 

 

 

 

 

 

 

 

現地マネージャーはエリア情報を把握し、

振興組合間のつなぎ役となり、意見の集約を

行いながら活性化への取り組みを見出し、商

店街を含めた他団体と合意形成を行い、エリ

ア全体の総意のもと、事業を円滑に進めてい

くことが求められます。また、組織運営のあ

らゆる業務に関わることが理想となりますが、

すべての役割を兼ね備えた人材を対象とする

商店街のみから見つけ出すのは困難です。現

地マネージャーを支える人材が必要にもなり、

そういった人材を発掘し、育成させることも

現地マネージャーの役割として求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地マネージャーの役割～エリアマネジメント～ 

 

 

商店街 

 

 

 
現地 

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 
 

合意形成 

意見の集約 

商店街 

 

商店街 

 
商店街 

 

エリア全体の 

総意 

 

活性化事業に関する知識 事業の進捗を管理する広い視野 
 

地域全体を統括するマネジメント力 
 



事例から学ぶ 現地マネージャー育成ノウハウ 

 

28 

 

 

 

 

 
商店街 

 

 

 
地 域 

 

 

 
他団体 

 

 

 
現地 

マネージャー 
 

支援 協力体制 
合意形成 

そして、商店街の活性化のために、活性

化事業計画を検討し策定するための進行

役となるのも現地マネージャーの役割で

す。エリアの状況を把握し、商店街の活性

化の方向性や地域のニーズ等を現地マネ

ージャーは深く理解しているため、中長期

的ビジョンを持って商店街の活性化につ

いて事業の検討を行います。計画づくりで

は商店街の合意形成から活性化事業の提

案、基礎情報を把握するための調査、事業

を実施するための行政による支援策の把

握等、多岐にわたり役割があります。これ

らの役割を補い、地域の活性化に向けた計

画づくりがすすんでいくことになります。 

また、現地マネージャーは計画をつくる

だけではなく実行する役割もあります。活

性化計画を作成するだけでは、地域の活性

化にはつながらないため、活性化計画をも

とに、現地マネージャーがリーダシップを

とって事業を実行に移していく必要もあ

ります。 

現地マネージャーには事業の企画から

終了までの工程を的確に管理し、成功へ導

くことが求められ、この「事業感覚」もエ

リアマネジメントの重要な要素と言えま

す。

 

 

 

 

現地マネージャーは、商店街内部の人、

地域に住む人、行政等外部団体の人など、

人と人をつなぐ役割を担い、常にその中心

となって行動することが求められます。 

商店街の活性化を考える上では、商店街

組合員同士をつなぎ、商店街の現状を把握

し課題を明確にしたり、地域住民と商店街

組合員をつなぎ、ニーズの把握を行ったり

します。そして、それらの情報を整理し伝

え、活性化計画の検討材料としていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地マネージャーの位置づけは商店街

の将来に関わる重要なポジションであり、

商店街の計画づくりにおいて柱となる存

在です。また、地域や外部の団体からも商

店街へ何か提案や要望する際に、窓口とし

て現地マネージャーに相談し、現地マネー

ジャーから商店街へ提案するという図式

は信頼の証とも言えます。 

 

現地マネージャーの役割から考える人材像 
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商店街の活性化に求められる現地マネ

ージャー像とは、商店街や周辺地域、外部 

団体から信頼されることにより、事業の中

心的な役割を担い、自らも周囲の人々を信

頼して事業を分担して多くの人を巻き込

みながら活性化事業に臨める人物である

ことです。 

 

 

（２）現地マネージャー候補の確保（選定） 

 

 

現地マネージャー育成指針で記述した通り、

現地マネージャーに必要な能力として４つ

があげられ、それぞれのポイントに着目し現

地マネージャー候補を選定します。 

本事業で今回選定された 2名の現地マネー

ジャーは、事業前から商店街の事務局に属し、

日頃から商店街側が事業の運営を任せてお

り信頼もある人物でした。北海道商店街振興

組合連合会と商店街が協議し、両名共に商店

街事業に対する熱意や既存の事業を運営し

ている経験があったため、商店街より推薦さ

れ現地マネージャー育成事業の対象となり

ました。 

選定ポイントとしては、以下に示す能力を

潜在的に持つ人材であるか、育成によりそれ

らの能力を習得できるかの 2点を主軸に面談

等を行います。 

 

商店街活性化について、活性化の考え方や活性化事業例等の知識や、地域商店街

活性化法をはじめとした法案に関する知識など、活性化を考える上での必要な情

報を有している能力です。 

 

実際に商店街の活性化事業や実施されていたイベントへ参加していることや、先

進事例の視察等、自身で行動し体験して得られた能力です。 

 

知識を持って、経験をすることでスキルが定着します。活性化についての知識を

持って集合研修等に参加して得られたコミュニケーションやファシリテーショ

ン、情報の分析等の能力です。 

 

知識やスキルを活用し、行動することができる能力で、イベント・会議の運営や

地域の合意形成等の能力です。活性化事業の策定や、事業予算の管理等もこの能

力にあてはまります。 

 

これらは必要な能力ですが、地域の状況や

課題、商店街が将来どのような人物に育って

ほしいと考えているかによって、理想の現地

マネージャー像が変わります。 

そして商店街が望む現地マネージャー像が

現地マネージャー候補の育成メニューに影

現地マネージャーに必要な４つの能力 

知識 

スキル 

行動力 

経験 
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響するため、商店街の意思や活性化のイメー

ジが現地マネージャーを育成する重要なポ

イントになります。 

ただ、４つの必要な能力について事前に能

力が備わっていないと不適正なのかと言え

ばそうではありません。現地マネージャーを

目指す人材の適正を考慮し育成メニューを

構築して、商店街と相談しながら育成するの

が望ましいと考えられます。 

そして、年齢や経験によっての選定基準の

設定は重視せず、商店街活性化に意欲があり、

人と接することが楽しいと感じられる人材

であれば、現地マネージャーとして望ましい

と言えます。 

     

 

（３）育成目標の設定 

 

 

目標の設定は、現地マネージャーの進むべ

き道を明確にし、そこへ向かうモチベーショ

ン維持に大きく影響します。設定の仕方とし

て、「商店街の活性化」や「合意形成ができる

人物」というような漠然とした目標ではなく、

「中長期目標」と「短期目標」に分け、それ

ぞれ具体的な数位であったり、達成できる・

できていない（OK or NG）など判断できる明

確な目標を設定することが大切です。 

目標の内容としては、商店街が目指してい

る方向性や、将来像に沿う形で、理想とする

現地マネージャー像を設定します。商店街と

現地マネージャーとで協議しながら、そこへ

近づくために必要な目標値を設定します。さ

らに、目標値とともに必ず期限も設定するこ

とも大切です。 

 

   ■目標設定例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設定した目標は商店街と現地マネージャー、

育成機関とで共有し、常に進捗や達成率を評

価しながら事業を推進していきます。必要に

応じて、目標の変更やさららに高い基準を目

 

設定する育成目標 

商店街の目指す将来像 

他地域の活性化事例の収集 

事業につながる書籍の発掘 

商店街の求める現地マネージャー像 

全組合員と会話する 

週 1 回外部機関と話合う 

 月 1 回外部セミナーへ参加 

 活性化事業計画案作り 

0 月 0 日 

0 月 0 日 

0 月 0 日 

0 月 0 日 

0 月 0 日 

中長期目標 短期目標 

知識 経験 

スキル 行動力 

0 月 0 日 
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指すことも十分に考えらるため、目標を設定

する上でも日頃からのコミュニケーションが

重要になります。 

 

 

（４）育成手法とツール 

 

 

現地マネージャーとなる人材には、まず地

域の活性化についての座学から研修を行い

ます。商業の活性化、地域商店街活性化法に

関する基礎知識や他の商店街の取り組み事

例等を習得していただきます。また商店街の

地区全体についても、地域の環境や取り組み

を把握する必要があるため、エリアマネジメ

ントについても同様に基礎知識から習得す

る必要があります。これらの研修によって、

現地マネージャーに現在の地域・商店街の状

況を知り、活性化へ結びつけるために解決す

べき課題を把握する必要があります。 

まずは、地域や商店街の状況を把握するた

めに、総合計画・都市構想・地区計画等から

調査し、地域の状況を知り商店街と関連する

計画を把握します。地域の計画等については

市町村で入手することができます。次に、地

域住民のニーズやライフスタイルを知る必

要があります。地域の人々がなにを必要と感

じているか、どのような生活習慣を送ってい

るかを把握するための調査も必要です。地域

の今後のために街がどのように発展をして

いく構想が練られているか、地域に住む人々

がその中でどういう状況で生活を送ってい

るか、基礎となる状況を把握しなければ明確

な課題が浮かび上がりません。その調査のた

めには、地域住民の交通量を計測する手法、

地域住民のニーズを把握するためのヒアリ

ング・アンケート調査用の設計・段取りや、

意見交換会やワークショップの企画等の手

法のノウハウを現地マネージャーに提供す

ることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題を解決するためには、解決方法となる

手法やノウハウが必要になります。育成機関

からは同様の課題を持つ地域がそれを解決

した際の事例の提供や、先進的な事業を行っ

①全体指導（共通の育成課題と対策、ツール） 

 

地域の将来像 商店街の現状 

 

 
現地 

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 
 総合計画 

都市・地区計画 基礎調査の手法 

ニーズ調査のノウハウウ 

商店街の将来像の設定と共有 
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ている地域への視察などの情報提供ができ

ます。 

特に、弊社は北海道内では第一号となる帯

広電信通り商店街振興組合の地域商店街活

性化法の認定まで支援を行った実績があり、

今年度も同様に商店街活性化を目指し地域

商店街活性化法の認定を目指す商店街の支

援を行っています。 

そのため、商店街活性化計画の策定や地域

商店街活性化法の認定に向けた取り組みに

対して商店街にわかりやすい提案や支援が

できます。OJTに使用したツールについても、

実際に支援を行った活性化事業に関する資

料を元に制作しており、内容についても具体

的な事業事例となっているため、市販されて

いるまちづくりに関する参考書等に比べる

と、イメージしやすい資料となっています。 

 

 

 

 

一概に現地マネージャーといっても、個人

の資質や経験など、必然的にそれぞれの個性

が影響してきます。大きく分けて判断すると、

「年齢」と「商店街との関わり」という２つ

の属性が、その個人や育成方法に大きく影響

する要因であることがみえてきました。 

また、育成にあたり、設定した目標を達成

できるように導くことで、やりがいを感じ、

モチベーションの向上につながるので、現地

マネージャーとして個人の存在意義を気づ

かせることを根幹においた育成対策を設定

することが大切です。 

属性別に大きく分類すると以下のとおりと

なります。 

 

 

年齢層 

若年層（30〜40 歳代） 

強み：フットワークの軽さ 

年配層（50 歳代以上） 

強み：経験 

商
店
街
と
の
関
わ
り 

強
み
：
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

内
部
の
人
材 

【育成課題】 

経験不足 

 

【育成課題】 

過去の経験にしばられやすい 

 

【育成対策】 

フットワークの軽さを活かし、ネ

ットワークをより強固にする 

【育成対策】 

視野を広げるために外の事例を紹介、

提案し、違う考え方、方法の気づきの

機会を作る。 

強
み
：
客
観
的
視
点 

外
部
の
人
材 

【育成課題】 

信頼を構築しなければならず、得

るにも時間がかかる 

【育成課題】 

地域に適応しなければならない 

【育成対策】 

役割を明確にさせる 

商店街に必要とされるようにな

る目標を設定することが大切 

【育成対策】 

人生経験から自分の立ち位置や役割

を判断できる事が多いので、地域の情

報を細かく分析する。 

②個別指導（現地マネージャー候補者の属性別にみた育成課題と対策） 
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今回の事業で選定された北海道地区の二人

の現地マネージャーは共に商店街団体の事

務局に勤務しています。自営業や会社職員で

あった場合より、比較的拘束時間や時間の変

更等に融通がきき、現地マネージャーに適し

ていると考えられます。しかしながら、現状

として事務局の人員不足などの課題があり、

1 人で抱える通常の業務が多くなり現地マネ

ージャー候補の育成メニューに支障をきた

すケースもあります。 

このような課題に対して、行政機関に対し

て金銭的な支援策や、商店街事業の収益構造

を整え育成環境を整える等の対策を検討す

る必要があります。 

 

 

（５）育成環境の醸成に向けた課題と対策 

 

①商店街の役割 

商店街活性化に向けて、現地マネージャー

に対する協力的な体制を整え、振興組合員全

体の活性化に向けた共通理解とイメージを持

つことで、現地マネージャーが精力的かつ効

果的に活動できる環境となります。また、現

地マネージャーの機能を商店街で継続させる

ためには、人件費や育成するためのカリキュ

ラム等が必要になります。 

事務局員等や現地マネージャーといった人

材を商店街の活性化事業のために雇い事業を

運営するためには、人件費を捻出することが

大きな負担となります。しかし、地方自治体

によっては商業の活性化に関する支援策を用

意している場合があり、行政の補助事業を有

効に活用することによって、金銭的な支援を

受けることができます。こうした補助事業に

よって、人材を育成する環境を整えることで、

現地マネージャーを育成し継続した事業を行

うことができます。 

また、商店街としては支援を受けられる期

間に補助金に頼らない事業を計画し、収益事

業に大きく力を入れ継続的な活性化の取り組

みを実施することも必要です。 

 

 

 ②行政、商工会議所・商工会等、商店街支援機関との連携 

現地マネージャーと行政との連携の中で、

日頃の情報共有・交換は第一にあげられます

が、経済部等の商業関係の部署とのコミュニ

ケーションだけでは、まちづくりや地域の活

性化には足りない部分がでてきてしまいま

す。経済部だけではなく、行政によって異な

りますが、「建設部」や「まちづくり推進室」

等の地域の包括的な方針に関わる部署があ

ります。エリアマネジメントの視点を活性化

に取り入れるためにはこのような部署との

連携も重要な点となります。 

また、商店街が掲げる活性化計画に対して、

商工会議所・商工会等と連携することにより、

商店街組織だけでは実施できなかった事業

も補助事業等の支援策によって行える場合

もあります。現地マネージャーは日常的なコ

ミュニケーションにより商店街の状況を伝

えることも重要な役割となっています。 

その他にも地域によって商店街支援機関

との連携も考えられます。北海道商店街振興
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組合連合会のような純粋に商店街を支援す

る機関や、㈱KITABA のような民間企業と

様々です。特に民間の支援機関と連携する場

合には、費用が発生しますが、行政機関とは

また違った視点からの育成や企画提案等が

可能です。これらは商店街の望む将来像や地

域のニーズから考えられる活性化の方向性

の相違によって、連携する機関の使い分けが

必要になります。

 

③外部人材との連携 

地域の大学をはじめとした教育機関や、

NPO 団体等とも活性化事業と団体の目的等

が合致すれば、お互いに協力して事業を実施

することができます。商店主とは違った学生

の新しいアイディアや NPO が活動している

専門的な分野等をうまく活用すれば、商店街

の求める理想的な将来像に近づくための、事

業実施体制の強化や支援体制の構築などの

効果が望めます。 

その連携体制の構築において、現地マネー

ジャーの役割としては、連携機関と商店街と

の合意形成や事業推進に関する取り決めな

どをまとめあげることが必要です。 

 

 

 

以上 


