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Ⅲ．各地域からの報告とノウハウ提案 

 

 

 

 

 

島根県（３地区） 

実施商店街 協同組合松江天神町商店街 

・本町商店街協同組合（松江市） 

       江津万葉の里商店会（江津市） 

       弓市商店会（川本町） 

 

支援機関  株式会社 エブリプラン 
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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 

 

 

 全国において商店街は、ロードサイド型の大規模店舗立地など小売業の厳しい競争におい

て劣勢に立たされ、来街者の減少、空き店舗の増加が目立ち、活力を失っている状況が見ら

れます。また、各店舗の経営者が高齢化し後継者が不足する中で、活性化に取組む人材も不

足しています。一方で、商店街は職・住が一体であるという特徴を持つため、地域コミュニ

ティとの関わりが深く、高齢化社会の中で「地域コミュニティの担い手」としての役割を担

う必要性が指摘されています。 

 島根県における商店街をみると、全国と同様の傾向にある中で、県庁所在地である松江市

においては、３年前からタウンマネージャーを置き商店街の活性化に向けた具体的な動きが

あります。松江市には複数の商店街振興組合があり、活性化に向け後押しが必要なところも

あります。一方、松江市以外の商店街はそのような動きがなく、活性化方策を持たずに現状

が推移している状況にあります。島根県は全国一高齢化が進んでいる県であり、県内の商店

街も例外ではなく、商店街で地域コミュニティと連携した動きを見せているケースもありま

すが、ほとんどはそのような動きに至っていないのが現状です。 

 本事業では、島根県内の状況が異なる３つの商店街を対象に、現地マネージャーの育成を

行います。いずれの商店街も活力を失っている中で、活性化を模索していますが、各個店の

運営に追われ商店街の活性化に従事する人材がいないため、動けない状況となっています。

そこで、現地マネージャーを置き、商店街の活動や協議の中心に位置づけ、具体的な動きを

実施してもらうことで、商店街全体が活性化に向かうことを目的として、本業務に取組むこ

ととしました。 

具体的には、（株）エブリプランが支援協力機関となり、松江天神町商店街・松江本町商店

街、江津万葉の里商店会、川本町弓市商店会の３つの商店街で現地マネージャーを育成しま

した。それぞれの商店街は、以下に示す目的を持ってこの事業に取組むものとしました。 

 ３地域の現地マネージャーは、20 代女性、30 代女性、50 代男性とバラエティーに富んで

おり、商店街の環境も県庁所在地、地方都市、中山間地域と分かれています。本事業の実績

を踏まえ、全国にある地方都市での商店街活性化、人材育成のノウハウを整理し、マニュア

ル作成を行うこととしました。 

 現地マネージャーの育成イメージとして、 

 ・商店街の内部での調整だけでなく、地域の多様な組織等との連携を図っていく人材 

 ・他地域や外部とのネットワークを繋ぎ、商店街に新風を吹き込む人材 

 ・商店街をマネジメントし、次世代リーダーを指導・育成できる力を身につける人材 

を育成することを目的としました。 
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（２）育成カリキュラムの概要 

 

 ａ．合同研修の概要 

研修タイトル・講師 研修骨子 育成方針 

①これからの商店街イベントづくり 

講師：久保里砂子 

 （松江市中心市街地活性化協議会  

タウンマネージャー） 

各商店の売上に資するイベン

トを計画・実施する。 

イベントと個店の売上

をリンクする考え方を

学ぶ 

②魅力ある商店街空間づくりの方法 

講師：酒井幸男 

  （新潟市上古町商店街振興組合 

専務理事） 

商店街として勉強すること 

活動の check、action が大事 

街の空間に付加価値を付す 

商店街を運営する人と

して学ぶ姿勢が大切。 

街の空間作りの手法を

学ぶ。 

③多様な連携による活性化の方法 

講師：山崎 亮 

  （株式会社 studio-L 代表取締役） 

商店街の人たちだけでなく多

様な人と話す。 

商店街の公共性を認識する 

ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽを組込む。 

市民が商店街を創る。 

コミュニティデザイン

の手法、事例を学ぶ 

商店街へのコミュニテ

ィデザインの導入方法

を学ぶ 

④ソフト展開による活性化事例を学

ぶ   

講師：阿部眞一 

  （佐久市岩村田本町商店街振興 

組合 理事長） 

個店の経営改革が大事 

商店街運営を企業的に行う。収

益事業と社会貢献事業。 

適材適所に人材を配置。 

商人が経営者として自

立する必要性を学ぶ 

商店街の企業としての

事業運営方法を学ぶ 

⑤商店街を再生するリーダーの心構

えを学ぶ   

講師：寺本英仁 

   （邑南町産業振興課） 

信念を持って活性化に取組む 

コンセプトを明確にする 

ＰＤＣＡサイクルを実践する

（特にＣ：見直しが大事） 

組織を外から動かす方法 

現地マネージャーとし

てのリーダーシップを

学ぶ 

活動の取組姿勢を学ぶ 

 ①、②については、江津地区の実践グループも聴講 

 ⑤については、江津地区、川本地区の実践グループも聴講 

 

 ｂ．共通使用フォーム等 

 ・「平成 21 年度 商店街活動研修テキスト」の配布 

  事業開始に合わせて現地マネージャーにコピーを配布。 

  目的：全国の商店街活性化に向けた政策、活動実態を確認し、現地マネージャーとして

の役割を認識する。 

商店街活動の事例を学ぶことで、当該商店街での活動企画能力を向上させる。 

商店街が持つ要素を多面的に認識し、当該商店街を俯瞰できる能力を得る。 

活動の成功例やリーダーの取組姿勢から、リーダーシップの必要性を認識し、自

身の活動のモチベーションを向上させる。 

 ・月間予定表のフォーム 

  月はじめに、1 ヶ月の活動計画を立てるためのフォームを提示。 

  目的：現地マネージャーとして、スケジュール管理能力の向上に資する。 

     支援機関と現地マネージャーの連携（現地ＯＪＴのスケジュール設定等）を円滑 

にする。 

   

 ・合同研修受講アンケート 

  合同研修終了後に、各マネージャーから提出してもらうアンケート。 

  目的：研修内容で参考になったこと、今後の活動に活かせることを確認する。 

     今後の研修テーマについて希望を確認する。 

     研修で得られた内容を振返り、自身のスキルとして取込みやすくする。 

     理解力や、読解力を向上させる。 
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 ｃ．個別指導 

  現地ＯＪＴとして個別指導を実施する。 

  ・現地マネージャーヒアリング 

   頻度：２回／月以上 

   方法：現地マネージャー、支援機関によるヒアリング形式 

      （商工会経営指導員や講師などが同席する場合もある。） 

   内容：現地マネージャーの活動や計画策定における実態を確認し、課題を抽出する。 

      現地マネージャーと共に、課題解決の方策を検討する。 

課題解決に必要な情報提供や、人的ネットワークをつなぐなどのアドバイスを 

行う。 

 

  ・実践グループ会議 

   頻度：１回／月以上 

   方法：現地マネージャー、支援機関、現地協力機関が一堂に会する会議形式 

      講師による研修を含む場合もある。 

   内容：現地マネージャーによる活動報告、活動の振返りによる反省。 

      活性化計画案の検討に向けたディスカッション及びワークショップ 

      現地協力機関からの意見聴取 

      イベントなどの企画、準備の相談、実施後の成果確認。 

 

  ・電話、メールによる意見交換、指導 

   頻度：随時 

   方法：現地マネージャーから電話、メールにより支援機関担当者に発信する。 

      支援機関担当者が、内容を検討の上、現地マネージャーに返信する。 

      場合によっては、全国商店街支援センターとも情報を共有し、アドバイス内容 

      を強化する。 
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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） 

松江地区 江津地区 川本地区 

8

月 

 

 

 

 

29 日全体研修会 

（キックオフ） 

於：支援センター 

 

 

 

 

5 日 万葉夏祭りの運営 

5 日 個別指導 

11 日 個別指導 

16 日 江の川祭の運営 

5 日 個別指導 

 

15 日 盆踊り弓の市運営 

 

18 日 合同研修① 於：江津市 

19 日 実践Ｇ協議 

25 日 天神市調査 

18 日 実践Ｇ協議 24 日 実践Ｇ協議 

9

月 

 現地 OJT 月間活動 

・天神市ｱﾝｹｰﾄ準備 

5 日 実践Ｇ協議 

13 日 個別指導 

16 日 実践Ｇ協議 

21 日 実践Ｇ協議 

25 日 天神市調査 

現地 OJT 月間活動 

・手つなぎ市企画・準備 

8 日 個別指導 

   実践Ｇ協議 

13 日 個別指導 

   実践Ｇ協議 

29 日 個別指導 

現地 OJT 月間活動 

・ごはんｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実施 

6 日 個別指導 

 

14 日 弓の市運営 

20 日 実践Ｇ協議 

29 日 個別指導 

10

月 

 

 

 

現地 OJT 月間活動 

・商店街店舗ｱﾝｹｰﾄ 

 

 

現地 OJT 月間活動 

・手つなぎ市準備 

10 日 実践Ｇ協議 

   個別指導 

現地 OJT 月間活動 

・イベント準備対応 

 

 

11 日 合同研修② 於：江津市 

18 日 個別指導 

20 日 個別指導 

25 日 天神市調査 

31 日 実践Ｇ協議 

16 日 手つなぎ市 

   個別指導 

23 日 若狭街道視察 

24 日 津山市視察 

   勝山地区視察 

12 日 個別指導 

   弓の市運営 

18 日 実践Ｇ協議 

23 日 若狭街道視察 

24 日 津山市視察 

   勝山地区視察 

11

月 

 

 

 

中間報告会 

（支援機関のみ） 

於：TKP 東京八重洲ｶﾝﾌｧ

ﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 

現地 OJT 月間活動 

・天神市準備 

2 日 個別指導 

現地 OJT 月間活動 

・歳末感謝セール対応 

・駅前再生活動準備 

現地 OJT 月間活動 

・イベント準備、実施 

 

6 日 合同研修③ 於：出雲市 

8 日 実践Ｇ協議 

10 日 個別指導 

25 日 天神市 

 青空ﾚｽﾄﾗﾝ実施 

29 日 個別指導 

30 日 個別指導 

6 日 個別指導 

 

15 日 個別指導 

実践Ｇ協議 

6 日 川本町産業祭 

 つまみ食いｳｫｰｸ実施 

9 日 個別指導 

   弓の市実施 

18 日 実践Ｇ協議 

12

月 

 

 

 

 

 

 

1 日 実践Ｇ協議 

 駅前再生活動ＷＳ 

 

 

15 日 合同会議 於：松江市（㈱エブリプラン） 

15 日 個別指導 

 地域活動報告 

 自己成長確認 

15 日 個別指導 

 地域活動報告 

 自己成長確認 

15 日 個別指導 

 地域活動報告 

 自己成長確認 

1

月 

 

 

 11 日 個別指導  

14 日～15 日 合同研修④ 於：長野県佐久市 

19 日 個別指導 16 日 実践Ｇ協議 

 駅前再生活動ＷＳ 

24 日 個別指導 

   実践Ｇ協議 

27 日 個別指導 

   実践Ｇ協議 

2

月 

6 日全体研修会 

（成果報告会） 

於：TKP 東京八重洲ｶﾝﾌｧ

ﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 

2 日 合同研修⑤ 於：邑南町 
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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 

 

商店街の概要と事業実施の背景は、以下の通りです。 

 

ａ．松江天神町商店街 

江戸時代からの街道に位置する松江天神町

商店街・松江本町商店街で、白潟天満宮の門

山町として栄えた。かつて山陰一と言われた

広域型の商店街であり、老舗の本店も並んで

いるが、時代の変化にともない来街者が減少

している。広域型の商店街だが、平成 17 年

に、隣接地域にあった市立病院が、郊外に移

転し、1 日 2,000 人の来街者が来なくなった

ことで、当該商店街に大きな打撃があった。

周辺の白潟地域は、高齢化率が 29％と高く、

人口減少が深刻である。 

1 日平均来街者数（平日）は概ね 2,708 人、

1 日平均来街者数（休日）は概ね 698 人であ

る。これらの来街者は、主に近隣地域から買

回り品の購入を目的に来訪する。主な来街手

段は自家用車である。平成 23 年 6 月現在、

商店街の店舗数は 55 店舗で、うち空き店舗

が 10 店舗ある。 

松江天神町商店街は、高齢者に優しい商店街をテーマに街づくりを進めてきて 11 年目

に入る。白潟天満宮に「おかげ天神」を設置し、お年寄りをターゲットとして天神市（毎

月 25 日）を実施している。町なかにふれあいサロンを置き、高齢者の語り合いの場を提

供している。さらに、アーケードのリニューアルを行い、無電中化の新たな工法を実施し、

視察見学も増えている。しかし、天神市は露店出店者と商店街店舗との連携が十分ではな

く、商店街店舗の売上増につながっていない。また、お年寄りをターゲットとしているた

め、10 時から 17 時まで通行止めにしているものの、販売を昼過ぎに終えてしまう露店が

多いなど課題が顕在化している。 

天神市は、10 年継続的に実施してきて大きな成果を得たが、運営がマンネリ化しており

新しい展開を考え改善していく必要がある。また、商店街振興組合の運営は、商店街店舗

の親世代が行っており、若い世代が外に出て活躍する機会が少ない状況であり、世代交代

を図っていく必要がある。 

 

⇒現地マネージャーは、天神市の調査（アンケート、ヒアリング等）を行い、現状の課題

を整理し商店街振興組合に提示することから、商店街の課題を共有させ、若い世代の活躍

の必要性を認識させる活動を行います。そして、商店街の課題解決に向けて、若い世代を

ネットワークするとともに、地域の多様な組織等との連携を図っていける人材を育成して

いくこととしました。 

 

 

ｂ．江津万葉の里商店会 

 江津万葉の里商店会のある江津駅前地区は、大規模商業店舗の廃墟が中心部にあり、空

き店舗が目立ち人の往来が少ない、非常に厳しい商業環境にある。  

1 日平均来街者数（平日）は概ね 2,00 人、1 日平均来街者数（休日）は概ね 250 人であ

る。これらの来街者は、主に近隣地域から来訪する。主な来街手段は自家用車または徒歩
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である。平成 23 年 6 月現在、商店街の店舗数は 60 店舗で、うち空き店舗が 13 店舗ある。 

市（都市計画課）が駅前再生計画を進めよう

としているが、市及び市議会のコンセンサスの

形成に至らず、逆に市及び市議会は、駅前地区

の民間事業の展開を望んでおり、双方が動きを

注視している状況にある。江津万葉の里商店会

では、活動メンバーが固定されており新たな活

動展開を起こすパワーが不足している。そのた

め、他地域や外部とのネットワークを繋ぎ、商

店街に新風を吹き込む人材を切望している。 

 

⇒現地マネージャーは商店会への関係を持ちつ   

つ、外部とのネットワークを繋いで、商店街に 

新たな動きを興す人材を育成することとしまし 

た。 

 

 

 

 

ｃ．川本町弓市商店会 

川本町弓市商店会は、人口 3,900 人の中山間

地域の町の商店街で活動しており、1 日平均来

街者数（平日）は概ね 1,000 人、1 日平均来街

者数（休日）は概ね 1,000 人である。これらの

来街者は、主に周辺地域から最寄品の購入を目

的に来訪する。主な来街手段は自家用車、電車、

バス、徒歩である。平成 22 年 12 月現在、商店

街の店舗数は 100 店舗で、うち空き店舗が 50

店舗ある。 

核となる商業集積がないことから町外から

の商業需要の吸収が難しく、病院、福祉施設、

学校といった施設に結びついた商業展開を如何

に図っていくかを考えていかなければならない。 

さらに、経営者の高齢化とともに廃業が相次

ぎ、コミュニティ機能の維持、不足する業種を

埋めていく方策も考えていかなければならない。幸いにも、近年若い経営者が出店するケ

ースが出てきており、商店会を支えてきた世代から次世代の商店街リーダーに成長するこ

とが期待される。 

 

⇒現地マネジャーは商店会を牽引してきた現在のリーダーを充て、商店街をマネジメント 

するスキルを高め、次世代リーダーを指導・育成できる力を身につける人材として育成す 

ることとしました。 
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（２）現地マネージャー人材の選定 

 

 

ａ．松江天神町商店街：山本 実奈 氏 

山本氏は、当該商店街に拠点を持つ島根大学の飯野ゼミの卒

業生であり、この地域に居住して、地域の人とかかわりを持ち

始めています。平成23年4月現在、松江市議会議員の秘書に就

いており、まちづくりに関わる業務にも従事しています。秘書

業務を行う一方で、現地マネージャー活動を行う時間は十分確

保できることを確認しています。 

商店街振興組合の親世代と若い世代をつなぐ役割ができる

人材としては、商店街との関係が浅く、若い女性人材が第三者

的に動けるため適任であると判断しています。山本氏は、経験

は十分ではありませんが、それゆえに、みなで育てるというスタンスで協力し、これまで

の上下関係にとらわれずに動いてもらえると判断し選定しました。 

 

 ｂ．江津万葉の里商店会：藤田 貴子 氏 

藤田氏は、「江津本町ふらり歩き」というイベントを主催し、

本町KICHIを立ち上げるなど、まちづくりの手腕を持っていま

す。また、平成23年4月に設立したＮＰＯてごねっと石見の専

務理事に就いており、多様な人材とのネットワークを有してい

ます。 

駅前地区にはこれまで関わっていませんでしたが、嫁ぎ先の

店舗（たびら酒店）で夫をサポートする形で関わり始めました。

（夫は江津万葉の里商店会の副会長）たびら酒店は、平成23

年4月に「エスポアたびら」としてワイン専門店に生まれ変わ

っています。この経営革新においても藤田氏が手腕を発揮しています。 

女性の感性を駅前地区に注入し、多様な人材とのネットワークを構築するために最適な

人材であると判断し選定しました。 

 

ｃ．川本町弓市商店会：堤 浩隆 氏 

堤氏は、「川本町中心市街地活性化コンセンサス形成事業」

ワーキンググループ（Ｈ19年度実施）の委員の一員として、消

費者ニーズの集約を行いました。その後、商店会の役員として

「脱殿様商売」を目指し、当該地区にあった３つの商店会を合

併し、川本町弓市商店会の設立に尽力しました。そして、合同

チラシの発行、定期市の開催、商店街マップの作成、ベンチの

設置、情報発信看板の設置、食のイベント開催等々に取り組ん

でいます。 

堤氏は、弓市商店会の役員として商店街で活躍しており責任

感が強い人物です。自ら、さらにスキルを高め後継者育成に取組む意欲を持っています。

当事業の趣旨に相応し適任であるため選定しました。 

 

 

（３）育成目標の設定 

 

ａ．松江天神町商店街 

・商店街の実態を把握し、世代間の連携を図るためのコミュニケーションスキルの習

得 

・商店街の既存イベントに新しい企画を提案でき、イベントを運営するスキルの習得 
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・商店街と多様な主体とのネットワークを構築する役割、イベントを通して連帯感を

醸成する役割 

［活動概要］ 

商店街の現状把握、各組織を結び連帯感をつくる、中長期計画の作成、イベント実施 

[事業後の活動継続目標]  

商店街地区に居住し、商店街の活動に継続して関与する。 

 

 ｂ．江津万葉の里商店会 

・駅前商店街の今後の方向性を見極め、中長期計画が策定できるスキルの習得 

・商店街の個店を巻き込んだイベントを企画、実施するスキルの習得 

・商店街と多様な主体とのネットワークを構築する役割 

・商店街の事務局を直接担うわけではないが、商店街の活動をサポートする役割 

[活動の概要]  

商店街の現状の把握、商店会メンバーとの連帯感の醸成、中長期計画の策定、イベン

ト等商店街活動のサポート 

[事業後の活動継続目標]  

ＮＰＯてごねっと石見の理事として、駅前商店街へ若者起業による店舗展開を支援す

る。現地マネージャーとしてイベント等商店街活動のサポートを継続する。 

 

ｃ．川本町弓市商店会 

・全国的な商店街活性化事例を勉強し、当該商店街にその要素を展開できるスキル 

・習得したスキルを、次世代の若手商店主に伝達するスキル 

・商店街の今後の方向性を見極め、中長期計画が策定できるスキル 

・商店街と多様な主体とのネットワークを構築する役割 

・商店街の種々の活動を牽引する役割 

[活動の概要]  

高度なスキルを身につけるための学習、スキルを若手経営者に移転する活動、中長期

計画の策定、イベント等商店街活動の実施 

[事業後の活動継続目標]  

弓市商店会を代表する人材として、商店街の活動を継続して牽引する。 

事業終了後も、若手人材を育成する役割は継続し、世代交代を実現させる。 

現地の商店主であるため、基本的な活動は継続して行う。 

 

 

（４）実施体制 

 

〔松江地域〕 

 

 

当該商店街と支援機関は、連携して本事業を実施。現地連携機関として、松江市にタ 

ウンマネージャーがいるため、支援機関は現地マネージャーの指導育成の協力を依頼し

支援機関：（株）エブリプラン 
商店街：天神町商店街振興組合 

    松江本町商店街振興組合 

現地連携機関：松江市タウンマネージャ

ー 

協力依頼 
  

現地育成 

協力機関 

松江市中心市街地活性

化協議会 

松江商工会議所 

島根大学白潟サロン 現地マネージャー：山本美奈 

指導 育成 

指導 

育成 
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ました。支援機関は商店街、現地連携機関と連携して現地マネージャーの育成にあたり

ます。さらに、現地協力機関が連携機関のサポートを行うものとしました。 

 

〔江津地域〕 

 

当該商店街と支援機関は、連携して本事業を実施。現地連携機関として、ＬＬＣ元気 

ごうつがあるため、支援機関は現地マネージャーの指導育成の協力を依頼しました。支

援機関は商店街、現地連携機関と連携して現地マネージャーの育成にあたります。さら

に、現地協力機関が現地連携機関のサポートを行うものとしました。 

 

 

〔川本地域〕 

 

当該商店街と支援機関は、連携して本事業を実施。現地連携機関として、川本商工会 

がおり、支援機関は現地マネージャーの指導育成の協力を依頼しました。支援機関は商 

店街、現地連携機関と連携して現地マネージャーの育成にあたります。さらに、現地協 

力機関が現地連携機関のサポートを行うものとしました。 

 

 

（５）指導内容と成果 

 

① 基礎研修 

 

■オリエンテーション 

 内容：・平成 21 年度 商店街活動研修テキストの配布、指導 

     テーマ１ 商店街活性化法（新法）のポイント 

     テーマ２ 活性化の仕組みづくり 

     テーマ３ 多様な連携による活性化 

     テーマ４ ソフト展開による活性化 

 支援機関：（株）エブリプラン 商店街：江津万葉の里商店会 

現地連携機関：ＬＬＣ元気ごうつ 

再委託 現地育成 

協力機関 

 ＮＰＯてごねっと石見 

 江津商工会議所 

 高浜地区活性化協議会 現地マネージャー：藤田貴子 

指導 

育成 
指導・育成 

協力依頼 

 

支援機関：（株）エブリプラン 商店街：川本町弓市商店会 

協力機関 

次世代サポートセンター、島根中央高校、

食生活改善協議会、川本町観光マイスタ

ー、歴史研究会、お父さんの料理教室、 

川本町えごまの会、三江線活性化協議会 

ＮＰＯ法人萌えっとネットかわもと、 

イルミネーション計画実行委員会 

現地連携機関：川本商工会 

協力依頼 現地育成 

現地マネージャー：堤 浩隆 

指導 

育成 

指導・育成 
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     テーマ５ 魅力ある商店街空間づくり 

     テーマ６ 商店街を再生する気概のあるリーダーの心構え 

     

成  果 

松江地区 江津地区 川本地区 

・商店街イベントを活性化

する方法を学び、天神市の

改善に活かした。 

・商店街におけるプラット

フォームづくりを学び、若

手人材ネットワークの形

成に活かした。 

・商店街活性化法を学び、江津

駅前再生計画に活かす方策の

検討に活かした。 

・商店街に求められている社会

的課題と対応を学び、駅前再生

整備への提案に活かした 

・空き店舗活用の方法について

学ぶ。→空き店舗調査に適用す

る。 

・イベント企画の方向性とイ

ベントによる効果を理解し

た。 

・商店会のリーダーとしての

心構えを学び、その実践に務

めた。 

 

■集合研修①これからの商店街イベントづくり 

講師：久保里砂子（松江市中心市街地活性化協議会 タウンマネージャー） 

内容：・地域商店街活性化法について 

   ・商店街のイベント効果 

   ・イベントの目的と効果 

 

 

【支援機関の指導内容】 

・地域商店街活性化法の内容を把握させる。 

・商店街のイベントが集客目的になっていることを反省し、個店の売上に寄与するイベン

トを企画・運営することが大事であることを理解させる。 

・イベントを行う場合、多様な主体が参加できる体制を作りことが大事であることを理解

させる。 

・イベントを実施した後の振返りとそれを踏まえた改善策の検討が重要であることを理解

させる。 

 

【現地マネージャーの取得ノウハウ】 

・「バル」などの食べ歩きイベントが、商店街の個店の認知や売上に寄与すること 

・イベントに参加した人に、インセンティブを加えて参加の楽しみを増やす工夫 

成  果 

松江地区 江津地区 川本地区 

・イベント参加者への呼び

かけ方、円滑な運営手法に

ついて学ぶ。 

・イベント参加者への呼びかけ

方、円滑な運営手法について学

ぶ。 

・イベントを通して、商店会の

・個店の売上に寄与するイベ

ント手法を学ぶ。 

・産業祭での「つまみ食いウ

ォーク」の実施につなげた。 
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意識を変える、街を変えること

を学ぶ→「手つなぎ市」に適用。 

・既存のイベントの企画内容

の改善 

 

 

 ■集合研修②魅力ある商店街空間づくりの方法 

講師：酒井幸男（新潟市上古町商店街振興組合 専務理事） 

内容：・元気な商店街のつぼ 

   ・アーケードの改築について 

   ・道路の改築（アーケードに伴う改築） 

   ・カミフル・サイクルステーションについて 

・商店街の魅力向上について 

 

 

【支援機関の指導内容】 

・商店街活性化計画をつくり、実行していく場合にＰＤＣＡサイクルが重要であることを

認識させる。 

・商店街のハード整備にあたり、実証実験を行ってオリジナルな計画を作ることが可能で

あることを認識させる。 

・商店街事業では、運営側（商店街振興組合）、利用者（お客）、商店の３主体が、三方良

しとなるような事業を計画すべきであることを認識させる。 

・商店街の運営において、個々の商店の魅力向上が大事であることを認識させる。 

 

【現地マネージャーの取得ノウハウ】 

・商店街の活性化を進める際に、まず商店街メンバーがしっかり勉強すること 

・商店街の道路は、車優先の計画ではなく歩行者優先の計画にすべきこと 

成  果 

松江地区 江津地区 川本地区 

・商店街活性化のために、

ＰＤＣＡが必要であるが、

特にＣＡが大事であると

学んだ。→天神市の振返り

に活用。 

・商店街の道路空間づくりの考

え方習得→江津市に提案 

・街をきれいにする努力を学ぶ

→手つなぎ市で実践 

・商店会の勉強の本気度が活性

化を左右することを学ぶ。 

・商店会として自ら学ぶ努力

が必要→商店会に提示 

・アンケートと福袋をコラボ

する方法を学ぶ→イベント

で活用 

・商店会での事業実施の可能

性を学ぶ→駅舎活用に適用

できる。 

 

 ■集合研修③多様な連携による活性化の方法 

講師：山崎 亮（株式会社 studio-L 代表取締役） 

内容：・コミュニティデザインの歴史 

   ・家島プロジェクトの取組 

   ・コミュニティデザインの商店街への活用（マルヤガーデン、延岡駅前） 

   ・5 世帯 9 人の離島集落へのコミュニティデザインの適用 
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【支援機関の指導内容】 

・商店街活性化においても、多様な主体との連携が重要であると認識させる。 

・各現地マネージャーが活動する商店街で、連携できる主体の抽出を行い、今後連携をと

る計画を立てさせる。 

・多様な主体とのネットワークを活用して、商店街活性化計画を立案することの重要性を

認識させる。 

 

【現地マネージャーの取得ノウハウ】 

・コミュニティデザインの手法、事例 

・商店街へのコミュニティデザインの導入方法 

成  果 

松江地区 江津地区 川本地区 

・多様な主体が連携するこ

とが商店街にとって重要

であることを学ぶ→商店

街振興組合への若手人材

の登用が必要。天神市参加

露店との連携も重要と理

解。 

・多様な主体が連携すること

が商店街にとって重要であ

ることを学ぶ 

・コミュニティデザインの手

法を活用し、駅前再生活動Ｗ

Ｓを実施。→商店会以外の多

様な人材がＷＳに参加。 

・多様な主体が連携することが

商店街にとって重要であるこ

とを学ぶ→駅舎活用ＷＳに役

場、学校、病院など多様な人材

が参加。 

 

 ■集合研修④ソフト展開による活性化事例を学ぶ   

講師：阿部眞一（佐久市岩村田本町商店街振興組合 理事長） 

内容：・岩村田本町商店街の活動の歴史 

   ・集客イベントの反省（商店主へのアンケート、お客様あっての商店街） 

   ・商業者の経営者意識改革 

   ・商店街振興組合による事業実施：空き店舗対策（収益事業、社会貢献事業） 

   ・商店街は地域住民の生活を支える公共性を有する（安全、安心、文化、見守り） 

   ・街に対する愛着を持ち、街のビジョンを描く 

 

 

【支援機関の指導内容】 
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・商店街活性化において、個店の商店主がそれぞれ経営者としての意識を強く持つことが

重要であると認識させる。 

・商店街の組織で、空き店舗を埋める活動を行うことができる。空き店舗を埋めた事業運

営も経営者意識を高く持って行うことで収益事業に成長させることも可能であることを

認識させる。 

・商店街の公的役割を認識し、地域住民に対するサービスの重要性を学ばせる。 

 

【現地マネージャーの取得ノウハウ】 

 ・商店街活動への、リーダーの取組意欲 

 ・商店街の運営を経営意識を持って進めることの重要性 

成  果 

松江地区 江津地区 川本地区 

・若手人材が、商店街を牽

引する経験を持つ大事さを

理解。 

・個店が経営者意識を持っ

て店舗運営を行うことの重

要性を理解。 

・商店会（振興組合）におい

て経営感覚が重要であるこ

とを学ぶ。 

・振興組合による収益事業の

実態を知り、今後の空き店舗

活用に活かす。 

・組織を動かすリーダーの役

割、心構えを学ぶ。 

・商店会（振興組合）において

経営感覚が重要であることを

学ぶ。 

・振興組合による収益事業の実

態を知り、今後の空き店舗活用

に活かす。 

・組織を動かすリーダーの役

割、心構えを学ぶ。 

 

 ■集合研修⑤商店街を再生するリーダーの心構えを学ぶ   

講師：寺本英仁（邑南町産業振興課） 

内容：・活動のコンセプトを明確にし、ゴールをイメージする。 

   ・明確な将来ビジョンを持ちブレない心で行動する。 

   ・行政と渡り合える知識を持つ。 

   ・活動はＰＤＣＡサイクルで回す。（特にＣ：見直し、振返りが大切） 

   ・組織の外に仲間をつくる。外から組織に働きかけられる環境を持つ。 

   ・各組織によるプラットフォームをつくる。（情報をフラットに、一元化する） 

   ・人材を育成し、定住につなげる施策の重要性 

 

【支援機関の指導内容】 

・商店街活動に対して目的を明確にし、信念を持って取組むことの重要性を認識する。 

・商店街活動にＰＤＣＡサイクルを導入し、実践することの重要性を認識する。 

・事業を推進するにあたって、各組織間における情報の一元化が重要であることを学ぶ。 

 

【現地マネージャーの取得ノウハウ】 

 ・商店街活動への、リーダーの取組意欲、役割 

 ・現地マネージャーとして信念をもって取組むことの重要性 
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指導時のツール：各講師のＰＰＴ 

        商店街パンフレット等 

 

 

② 現地OJTへの個別指導 

 

ａ．山本美奈マネージャー 

■現地ＯＪＴ実施内容 

・天神市の改善に向けた活動 

 天神市への来街者、出店者へのアンケート調査、

商店街を構成する商店店主へのアンケート及びヒ

アリング調査を実施し、これまでの天神市の振返

り・総括を行いました。また、今後の天神市に向け

ての意見を把握しました。 

 上記意見収集を踏まえて、天神市への新しいアプ

ローチを提案し、11 月以降の天神市で実施しました。

（右図：青空レストランの実施） 

 

・防災イベント 

 天神町商店街振興組合の事情により、計画されていた防災イベントが中止になりました。

そのため、次年度の防災イベントに役立てることを目的に、地域住民に対して防災意識を

問うアンケート調査を実施しました。 

 

・ニーズ調査 

 天神市への来街者、出店者へのアンケート調査、商店街を構成する商店店主へのアンケ

ート及びヒアリング調査を実施し、商店街に対するニーズを把握しました。 

 

・次世代をつなぐ活動 

 天神市商店街の若手人材（後継者、地域住民）

が集う話し合いの場を設け、商店街の将来像に

ついて検討しました。若手人材が提案する活動

の実現に向けて、商店街振興組合執行部との調

整を図りました。 

 

・実践グループとの協議 

商店街振興組合の執行部会に出席し、会議の

成  果 

松江地区 江津地区 川本地区 

・リーダーの資質、心構

えを学ぶ。 

・信念を持って取組むこ

とでまちづくりが進展す

ることを学ぶ。 

・外部ネットワークの重

要性を理解した。 

・商店街の将来像（コンセプト、

ビジョン）を明確にする必要性

を学ぶ。 

・商店街活性化計画案を商店会

として作成し、ブレずに行動す

ることが大切である。 

・「食」を活かしたまちづくり

の手法、人材育成の手法を学

ぶ。 

・リーダーの資質、心構えを学

ぶ。 

・川本商工会、商工会青年部等

が研修に参加し、情報を共有し

た。 

・リーダーの資質、心構えを学

ぶ。 

・イベント等の活動にＰＤＣＡ

を適用する必要がある。 

・行政との連携の仕方を学ぶ。

活動予算獲得に向けた動き方

を学ぶ。 
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内容を把握するとともに、現地マネージャーとしての活動成果を報告しました。 

 

■指導内容と成果 

現地ＯＪＴ 指導内容 成  果 

1.現地マネージャーとしての活動、成果報告

等のスケジュール管理の指導。 

 月間スケジュール表、電話・メール等によ

る報告要請 

・社会人 1 年目で、基本的なスケジュール管理

能力が不十分であった。なかなか想定するスケ

ジュール管理ができようにならなかった。 

・事業終盤で、マネジャーとしての責任を認識

し成果報告ができるようになった。 

2.アンケート集計、分析方法の指導、報告書

のとりまとめ方法の指導 

・来街者、出店者、商店主のアンケート調査の

とりまとめを実施した。結果を踏まえて、活動

報告を作成した。 

・「天神市に人を集める仕掛けが必要である」と

の意見を踏まえ、青空レストランの実施につな

げた。 

・来街者は「食べ物」や「健康」を求めている

ことが判明。要望に対する対策の必要性を、商

店街振興組合に認識してもらった。 

3.イベント企画・準備・実施に向けた指導 

・企画立案スキルの向上 

・効率的な準備、関係者との連絡調整スキル 

・当日の準備、運営、片付け等の円滑な実施 

・11 月の天神市において、新たな企画「青空レ

ストラン」の企画、準備、運営を行った。 

・来店者 30 名 

・出店の事前ＰＲにより、商店街で勤務する人

（銀行等オフィス）の天神市の認知度の低さが

わかった。勤務する人を新規層とする場合、青

空レストランの継続的な取組が必要である。 

4.若手人材とのコミュニケーションスキル

の向上に向けた指導。 

・ネットワークのつなぎ方 

・会議の運営の方法 等 

・若手人材に声掛けし、集めて、話し合いの場

を提供できた。 

・若手人材の意見を聞き、商店街活性化計画案

の事業計画の要素が確認できた。 

・若手人材との打合せ、会議の進め方のスキル

の向上が図れた。 

・若手人材のネットワークができ、商店街内で

の新たな活動の動きが始まった。 

 

 

ｂ．藤田貴子マネージャー 

■現地ＯＪＴ実施内容 

・商店街の実態を把握する勉強会 

 商店会の実態について、役員会から報告を受けました。 

 これまでの駅前再生計画の経緯について、支援機関から情報提供し、内容を把握しまし

た。 

 現地マネージャーが、江津市都市計画課担当者、江津商工会議所担当者と協議を行い、

担当者が把握している内容を確認しました。 

 

・既存のイベントの改善 

 「万葉夏祭り」などのイベントに外部団体の参画を図

る。集客の向上を図りました。 

 「歳末感謝セール」の広告チラシに工夫を加えました。

デザインを一新し、表面には商店と店主の紹介を写真つ

きで掲載。表面への掲載には、+1,000 円の参加費を徴収

しました。 
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・新たなイベントの企画・運営 

 新たなイベントとして「手つなぎ市」の企画・準備・実施を行いました。 

駅前商店街の「あけぼの通り」を中心に、外からの店

舗出店を呼込み、既存店舗とも連携してショッピング通

りを出現させました。現地マネージャーは、出店交渉、

チラシ作成・手配り配布、ブログ発信、イベントエリア

清掃、準備、運営の全てを行いました。 

 

・多様な主体とのネットワークの構築 

 「手つなぎ市」や「駅前再生活動支援ワークショップ」

の実施に際して、多様な主体とのネットワークが構築

されました。このネットワークが今後の商店街再生の

主役になっていくものと予想されます。 

 

・空き店舗調査 

 駅前地区のメインとなるあけぼの通りの東側にあ

る空き店舗の詳細調査を実施しました。（西側は道路

拡幅で撤去予定）商工会議所を通して、地権者と会い、

店舗の状態確認と賃貸条件などを確認しました。今後、

出店者があれば、情報をつなげるようにします。 

 

・駅前再生活動支援ワークショップの実施 

 江津市から高浜地区活性化協議会を経て委託される

駅前再生活動支援業務をＬＬＣ元気ごうつが受注。この

業務の実質的運営を行いました。協議会との契約書の作

成、契約実施を体験しました。多様な主体をネットワー

クを活用して集め、商店街の将来像を議論する場を準備

し、ワークショップを実施しました。 

 

・実践グループ会議の実施 

 商店会、ＬＬＣ元気ごうつ、江津商工会議所、江津市などと実践グループ会議を実施し

ました。現地マネージャーが、日程の連絡調整、会議次第の作成、会議運営を行いました。 

 

■指導内容と成果 

現地ＯＪＴ 指導内容 成  果 

1.イベント開催に向けた商店会メンバーへ

の呼びかけが不十分である。 

（指導）現状の組織や人間関係を改善するに

は時間がかかる。無理をせずに進めて良い。 

・商店会以外のメンバーに声を掛け、手つなぎ

市に参加してもらった。（5 店舗参加） 

・商店会メンバーは手つなぎ市の成功を目の当

たりにして、今後の参加意欲を掻き立てた。 

2.新たなイベント「手つなぎ市」の来訪者動

線や、休憩スポットを作りたい。 

（指導）道路と空きスペースを利用して、カ

フェセットを設置する。イベントの店舗案内

の看板を設置する。 

・エンジ色のパラソル、テーブル、イスをあけ

ぼの通り、信金前の広場等に置き、食事スペー

ス、休憩スペースとして提供した。 

・工事看板を流用して、店舗案内看板を作成し

設置した。 

・来街者 600 名 

3.商店会の組織が脆弱で、運営が硬直化して

いる。どのように改善すべきか。 

（指導）事業ごとの収支を明らかにするよう

に働きかける。各個店にメリットを感じても

らえる取組を行い、会を抜けたメンバーに入

・商店会を改善するには、現状の人材では難し

いため、藤田Ｍが事務局に手を上げ、会計をチ

ェックすることから始めることとした。 

・個店にメリットを感じるための方策として、

歳末謝恩セールのチラシを工夫することとし
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会してもらうように図る。 た。 

4.コミュニティデザインの手法の導入につ

いて 

（指導）商店会やＬＬＣ元気ごうつは活動が

能動的ではなく、駅前再生整備を待つ体制に

なっている。。既存組織を動かすより、山崎

講師の提唱するコミュニティデザイン方式

を取り入れ、藤田Ｍと一緒に活動できる人を

増やすべきである。 

・駅前再生整備計画のうち、商店街活性化部分

については藤田Ｍがつくるグループで検討でき

るように市に提案した。 

・手つなぎ市への参加者、ＮＰＯてごねっと石

見のメンバー、江津出身者（東京在住）、商工会

女性部など多様なメンバーがグループに参加す

る方針となった。 

5.江津市が計画する商店街活性化計画ＷＳ

について、専門的な会社に依頼するのではな

く、地元の組織で受けて多様な主体を加えて

検討したい。 

（指導）ソフト事業の事業計画書、見積書の

作成を指導。ＬＬＣ元気ごうつの事業受託と

運営について指導。 

・江津市から高浜地区活性化協議会を経て、Ｌ

ＬＣ元気ごうつがＷＳ業務を受注した。 

・ＬＬＣ元気ごうつから藤田Ｍをプロデューサ

ーとして指名いただき、ＷＳのファシリテータ

等を人選し、再委託した上でＷＳが動き出した 

・ＬＬＣ元気ごうつが商店街活性化の役割を認

識してＷＳに取組むことができるように働きか

けている。 

6.江津駅前再生計画のあり方について 

（指導）ハード整備を活かすためのソフト事

業の効果的な運用が必要である。富良野マル

シェなどを参考に、再生整備の進め方を学ぶ

ことが必要。 

・藤田Ｍが必要とする人材ネットワークを広げ、

富良野市からの講師招聘が可能になった。2 月

中旬に、研修会が予定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．堤 浩隆マネージャー 

■現地ＯＪＴ実施内容 

・既存イベントの改善 

 「ごはんキャンペーン（9 月）」、「弓の市（毎月 1 回）」、

「産業祭（11 月 6 日）」、「えびす溝」などの既存イベン

トに新たな要素を加えました。ごはんキャンペーンでは

ポイントカードの付与、産業祭ではつまみ食いウォーク

の実施等を行いました。 
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・新たなイベントの企画運営 

 久保ＴＭ（講師）から受けた研修で、つまみ食いウォークの取組を知り、産業祭におい

て新たなイベントとして企画・準備を行い実施しました。 

 

・江津万葉の里商店会との連携 

 江津地区の現地マネージャーとの交流が深まり、「手つなぎ市」へ川本町弓市商店会メ

ンバーを募り視察をしました。 

 

・多様な主体とのネットワーク形成 

 駅舎活用ワークショップを介して、地域づくり協力

隊メンバー、加藤病院職員、川本中央高校職員、役場

職員など川本町中心部を構成する多様な主体とのネ

ットワークを構築しました。今後の商店街づくりに協

力してもらえることを確認しました。 

 

・かわもとごはんキャンペーンのコーディネート 

 企画、準備（チラシ、ポスター、ＰＲ、店舗の受入

準備指導など）、実施（管理、運営）という全般をコーディネートしました。今回、商店

会が運用しているポイントカードに飲食店に一時的に加入させ、キャンペーン参加者への

サービス提供としました。 

 

・空き店舗調査等 

 川本商工会と共同で調査した空き店舗情報の内容を充実させる取組を行いました。出店

希望者が相談しやすい情報整理を進めることとしました。 

 

・ワークショップ 

 「石見川本駅」の駅舎の活用案を検討するワークショップを実施。商店会のメンバーだ

けでなく、多様な主体の参加を得て実施しました。駅舎

の活用を具体的なテーマとしていましたが、川本町中心

部の活性化に必要な要素、取組、実施体制などを議論し

ました。 

 

・実践グループ会議の実施 

 弓市商店会役員会に、川本商工会、現地マネージャー、

支援機関が参加する形で実践グループ会議を実施。イベ

ントへの対応、ワークショップの企画・運営、地域商店

街活性化計画案への意見収集などを行いました。 

 

 

■指導内容と成果 

現地ＯＪＴ 内容指導 成  果 

1.川本町弓市地区で開催するイベントへの 

来街者は相当数あるが、商店会の個店の売上

に直接寄与していない。 

（指導）全国の商店街でイベントの工夫がさ

れ、バルやつまみ食いウォークなど飲食店を

巡る仕掛けを行い、成果を上げていることを

紹介。イベントでの活用を勧めた。 

・産業祭に出店する飲食店を数店回れるつま

み食いウォークを、新たなイベントとして組

み込んだ。既存の飲食店もその対象として、

個店の売上増を図った。 

・1,000 円で 5 店舗回れるチケットを準備。

12 店舗が参加し、66 枚のチケット購入が得

られた。 

・次年度はさらに充実を図り、5 時以降の「ほ 

ろ酔いウォーク」を実施することとなった。 

2.ＪＲ三江線「石見川本駅」の活用が課題に ・商店街に関わりの薄かった医療機関、学校、
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なっており、多様な主体のコンセンサスを得

た活用策を検討したい。 

（指導）「商店街の新たな取組企画提案事業」

の申請を行い事業実施を図り、ワークショッ

プを行った。町外の若者の意見を把握するた

め、島根大学生による町歩きの企画を加え

た。 

森林組合、行政等の多様な主体が同じテーブ

ルに着いて議論し、活用施策をまとめた。（参

加者 17 名） 

・商店街に新たな関係づくりができた。 

・島根中央高校生による空家活用事業の動き

につながった。 

・本取組が新聞で取り上げられた。 

3.商店会活動の次を担う若手人材の育成が 

必要である。 

（指導）現地マネージャーの現地ＯＪＴに若

手人材も参加させ、当事者意識を高めること

とした。ワークショップの運営を主体的に行

わせることとした。 

・川本町商工会青年部を中心に、3 名のリー

ダー候補があがり、イベントやワークショッ

プなどの事業展開が図れた。 

・若手経営者の意識啓発と、主体者意識の醸

成が図れた。 

・若手に任せる対応ができるようになった。 

4.イベントの成果を、次のイベントや商店街

の活性化につなげたい。 

（指導）商店街活動においてＰＤＣＡサイク

ルの実行が重要である。多くはＤ（do）のみ

行って振返りがない。イベントの後にＣ、Ａ

を必ず行うことを習慣化してほしい。 

・イベント等の事業目的が明確になり、課題

が明らかになった。そのことから、対応策を

検討できるようになった。 

・次年度のイベント実施に向けて、改善計画

が検討されている。 

 

 

 

（６）指導以外の支援 

 

①各地域における実践グループの組織・強化 

 

a.松江地域 

松江天神町商店街振興組合を中心に、天神市の振返り、新たな取組みを行ないました。 

実践グループは下記の構成となりました。 

①松江天神町商店街振興組合執行部：中村理事長、塩野副理事長など 

②松江市中心市街地活性化協議会タウンマネージャー：久保里砂子 

③松江天神町商店街振興組合合格祈願プロジェクトチーム：塩野晴子等 

④ふれあいサロン（まめな館、いっぷく亭） 

⑤白潟サロン（NPO 自然再生センター） 

⑥白潟本町楽友会 ⑦白潟公民館 ⑧松江市立中央小学校 

実践グループの会議は、①、②、③の組織を中心に 1 回／月のペースで実施しました。 

 

※実践グループの強化 

 12月から、現地マネージャーと商店街の若手人材とのネットワークができました。特に、

塩野氏とは「きものプロジェクト」の企画を一緒に進めて連携関係が構築されています。

さらに、若手人材のネットワークを拡大し、商店街の将来像について議論する体制ができ

ました。 

 若手人材が、それぞれ役割分担と相互協力を行って、商店街振興組合の活動を担う方向

で執行部との協議も進められています。 

 

b.江津地域 

江津万葉の里商店会の執行部の商店主で構成するＬＬＣ元気ごうつを中心に、ＮＰＯて

ごねっと石見、江津市、江津商工会議所、高浜地区活性化協議会による実践グループを組
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織しました。 

12 月から、ＬＬＣ元気ごうつで「江津駅前地区再生活動支援業務」を受注し、駅前活

性化に向けたワークショップを実施。そのワークショップに、多様な主体が参加できるよ

うにし、実践グループの組織を強化しました。 

実践グループの会議は、1 回／月のペースで基本的に現地マネージャーＯＪＴの後に実

施し、久保講師の活動指導ができるように計画しました。また、３地区合同研修を２回江

津地区で行い、実践グループの研修の場としても活用しました。 

 

c.川本地域 

弓市商店会と川本町商工会及び商工会青年部を中心に実践グループを組織しました。10 

月から、「商店街の新たな取組企画提案事業（主催：㈱全国商店街支援センター）」の採択

を受けて、ＪＲ石見川本駅駅舎活用ワークショップを行うことになりました。このワーク

ショップに、多様な主体（川本町役場、島根中央高校、加藤病院、邑智郡森林組合）が参

加できるようにし、実践グループの組織を強化しました。実践グループの会議は、1 回／

月のペースで実施しました。 

 

 ②個別支援 

 

ａ．山本美奈マネージャー 

 ・来町者アンケートに関わる作業の協力 

 ・天神市の「青空レストラン」の運営に協力 

 ・若手ネットワークによる会議の開催を支援 

 ・若手人材へのヒアリング調査を支援機関として実施 

 ・若手人材が商店会振興組合の活動の一端を担えるように、執行部との調整 

 

ｂ．藤田貴子マネージャー 

 ・江津万葉の里商店会役員会とのつなぎ 

   藤田マネージャーが直接言い難いことを、支援機関として商店会会長に伝え、藤田

Ｍが活動しやすい環境をつくるようにしました。平成24年度に藤田Ｍが商店会の事務

局を行う方向になっていますが、商店会会長に支援機関からも要望しました。 

 ・ＬＬＣ元気ごうつの会議の開催、運営を支援 

 ・「江の川祭」、「手つなぎ市」の運営に協力 

 ・江津市、江津商工会議所、商店会、ＬＬＣ元気ごうつが参加する実践グループ会議の

開催、運営を支援 

 ・江津地区で開催した合同研修に、江津市、江津商工会議所、商店会、ＬＬＣ元気ごう

つからの参加を促しました。 

 

 

ｃ．堤 浩隆マネージャー 

  ・「商店街の新たな取組企画提案事業」への申請支援 

・駅舎活用ワークショップの島根大学生まちあるきイベン

トを支援 

  ・邑南町で開催した合同研修に、川本商工会、商工 

会青年部からの参加を促しました。 
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（７）商店街の役割 

 

 ａ．松江地区 

  ・「天神市」の基本的な企画・運営 

   出展者調整（露店の位置設定、出店料徴収） 

   通行止めの実施（交通整理員の配置） 

   イベントステージ運営（音響設備の準備、ステージ演目の設定、プログラムづくり） 

   

  ・商店街振興組合のメンバーへの紹介 

   執行部から、商店街振興組合の主要なメンバーを紹介しました。 

   また、現地マネージャー育成事業の内容と役割の周知に協力しました。 

 

  ・現地マネージャーの活動に対する相談 

   天神市での現地マネージャーの活動内容の相談を受け、実現に協力しました。 

   アンケート調査等の相談を受けました。 

 

 ｂ．江津地区 

  ・商店会メンバーの紹介 

   藤田マネージャーが活動を始める際に、商店会メンバーの紹介に協力しました。 

   商店会の連絡網の活用を図りました。 

 

・商店街イベントの実施 

   「万葉夏祭り」の企画・実施 

    →現地マネージャーが改善提案を行うステージを提供しました。 

     島根県立大学学生のサークル参加を推進しました。 

     ＮＰＯてごねっと石見の参加を推進しました。 

   「歳末謝恩セール」の企画・実施 

    →現地マネージャーが改善提案を行うステージを提供しました。 

     チラシでの個店紹介を実施。（掲載料をプラス 1,000 円としました） 

     チラシ改善効果で、参加店舗の増加がありました。 

 

  ・現地マネージャーと各機関の連携推進 

   商店会が、江津市や江津商工会議所の連携窓口になるため、各種会合への現地マネー

ジャー参加の調整を図りました。 

 

  ・江津市への商店会としての意見とりまとめ 

   江津市から、駅前再生計画として商業エリアの取扱を問われました。商店会として、

商業ビル整備を行わない意思をとりまとめ、報告しました。 

 

  ・駅前再生活動ＷＳへの参加 

   商店会会長、副会長、事務局の執行部が、ＷＳに参加しました。 

 

 ｃ．川本地区 

   ・「弓の市」の基本的な企画・運営 

   出展者調整（露店の位置設定、出店料徴収）を支援しました。 

 

  ・ごはんキャンペーンの企画・運営 

   参加店舗の調整、チラシの作成・配布、メロディカードのセッティング等を担いました。 
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  ・現地マネージャーの活動に対する理解 

   商店会では活発な意見交換を行い、堤氏が現地マネージャーとなることに対する当初

の批判的意見から肯定的意見に変り、活動を理解した上で協力する形をとりました。 
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３．育成手法の提案 ～事業をふりかえって～ 

 

（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）  

 

 ①商店街に対する立位置 

  ・当該商店街の実態をある程度理解していること。 

  ・商店会の執行部とのネットワークがあること。 

  ・商店会を客観的に見れる立場であること。 

 

現地マネージャーが商店街の実態を知らないと、商店街の課題がわからず、積極的な活

動展開ができません。また、商店会執行部との人的関係がないと活動提案ができません。 

江津地区、川本地区でイベントの改善、新たなイベント実施が円滑に行えたのは、上記

の条件が整っていたためです。一方、松江地区は商店街振興組合とのネットワークが十分

でなかったため、イベントへの新しい動きを加えることが他地区より難しい状況でした。 

 

 ②必要とする知識・スキル・学習意欲 

  ・商店街活性化の具体的事例と成功のノウハウを習得していること。 

  ・商店街イベントの企画・準備・運営の経験を持っていること。 

  ・イベント等のプロデュース力（必要な能力の見極めと適材配置） 

  ・多様な主体とのネットワーク構築力 

 

現地マネージャーは、商店街活性化方策の一つとしてのイベント実施に携わることにな

ります。特に新たなイベントを展開し成功に導こうとした場合、イベント実施の経験を有

していることは大きな武器になります。イベント実施の経験があれば、自分の動き方、ス

タッフの動かし方、ネットワークの必要性などを十分認識し、方策を打つことができます。 

さらに、イベントを有意義なものにするためには、事例を良く学習し、自らのイベント

に積極的に取り入れる姿勢と意欲が必要です。 

 

③実行力 

  ・計画したことを、期日内に実行できること。 

  ・計画の実行に必要な関連機関、関係者との交渉力を有すること。 

 

現地マネージャーは、活動に対して謝金（フィー）をもらっています。従って、謝金に

対してそれに見合う活動を行うことが求められます。そのためには、計画を実行する責任

感とやり遂げるスキルを持っている必要があります。そして、謝金を提供してくれる組織

に対して報告・連絡・相談を怠らないことが求められます。 

現地マネージャーの活動を実施するためには、実施できるように周囲を動かす必要があ

ります。そのために、交渉力は必須です。具体的には、資料作成能力、プレゼンテーショ

ン力、人間力（魅力）などが求められます。 

 

 ④連携力 

  ・商店街及びその関連組織と連携する力をもつこと。 

  ・商店街内部の人材を連携する力をもつこと。 

  ・商店街と外の人材・組織をつなぐ力をもつこと。 

 

現地マネージャーの活動は一人ではできないことが多く、一人では波及効果が限定的

となります。多様な主体に活動に参画してもらい、活動を盛り上げることが求められます。

商店街においては、内部組織の充実を図るために活動メンバーをつなぐ役割が求められま

す。また、これからの商店街は、商業者以外の人の協力により活性化する方向が示されて

いるため、外部の団体や人材に協力を得られる状況を作ることが求められます。そのため
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に、現地マネージャーは人をつなぐ連携力を持つ必要があります。 

     

（２）現地マネージャー候補の確保（選定） 

 

 ①候補者の条件 

  商店街に関わり、継続的に商店街地域に居住し活動することができる人 

  （マネージャーとして単年度ではなく、継続して活動できることが望まれる。） 

  ・商店街内部の人材で、マネージャー活動ができる人 

  ・商店街を構成する人の親族で、商店街との関係を作りやすい人 

  ・商店街活性化に興味を持ち、商店街で継続して生活しようと考えている人 

 ②関連組織からの推薦 

  ・商店会、商工会議所等からの推薦を受ける人 

 ③候補者のスキル確認 

  ・これまでの商店街での活動経験を確認する。 

  ・自身や自身が所属する組織での対外的なネットワークを確認する。 

  ・社会人としての基本スキル（報告、連絡、相談、スケジュール管理）を確認する。 

 ④候補者の意欲 

  ・対象商店街に対する想い、活性化に向けた意欲を確認する。 

 

（現地マネージャーの選定手法） 

・候補者の情報収集：関係機関、関係者に候補者の人物評価を聞く。 

候補者のこれまでの経験について情報収集する。 

・候補者の面接 ：現地マネージャーへの就任意欲を確認する。 

Ａ４版１ページ程度の小論文を書かせる 

 

 

（３）育成目標の設定 

 

  ①商店街でのイベント等の計画・準備・運営のノウハウを獲得する。 

   イベント運営の経験を持たせる。 

  ②商店街の活性化計画案を作成し、活性化の方向性を設定できるノウハウを持つ。 

  ③商店会や関係する組織から、現地マネージャーとして認められること。 

  ④自治体、商工会議所、商工会、商店会などから、継続した活動を要請されること。 

  ⑤活動の対価を得て、継続的な取組が確保されること。 

 

 

（４）育成手法とツール 

 

 ①全体指導（共通の育成課題と対策、ツール） 

 ・全国の商店街活性化事例の学習 

   島根県内の商店街では、活性化事例の人口規模を考慮して、事例を学ぶ必要がありま 

す。活性化事例について、当該商店街でできること、できないことを見極め、規模の大 

きい活性化事例であっても、当該商店街にどうしたらフィードバックできるかを考えるこ

とが必要です。 

 ・商店街活性化の本質をつかむための指導 

   商店街活性化に成功した商店街の本質は何かを考えさせる必要があります。 

   →商店街を一つの企業として考えた経営者的な取組 

    商店会を構成するメンバーが目的を持って学ぶこと 

    組織を動かすための体制、適材適所への配置 

    多様な主体とのネットワークを持ち、受入れる意思と体制 

 ・現地マネージャーとしてのリーダーシップを持つための指導 
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   商店街活性化を実際に動かしているリーダーとの対話を行うことが効果的です。 

   活性化の方向性への自信を持ち、周囲を牽引する力を持つ必要があるからです。 

 

 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） 

 

候補者の属性 育成課題 対  策 

商店会の中心人材 

 

（→堤マネージャー） 

①若手人材との連携 

 

②継続したイベントの改善 

 

③現地Ｍによる後継者の育成 

①現地Ｍの OJT に若手人材を

参加させる。 

②全国事例を参考に、新たな

取組を導入する。 

③現地Ｍ育成ツールの汎用化 

現地Ｍによる研修会実施 

商店会の関連人材 

 

（→藤田マネージャー） 

④商店会との関係構築 

⑤自治体との対応スキル 

 

④支援機関による関係調整 

⑤支援機関による指導 

新社会人 

 

（→山本マネージャー） 

⑥スケジュール管理スキル 

 

⑦人的ネットワーク構築スキル 

 

⑧情報整理スキル 

⑥支援機関への報告、連絡、

相談の実施。支援機関の指導 

⑦支援機関による紹介とその

後の連絡行動の指導 

⑧アンケート、ヒアリング調

査等の整理手法の指導 

 

 

③使用ツール 

参考として、本事業内での使用ツールを添付します。 

・月間予定表（フォーム） 

・３地区合同研修会 現地Ｍ研修アンケート 
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9月

日 月 火 水

計画
現地マネージャー合同研修に行き、今

後の方向性を決める

実施 色々得た情報を情報発信

４日 ５日 ６日 ７日

計画
今後の駅前開発の計画の項目をあらい

だし、期限をきめて共有する
イベント会場（元キングシールビ
ル）視察

イベント会場（元信金ビル視察）

実施

エビリプラン勝部さんと今後のス
ケジュールのメール作成　都市
計画千原さんと駅前開発の問題
点などを確認　　　月間予定表の
整理

江津ビジネスコンテストの運営委
員会に出席。江津駅前での起業
の芽を探す。信用金庫の空きビ
ルをイベントに貸して頂けるよう
お願い（市や商工会議所にしか
貸さない方針）⇒調整OK

ビジネスコンテストの募集要項を
読む（23件のプラン）

ビジネスコンテストの募集要項を
読む（23件のプラン）日本海信用
金庫空きビル視察⇒１１店のお
店が出店決定市役所にて開発・
イベント・空き店舗対策の会議
（都市計画：宗近・農林商工：土
崎・商工会議所：土屋）イベント
新着状況をリーダーにメール（井
上・大西・大橋・田中・共栄・てご
ねっと横田・県大幸野）

１１日 １２日 １３日 １４日

計画 10月イベントチラシ作成

万葉の里だよりの作成
ブログの立ち上げ

LLC会議
イベント会場の掃除
チラシ作成

イベントチラシ作成

実施

商店会たより作成
商店会たよりをてごねっと理事メ
ンバー・手つなぎ市メンバー・勝
部さん・久保さんに発信

市役所（都市計画・広報）・県庁
（しまね暮らし推進室・商工会議
所）に商店会だよりをメール
わかひろやさんへイベントのお
誘いと説明⇒イベント参加の方
向に　　　LLC会議（商工会議所・
LLC役員7名、エブリプラン勝部）

１８日 １９日 ２０日 ２１日

計画
チラシ配布　地元住民への周知

ブログ記事の充実
夏祭り打ち上げの成功

チラシ印刷

　

実施
チラシ作成し告知スタート

夏祭り打ち上げでは13名参加。今後仲
間を増やしていきたい。

手つなぎ市チラシ作成（出店者と
メールのやりとりなど）　　ジャル
ダンさんとイベント打合せ

手つなぎ市チラシ作成（出店者と
メール・電話のやりとり）週間の
報告書まとめ　　　　　　川本堤現
地マネージャーにメール（手つな
ぎ市など情報交換）

チラシ印刷（商工会議所にて
2500部）チラシ配布と説明（共
栄・わかひろや・ドル・やじん・井
上雑貨店・豆茶香・dodo＿ichiア
イス・バトン・NaoFarm・ジャルダ
ン、楽土）

月間予定表

目標

目標

目標

目標

木 金 土

9月1日 ２日 ３日

島根県地域振興部地域政策課
しまね暮らし推進室打合せ10月
イベント実行委員打合せ

商工会議所とイベントでの空き
店舗利用について所有者へ使
用依頼まわり

エブリプラン（勝部さん）と今月の
予定打合せ　　　　　　　　　島根
県地域振興部地域政策課しまね
暮らし推進室（室長：坪内・企画
室：船木）と商店会の現状と今後
の展望について報告
副市長へのビジネスコンテスト＆
現地マネージャー活動報告書の
作成　　　　　10月イベント実行委
員打合せ

イベントの内容の資料作成　　商
工会議所とイベントでの空き店
舗利用について所有者へ使用
依頼まわり（信用金庫他２件）
商店会役員さんへイベントの内
容説明（反田・西藤・吉岡・石川）
東京合同研修会のアンケート作
成　　　　　　　東京研修メンバー
へメール・東京研修の資料整理

８日 ９日 １０日
市役所・商工会議所打合せ
LLC会議

エビリプラン勝部さんとタウンマ
ネージャー久保さんと打合せ　都
市建設課・農林商工・商工会と
LLC元気江津会議　パンダのマ
スター（中田ご夫婦）と話し合い
共栄さんとイベント打合せ

ドルさんへイベント出店のお話⇒
参加OK　　篝火さんへイベントの
説明　来週の行動計画と日報の
整理　渡辺さん・井上さんとイベ
ントについてのメールのやりとり

１５日 １６日 １７日
パンダのマスターの畑訪問　　異
業種交流会

わかひろやｓMT

現地マネージャー報告書作成
パンダのマスターの田んぼへ訪
問し、インタビュー。う・まいんど
（交流会）にて手つなぎ市の発信
（定住財団・県立大学教授など
20名）　う・まいんど（交流会）に
て手つなぎ市の発信（定住財団・
県立大学教授など20名）

わかひろやさんへコンセプトをま
とめに。インタビュー形式で（てご
ねっと田中さんと）世話人の方に
夏祭り打ち上げの案内と商店会
だより配布　手つなぎ市＆商店
会のブログ立ち上げ　ドル・京
屋・万葉亭・やじん商店・一番館・
大原印象堂・栄寿司・みゆきや
へ商店会だより配布

２２日 ２３日 ２４日
夏祭り打ち上げ

まつり打ち上げ準備　夏祭り打ち
上げ　NHKテレビ電話イベント告
知の原稿作成　創業塾見学
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平成２３年 月 日 

平成２３年度現地マネージャー育成事業 

 

全体研修・商店街視察 受講アンケート（現地マネージャー用） 
 

対象研修・商店街視察 ： ○○○商店街 

講師 ：                    氏 

お名前：                             ご担当地域：   ○○○商店街                          

  

Ⅰ．研修会について （①～④のいずれかに○をつけてください） 
 

①非常に参考になった         ②参考になった         ③あまり参考にならなかった         ④参考にな

らなかった 

 

【理由・ご意見等、具体的にご記入ください】 

 

 

 

 

Ⅱ．研修を、今後商店街に活かしたいと思った内容について 
 

【今回の研修会で得られた知見を、今後の商店街活動に活かしたいと思われた内容をご記入ください。何を、どのような

活動に活かしたいか具体的にご記入ください】 
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（５）育成環境の醸成に向けた課題と対策 

 育成環境醸成に必要な以下の関係機関等との在り方について、課題と対策を提示します。 

  

①商店街の役割 

 〔課題〕 

  ・商店街は公共、公益的役割を自認する。 

  ・商店街活性化法で、商店街は商店だけでなく地域として活性化していくことを求めている

ことを、商店街として理解する。 

  ・現地マネージャーが、商店街と外のつながりを作ることを理解し、協力する。 

 〔対策〕 

  ・商店街の公共的な位置づけを、構成メンバーが学習する。 

  ・商店街として、対外的なネットワーク構築に務める。 

  ・商店会の活動を積極的に開示し、活動に参加する人を募る。 

  ・商店街として、対外的に情報発信する。 

  ・現地マネージャーが活動できる環境を提供する。（活動報酬の確保） 

   

②行政、商工会議所・商工会等、商店街支援機関との連携 

 〔課題〕 

  ・江津市、川本町は商店街支援機関が支援する商店会は１つであり、連携の認識が高いが、

松江市は商店会・振興組合が多数あり、1商店街振興組合との連携が難しい。 

  ・現地マネージャーに対する報酬を準備する動きに乏しい。（これまで、商店街関係者が活動

するのは手弁当と考えている。） 

  ・活動報酬を準備するのが困難である課題として、現地マネージャーの必要性の認識不足、

財源措置の理由付けが難しいことなどが挙げられる。 

 〔対策〕 

  ・現地マネージャーの活動による商店街の活性化の効果を自治体にアピールする。 

  ・現地マネージャーの成果（江津地区をはじめとする全国の現地Ｍの成果）を整理し、商店

街活性化に有価で活動する人材が有効であることを示す。 

  ・現地マネージャーの費用対効果を明らかにする。（報酬に対して、効果を数値化～貨幣換算

して、Ｂ／Ｃを算定する。） 

    

③外部人材との連携 

 〔課題〕 

  ・現地マネージャーが連携すべき外部人材（全国的な商店街、まちづくりの専門家） 

を知らない。接点がない。 

  ・外部人材との接点ができても、十分な連携がとれていない。 

  ・当該地域にいる商店街以外の人材、各種団体との連携を図る必要がある。 



事例から学ぶ 現地マネージャー育成ノウハウ 

 

30 

 〔対策〕 

  ・支援機関や内部連携機関が外部人材情報を提供する。 

  ・（株）全国商店街支援センターとして、外部人材のカテゴリー別名簿を作成し、人材毎の活

動実績がわかるようにする。 

  ・現地マネージャーに対して、支援センターとして外部人材をつなぐ。 

  ・外部人材との情報交換会・交流会などを開催し、現地マネージャーは積極的に参加する。 

  ・行政や商工会議所の人的ネットワーク、仲間からの人づてでの紹介等により、連携を拡大

し、ワークショップ等への参加を促す。 

 

（６）その他 ～商店街活性化のために必要なこと～ 

 

本事業を通して、商店街活性化のために必要なこととして、以下が得られました。 

 

１）内部からの活性 

①商店街の運営に経営者意識を持って取組むこと 

上古町商店街、岩村田本町商店街では、商店街振興組合の運営に経営ノウハウを導入し、収

益事業を行っています。特に、岩村田本町商店街では、空き店舗対策に自ら乗り出し、きちん

と収益をあげて持続的な事業を行っています。経営者意識を持つことが必要です。 

 

②個店の商店主は経営者になること 

商店街を構成する商店は、個人事業であり、余り経営者意識を持たずこれまでの事業を継続

して行っている場合が多いです。一方、元気な商店街の商店主は自ら勉強し、個店の経営者と

して事業を行っています。商店街活性化のためには、経営者意識を持つ商店主が必要です。 

個人商店であっても、仕事の内容を分析し効率化を図り、余剰時間を新たな事業に活かすな

ど会社経営と同じ取組が求められます。 

 

③商店街を牽引するリーダーの存在 

元気な商店街には、商店街に危機感を持ち、商店街の将来像を描きながら商店街活動を進め

ていくリーダーが存在しています。リーダーは商店街と行政、商工会議所との連携を密にし、

効果的な活動を行っています。商店街を活性化するためには、リーダーの存在は不可欠です。 

 

④コンセプトを明確にした取組 

コンセプトが明確であれば、それぞれのミッションがコンセプトの実現に向けて進むため、

商店街の活性化が早期に実現すると考えられます。また、コンセプトを内に持って行政との交

渉を行うことで、商店街がやりたいことが実現に近づくものと思われます。 

 

⑤個店の売上に寄与するイベント 

これまでの商店街のイベントは、集客を目標として個店の売上を注視していなかった面があ

ります。そのため、イベント開催の疲労感の割には売上の実態がないという状況となっていま

した。最近の商店街イベントでは、商店に入り消費してもらうことを目指したものが多くなっ

ています。個店の売上に寄与するイベントを実施していく必要があります。 
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２）多様な主体とのネットワークの必要性 

①商店街組織に外部の風を吹き込む 

商店街組織は内部の結束があり、外部からの意見を聞くことがあまりない状況があります。

しかし、これからの商店街は内部の人だけで考えていても活性化はできません。山崎 亮氏が提

案するコミュニティデザインのように、商店街に関わりたい人を積極的に受け入れ、多様な主

体とのネットワークを組み、商店街組織に外部の風を吹き込むことが求められます。 

 

②商店街は公共空間であるとの認識 

商店街は、一義的には商店とそこに住む人たちで構成されますが、周辺地域の人たちの生活

を支え、集いの場を与え、防災機能も有するなど公共空間としての機能と役割を持っています。 

商店街組織では、そのような認識を持ち、多様な主体とのネットワークを構築して、その公

共性を高めていく必要があります。 

 

以上 


