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Ⅲ．各地域からの報告とノウハウ提案 

 

 

 

 

福岡県（３地区） 

実施商店街 黒崎商店組合連合会（北九州市黒崎地区） 

       若松商店街連合会（北九州市若松地区） 

       飯塚市商店街連合会（飯塚市） 

 

支援機関  有限会社 協働研究所 
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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 

 

消費者ニーズの多様化、人口減少、少子高齢化、モータリゼーションの更なる進展、ネット通

販の拡張による流通形態の変革等、地域コミュニティの核として地域経済を支えてきた商店街の

置かれている商環境は、依然として厳しいものがあります。一方で、2011年 3月 11日に発生し

た東日本大震災において、商店街の持つ役割は再認識されつつあります。 

 全国的な商店の後継者不足は、商店街の、地域コミュニティのリーダーの減少につながってい

ます。商店街が単独で地域のリーダーとして引っ張るだけでなく、様々な参画を得て商店街を核

とした地域活性化と、それを推進するリーダー及びマネージャーの存在ニーズが高まっています。 

 今回弊社で担当する福岡県内の3商店街地域（北九州市黒崎商店組合連合会、北九州市若松商

店街連合会、飯塚市商店街連合会）では、商工会議所等のバックアップを得ながら様々な地域活

性化に直結する事業計画を策定、実施してきました。一方で、商店街や自治体、会議所、地域住

民、企業の参画を得ながら事業をコーディネートする人材の不足が危惧されてきました。 

  本育成事業において、商店街活性化のための知識や実務スキル、合意形成のためのファシリテ

ート能力やプレゼンテーション能力を高め、現地マネージャー候補が事業終了後に地域で更に活

躍していくために必要なスキルと、現地マネージャー同士のネットワークを構築し、切磋琢磨し

ながら成長する環境を整備するものとしました。 

 また、従来の商店街組織だけでなく、商店街の垣根を越えた若手商業者グループ、多様な参画

を得て事業を推進するグループ等、商店街に密接に関係するグループの組織力向上も視野に入れ

ることで、従来の商店街組織だけでは成しえなかった重層的な活性化推進モデルを構築していく

こととしました。 

 現地マネージャーの必要性が全国的な認識として浸透していく中、本事業における現地マネー

ジャーの活動推移、取得すべきスキルを時系列で体系化し、他地域においても汎用可能な育成手

法としてマニュアル化することで、全国の地域商店街全体の底上げに繋がる事業を目指しました。 

 

 

（２）育成カリキュラムの概要 

 

○目指す現地マネージャー像の設定 

基礎スキルとして、商店街活性化のための知識、スキルやファシリテート能力、プレゼンテ

ーション能力の向上を目指します。 

また、街の活性化を行っていくためには多くの人材が必要となります。そのためには、様々

な枠組みの中で核となる人材を養成していくことが重要です。 

現地マネージャーは多様な人材を養成していく力を身につけること、地域における役割とし

ても様々な活動をサポートしていくことを担える人材を目指すものとしました。 
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地域のつなぎ役として様々な事業に関わっていくための具体的なスキルとして、組織を円滑

に運営するためのスキル、イベントの企画運営と多様なスタッフと連携を図るスキルの習得が

必要となります。また、空店舗解消のために必要な最低限の不動産知識の習得も実施しました。 

 

○地域共通プログラム(集合研修)  

 

 

 

3地域共通プログラムとして、集合研修を毎月行い、上記の項目を実施。これらに加えて、

各地域での個別研修（現地指導）を実施しました。 

研修日以外の各地域の活動内容の把握と指導のため、現地マネージャー候補の 3名には毎月

の活動日報を弊社に提出してもらい、弊社からは記載事項に対するアドバイスの返記による通

信指導、メーリングリスト等による情報共有を行いました。 

育成機関である弊社が担当地域である九州と遠隔地（大阪）に所在するため、すべての事業

やイベント、会議などのサポートができないことから、現地の支援機関（北九州商工会議所、

現地コンサルタント）の協力を得て、本事業の連携機関として現地マネージャー候補たちへの

日々のサポートをしていただきました。
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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） 

黒崎地区 若松地区 飯塚地区 

8月  

 

全体研修会 

①キックオフ 

(東京・支援センター) 

・集合研修 於：黒崎 

（オリエンテーション・講義） 

・現地指導 

（まちづくりＮＰＯの事

業運営、今後の活動指導

など） 

・現地指導 

（若松の現状報告を踏まえ

て今後の活動指導など） 

・現地指導 

（飯塚の現状報告を踏ま

えて今後の活動指導な

ど） 

9月  ・集合研修 於：黒崎 

（講義「ソフト事業・ハード事業の運営手法」） 

・現地指導 

（空きビルの活用方法な

ど） 

・現地指導 

（若松がんばろう会の課

題、「食を活用したまちづく

り」講義など） 

・現地指導 

（宅配事業、乗合タクシ

ー事業に関する意見交換

会など） 

10

月 

 

 

 

・集合研修 於：宮古市 

（被災商店街復興プロセスと防災対応型商店街の研究、復興イベントの実習 

・現地指導 

（「黒崎はしご酒大会」助

言指導） 

・現地指導 

（「商店街でハロウィンパ

ーティー」助言指導、ＨＰ

作成指導など） 

・現地指導 

（「商店街ツアー」助言、

「100円商店街」意見交換

会など） 

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) 

・集合研修 於：守山、高槻 

（Ｈ22年度現地Ｍ育成事業修了生を訪問、現地視察、意見交換会など） 

・現地指導 

（成果報告会のプレゼン

指導、「黒崎よさこい祭

り」運営指導など 

・現地指導 

（成果報告会のプレゼン指

導、「若松のＢ級グルメを考

える会」に参加、アドバイ

スなど） 

・現地指導 

（成果報告会のプレゼン

指導、講義など） 

12

月 

 

 

 

 

・集合研修 於：黒崎 

（講義、コンセンサス形成演習Ⅰ、Ⅱなど） 

・現地指導 

（空きビル活用事例視察

など） 

・現地指導 

（情報発信ツールの活用他

地域との連携などの指導） 

・現地指導 

（どうで商プロジェクト

会議参加など） 

1月  

 

 

 

・集合研修 於：各地域 

（相互訪問によるプレゼンテーション、活性化計画模擬発表） 

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) 

 

・集合研修 於：黒崎 

（今後の活動指導） 

 



事例から学ぶ 現地マネージャー育成ノウハウ 

5 

 

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。 

 

①北九州市黒崎商店街連合会 

任意団体を含み 10団体で構成している商 

店街連合組織。 

商店街が扇状に展開し、生鮮食料品店が少

なく、買回り店が多い。約 430店舗（空き店

舗含む）で構成、商連に加盟しているのは約

160店舗。商圏人口は約 57万人で、商業地

としては北九州市内で小倉地区についで 2

番目の規模を持つ。 

近年の取り組みとして、黒崎バザール（平

成 21年～）、街のお助け隊（コンシェルジェ

事業・平成 22年度実証実験）、街のルールづ

くり（挨拶・ポイ捨て禁止・車両進入禁止等）、

商人塾（平成 22年度～）を行ってきた。 

 

 【連合会の構成】 

１）黒崎一番街協同組合  ２）黒崎駅前新天街協同組合  ３）黒崎駅前名店街協同組合 

４）栄町商店街  ５）黒崎三番街組合  ６）熊手銀天街協同組合  ７）藤田銀天街 

８）藤田なかばし商店街  ９）寿通り商店街  １０）千日名店街 

※現地マネージャーは、１）３）のカムズ一番街、カムズ名店街のイベント「がんばる黒崎はし

ご酒大会」や、６）８）の「黒崎ちびっこ商店街」の事務局を担当。２）の新天街の空きビル

活用事業では検討委員会主催者として計画策定に携わりました。 

 

1 日平均来街者数 来街者についての現況 主な来街手段 空き店舗※の状況 

平日：概ね 21,000 人 

休日：概ね 18,000 人 

 

主に地域から最寄品や

買回り品（衣料・文化・

耐久品）購入のために

訪れる。 

公共交通機関

（ 電車や路線

バス ）、徒歩な

ど 

 

・商店街の店舗数（非会

員を含む） 

約 330 店舗  

・うち空き店舗数            

約 60 店舗 

（平成23年 4月1日現在） 

※空き店舗の定義：店舗として当分の間使用する見込みのないもの（現在一般住宅など他の用途に使用されているものを除く）。 

 

黒崎商店街 位置図 
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【商店街等の抱える問題・課題と現地マネージャーの必要性】 

  高齢化、後継者不足、資金ショート、空店舗増加、組織の硬直化等が問題でした。青年部が休

会状態にあったため人材育成としてはこれまで取り組んでいませんでした。他のまちづくり団体

と商店街との連携、機動性の高い組織づくり、様々な団体を商店街の核として動かすことができ

る人材が必要となっていました。 

 

 

②北九州市若松商店街連合会 

  ７団体で構成されている商店街連合組織。 

ブティックや市場を含め、業種はバラエティ 

に富む。ここ数年間に事業承継がスムーズに 

進み、40歳以下の経営者が増加している。  

約 8万人、3万世帯の商圏を持ち、若松区 

の住民が主要客層。立地問題から、流出も流  

入も少ない閉鎖型商圏である。 

近年の取り組みとして、プレミアム商品券  

の発行（年 2回）、独身男女出会い応援イベン  

トの実施（平成 23年 7月上旬）、震災復興チ  

ャリティオークション開催などを行ってきた。 

 

 【連合会の構成】 

１）エスト本町商店街  ２）明治町銀天街  ３）ウエル本町商店街  ４)中川ｽﾄﾘｰﾄ    

５)三内町商店街振興組合  ６)本町１丁目商店街組合  ７）浜市場連合組合 

※現地マネージャーは、１）２）の２商店街を拠点に活動しました。 

 

1 日平均来街者数 来街者についての現況 主な来街手段 空き店舗の状況 

平日：概ね 10,000 人 

休日：概ね 6,000 人 

 

主に近隣地域から最寄

品（食料・家庭用品）

購入のために訪れる。 

公共交通機関

（ 路線バス ）、

自転車、徒歩な

ど 

・商店街の店舗数（非会

員を含む） 

約 180 店舗  

・うち空き店舗数            

約 35 店舗 

(平成22年12月31日現在) 

 

【商店街等の抱える問題・課題と現地マネージャーの必要性】 

  高齢化、新規顧客の獲得、空き店舗誘致等が課題。連合会はありますが、実務者の立場が確定

せず、責任の所在が不明確のまま事業が進んできました。ゆえに、立場が明確な現地マネージャ

ーを核に、事業を推進、調整していくことが望まれていました。 

 

若松商店街 位置図 
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③飯塚市商店街連合会 

飯塚市の中心商店街は 3つのアーケード 

   街を中心に 6つの商店街で形成されている。 

   郊外の大型店の進出、福岡都市圏等との競 

合により、往年の賑わいを失いつつある。  

旧 TMO事業では再開発事業、施設整備事    

業のハード事業、空き店舗対策、イベント 

事業のソフト事業を実施し、近年は観光事 

業にも積極的に取組んでいる。18年には 

「がんばる商店街 77選」に選出。現在、23 

年度末の認定に向けて中心市街地活性化基 

本計画の策定に取組んでいる。   

飯塚市、周辺市、郡など商圏人口 20万人。近年の取り組みとして、百縁市の開催、商店街情

報誌の発行、商店街ツアーの実施、はじめてのお使い in商店街の実施、商店街マップの作成、

観光イベント事業の実施、一店逸品の研修会を行ってきた。 

 

【中心商店街群の構成】 

・本町商店街振興組合  ・東町商業団  ・永楽町商業団  ・昭和通商業団  

・吉原町商業団     ・しんいいづか商店街振興組合 

※現地マネージャーは本町商店街の事務所を拠点に、各商店街のイベント運営に携わりました。 

 

1 日平均来街者数 来街者についての現況 主な来街手段 空き店舗の状況 

平日：概ね 14,000 人 

休日：概ね 12,300 人 

 

主に近隣地域から最寄

品（食料・家庭用品）

購入のために訪れる。 

自家用車、公共

交通機関（ 電車

や路線バス ）な

ど。 

・商店街の店舗数（非会

員を含む） 

約 382 店舗  

・うち空き店舗数            

約 116 店舗 

(平成 23 年 3 月 31 日現在) 

 

【商店街等の抱える問題・課題と現地マネージャーの必要性】 

  空き店舗対策、後継者問題、集客力のあるキーテナントの不足、魅力ある店舗づくりが課題。 

 活性化事業における、各団体の活動のコーディネートを担う人材を必要としており、過去にＮＰ

Ｏ団体、学生等との勉強会を実施してきました。 

 

 

 

 

飯塚市商店街 位置図   
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 （２）現地マネージャー人材の選定 

 

 

①北九州市黒崎商店組合連合会（入江 真一氏） 

入江氏は、商店街ではない外部に勤めていますが、北九州青年

会議所に在籍しており、黒崎地区のイベントに以前より携わって

いました。「黒崎よさこい祭り」などの実行委員長や、副都市黒崎

開発推進会議黒崎活性化委員長などの様々な活動に参画しており、

商店街活動の中核を担っていた実績から、商店街を含めた黒崎地

区活性化の中心を担うことができる人材であり、商店街および支

援機関（北九州商工会議所・北九州まちづくり応援団㈱）から現

地マネージャー候補として強い推薦を得ました。 

事業期間内の役割として、様々なイベントの企画運営の中心を担い、黒崎地区の将来の活性

化を検討していくものとしました。様々な活性化団体に所属する入江氏は、商店街と様々な外

部資源をつなぐ現地マネージャー候補としての役割が期待されて選定されました。 

 

②北九州市若松商店街連合会（牛島 源氏） 

若松地区中心市街地商店街の宝飾店に勤務する牛島氏は、商店

街の若手経営者で作る「若松がんばろう会」に在籍。商店街イベ

ントの企画や運営に携わっています。今季より商店街の連合組織

「若松商店街連合会」の役員も務めており、商店街の様々な活動

に従事していることから、商店街より本事業における現地マネー

ジャー候補として推薦を受けました。 

今後は多様な主体をまとめる調整役としての、また次世代商店

街リーダー候補としての役割も期待されて選定されました。 

 

③飯塚市商店街連合会（久保 森住光氏） 

久保氏の様々なまちづくり、商店街活性化活動は多岐にわたり、

行政や商店街、ボランティア団体と交流が非常に深いものでした。

また、市民活動推進のＮＰＯ法人の理事を務め、本事業において

商店街、商工会議所、観光協会等から現地マネージャー候補とし

て強い推薦がありました。 

事業期間内の役割として、イベント企画や観光を中心とした商

店街活性化プラン策定の中心的な役割を果たし、エリアマネージ

ャーとしての育成を図りながら飯塚地区の商店街の活性化策を検

討していくべく選定されました。 
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（３）育成目標の設定 

 

 各マネージャーの育成目標を、以下の通り設定しました。 

 

①北九州市黒崎商店組合連合会（入江 真一氏） 

  多様な人材を巻き込み、意見をテンポ良く促し会議を

活性化させるノウハウの習得と、様々なイベントを通じ

て企画提案、書類作成能力を身につけていく。そのため

の先進地視察や情報の提供に力点を置く。 

  設立を目指すまちづくり支援ＮＰＯとして、副都心黒

崎開発推進会議内の黒崎活性化委員長として事業終了後

も黒崎活性化に従事していく。 
<写真 1：現地Ｍ3名＞ 

 

 

②北九州市若松商店街連合会（牛島 源氏） 

イベントの企画運営手法、様々な調整、ファシリテート力の向上に力点を置き指導する。空

店舗の解消および店舗運営に必要な知識の取得にも力点を置く。 

現地商業者として「若松がんばろう会」にて、若松地区の活性化のために本事業で学んだこ

とを生かしながら、引き続き関わっていく。 

 

 

③飯塚市商店街連合会（久保 森住光氏） 

商店街活性化における基礎知識の取得、様々な活性化事例について指導する。また、設立予

定の「㈱まちづくり飯塚」エリアマネージャー候補として必要な実践スキルを身につけていく。  
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（４）実施体制 

 

①北九州市黒崎商店組合連合会 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒崎地区商店街で現地マネージャーが活動するに際し、マネージャーが所属する実働部隊

である黒崎活性化委員会が副都心黒崎開発推進会議のサポートを経て、商店街と共同で活性

化事業を展開します。協働研究所は現地マネージャーに対する指導やフォローを中心に、現

地連携機関である北九州商工会議所、北九州まちづくり応援団等で構成する北九州中心市街

地活性化協議会等と密接に連携しながら事業を進めていくものとしました。 

 

②北九州市若松商店街連合会 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若松地区商店街および実働部隊でもある若松がんばろう会に所属する牛島氏を若松地区の横

                    

          

 

 

                              

連携 

 

 

 

 

 

                       

黒崎地区商店街 

副都心黒崎 

開発推進会議 

北九州商工会議所・北九州まちづくり応援団㈱） 

協働研究所 

（育成機関） 

黒崎活性化

委員会 現地Ｍ 

連携      

サポート     

指導 

 相談 

サポート 

調整 

  

         サポート            連携           

 

 

             連携              指導・相談            

                            

                                連携 

 

              サポート 

若松地区商店街 

北九州商工会議所・若松サービスセンター 

協働研究所 

（育成機関） 

若松がんば

ろう会 

若松料宿飲業   

組合連合会 

 現地Ｍ 

サポート     
連携    

サポート     
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断的な商店連合である若松料宿飲業組合連合会がサポートしながら、活動環境を整えます。協

働研究所は現地マネージャーに対する指導やフォローを中心に、現地連携機関である北九州商

工会議所、若松サービスセンター等と密接に連携しながら事業を進めていくものとしました。 

 

③飯塚市商店街連合会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

飯塚地区商店街で現地マネージャーが活動するに際し、マネージャーが所属する実働部隊で

ある飯塚観光案内人の会が観光協会のサポートを経て、商店街と共同で活性化事業を展開しま

す。協働研究所は現地マネージャーに対する指導やフォローを中心に、現地連携機関である飯

塚商工会議所、飯塚市等と密接に連携しながら事業を進めていくものとしました。 

 

 

（５）指導内容と成果（基礎研修・現地OJTへの個別指導） 

 

■基礎研修（地域共通プログラム） 

①オリエンテーション、支援機関（商店街・商工会議所）に対する事業説明会 

実施日：8月 10日（水） 於：北九州まちづくり応援団会議室 

 

 

 

 

                              指導・相談 

            連携  調整   サポート 

                           連携 

 

  

            サポート          連携        

飯塚商工会議所・飯塚市 

飯塚市商店街 

飯塚観光案内

人の会 他 

現地Ｍ 

協働研究所 

（育成機関） 



事例から学ぶ 現地マネージャー育成ノウハウ 

12 

 

現地マネージャー候補が一堂に会する最初の集合

研修にて、労務管理、スケジュール、各種集合研修、

各種個別研修、各種支払規定、提出物等について説明。 

初回終了研修終了後、現地マネージャー担当 3地区

の商店街関係者、支援機関（商工会議所等）を対象に

合同の事業説明会。申請段階で支援機関（商工会議所）

から各商店街団体代表に説明が行われていますが、別

途育成機関（協働研究所）からオリエンテーション内

容を再度説明し、現地マネージャー候補を他地区の商

店街にも紹介。質疑応答を通じて更なる理解を深める

ことができ、現地マネージャー候補だけでなく商店街

同士の更なる交流の促進を図ることができました。 

＜写真 2：事業説明会＞ 

 

 

 

   ②基礎・応用知識習得演習 

講義にて先進的なソフト事例を学習。ただ事例を知るだけでなく、実施までの背景、課題、

今後の方向性までを一体的に研究することで実地に役立てる知識としました。 

 ハード事業においても、担当地区で再開発や区画整理、防災対応型整備、空店舗活用など

に取り組む可能性があるため、必要な基礎知識と事例をこの場で習得しました。 

また、阪神・淡路大震災および東日本大震災の被災商業地の復旧・復興事例を通じ、発災

からの復興プロセスを学習するとともに、担当商店街地区の防災計画に対する関心を促して

いきました。 

 

● 事例研究（ハード事業・ソフト事業） 

実施日：9月 28日（木） 於：北九州まちづくり応援団会議室 

 

「ソフト事業の運営手法」 

 ・人と環境にやさしい商店街づくり事業 

 ・教育旅行受入事業 

 ・食のまちづくり 

 ・アニメ、マンガキャラクター活用事業 

 ・商品開発事業 

 ・商店街イベント事業 

 ・情報発信、デジタル活用事業 

「ハード事業の運営手法」、質疑応答 

 ・再開発事業 

 ・区画整理事業 

 

＜写真 3：座学研修＞ 
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・空店舗活用事業 

 

● 被災商店街復興プロセスと防災対応型商店街の研究 

実施日：8月 10日（水） 於：北九州まちづくり応援団会議室 

 

「阪神・淡路大震災の復旧・復興プロセスと三陸沿岸被災商業地の現状」 

・岩手県宮古市の津波 DVD映像確認（宮古市役所屋上より撮影・約 25分間） 

・神戸市商店街の震災復旧プロセス 

・神戸市商店街の震災復興事例 

・岩手県宮古市中心市街地における被災後の現状と展望 

・被災商業地における阪神大震災(神戸)と東日本大震災(宮古)における違い 

 

③ファシリテーション能力向上演習 

現地マネージャーとして必要不可欠なスキルである会議の円滑な進行、発信・調整能力、

商店街合意形成促進能力、意見の抽出等のスキル取得を目指しました。 

 講義によるポイントに加え、各現地マネージャー候補がファシリテーターを務めるゲーム

形式の 2種類のワークショップを体験。会議の活性化手法、活発な議論展開手法を体感しま

した。 

 研修の総括として、各現地マネージャー候補が活動地区を相互訪問。視察案内スキルや商

店主らとの交流を通じ、刺激を受け、または与えるとともに他者との比較を通じて本人の達

成度の目安としました。 

＜写真 4：3色 PBP＞  ＜写真 5：3色 PIW＞ 
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３色ポストイットワークショップ（ＰＩＷ）とは・・・

ＫＪ法＋ＳＷＯＴ分析＋α

（信号の）青 ⇒ 強み（Ｓ）・機会（ＯまたはＣ）

（信号の）黄 ⇒ どちらでもない・分類が難しい

（信号の）赤 ⇒ 弱み（Ｗ）・脅威（Ｔ）

テーマに応じて対立軸を明確にし、「キーワード」（または
キャッチフレーズ）を容易に短時間で導きだしていく

多数の意見が集まった「大きな島」に着目

●最も大きな長所（プラスの島）をさらに伸ばす
●最も大きな短所(マイナスの島）を改善していく

 

＜図 1：3色ポストイットワークショップ（PIW）

とは…＞ 

 

青：強み（Ｓ）・機会（Ｃ）

黄：中立・分類困難

赤：弱み（Ｗ）・脅威（Ｔ）

Ｄ

Ｂ

Ａ

Ｅ

Ｃ

長所を
伸ばす

短所を
直す

＜図 2：SWOTモデル＞ 

 

● コンセンサス形成手法研究 

  実施日：9月 28日（木） 於：北九州まちづくり応援団会議室 

 

「実践的マネジメント手法」 

・アスタきらめき会、街づくり機関「㈱神戸ながた TMO」が設立されるまで 

・地域戦略策定(例) 

・活性化を担う団体の一般的なパターンと事業例 

・地域マネジメントの留意点 

・コンセンサス形成(集客手法より) 

・現地マネージャーとアドバイザーの住み分け 

 

● コンセンサス形成演習Ⅰ、Ⅱ 

実施日：12月 12日（月） 於：北九州まちづくり応援団会議室 

 

演習Ⅰ「3色フィリップボードパネルディスカッション（3色 PBP）」 

・青、黄、赤の 3色画用紙を活用したコンセンサス形成演習 

演習Ⅱ「3色ポストイットワークショップ(3色 PIW)」 

・青、黄、赤の 3色のポストイットを活用し、KJ法と SWOT分析を組み合わせたコンセ

ンサス形成演習 

 

● 現地マネージャー候補による担当地域相互訪問および商店街活性化計画案模擬発表 

実施日：1月 12日（木）～14（土） 於：各 3地域の商店街 

 

・視察案内スキルの向上、地域環境の熟知、模擬発表による実践的プレゼンテーショ

ン能力の向上を目指し実施 
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④東日本大震災被災商業地イベント実践演習 

●「宮古あきんど復興市 2011秋」の実践演習 

（被災地の宮古市中心市街地商店街で開催された復興イベント） 

      実施日：10月 7日（金）～9日（日） 於：岩手県宮古市 

 

担当地区だけでなく他地区のイベント運営にスタッフとして携わるカリキュラムを実践。

東日本大震災の激震地である岩手県宮古市の中心市街地商店街で開催された「宮古あきんど

復興市 2011秋」（2011年 10月 9日）にイベントスタッフとして参加しました。 

厳しい環境におけるイベント実習を通じて被災商業者や被災住民との交流を図りました。

また、現地マネージャー候補担当地区と被災商業地の交流が始まり、物産仕入販売等を通じ

て現地マネージャー候補主導による被災地支援事業に繋がりました。 

 

  

 

< 

 

 

＜

＜写真 6：宮古復興市あきんど復興市 2011秋 

現地マネージャーによる各種作業風景> 

 

 

⑤第 1 期現地マネージャー育成事業修了生および被災地現地マネージャー活動地域視察交流 

実施日：11月 18日（金） 於：滋賀県守山市  11月 19日（土）於：大阪府高槻市 
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先進地視察地として、第 1期（2010年度）現地マネージャー育成事業修了生が活動する 2

商店街地区（滋賀県守山市・大阪府高槻市）を訪問。第 1期生の活動内容や現場からのアド

バイスを受け、今後の活動に役立てていくものとしました。 

 また、本事業とは異なるものの、東日本大震災の被災商業地・岩手県宮古市の中心市街地

にて「東日本大震災商業復興支援マネージャー派遣事業（㈱全国商店街支援センター）」現地

マネージャーとして活動する前川マネージャーを訪問。仮設商店街や被災商店街等を視察す

ることで被災商業地の厳しい現状とそこから活動を継続し続ける商店街のエネルギーを体感

することができました。 

    

・石上マネージャー（滋賀県守山市中心市街地商店街）：第 1期（2010年度）修了生 

   ・廣口マネージャー（大阪府高槻市中心市街地商店街）：第 1期（2010年度）修了生 

   ・前川マネージャー（岩手県宮古市中心市街地商店街）： 

     「東日本大震災商業復興支援派遣マネージャー事業」現地マネージャー 

   

＜写真 7：守山研修＞ ＜写真 8：高槻研修＞ 

<写真 9:高槻商店街視察＞ ＜写真 10：宮古研修＞ 

   

基礎研修実施における成果 
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①集合研修にて基礎知識を身に着けるための座学と、視察研修を実施し、各マネージャーのス

キルを向上させました。 

・商店街活性化のための知識、ソフト事業の実践的な企画立案 

・会議進行、発信、調整能力のスキル取得のための手法 

・担当地区活性化計画案の作成とプレゼンテーション方法 

・現地マネージャー等とのネットワーク構築をサポート、先進商業地の情報収集 

・現地マネージャーとしての認知度とマネジメント力向上のため、マネージャーが担当する

イベントの運営方法指導や、会議に育成機関の東が参加するなどしてサポート 

 

②各地区ともに商店街と現地マネージャーが共同実施するイベントを下表のとおり実施し賑わ

い創出につなげました（期間中 7 回以上）。 

日程 黒崎地区 若松地区 飯塚地区 

8 月 ・黒崎大発会（8/9） 

 

・若松みなと祭り（8/1） 

・若松恵比須神社 

ビアパーティー（8/20） 

・レトロ夜市／ 

子ども夜市（8/6） 

 

9 月 ・東日本大震災復興支援

チャリティーフェスタ

（9/11） 

・わかまつわいわい大縁日

（9/8） 

・ＮＨＫドラマ「オヤジバ

トル！」撮影サポート（若

松商店街でドラマ撮影） 

・商店街ツアー（9/27） 

※この時以外にも事業期

間中に全 15 回開催。 

10 月 ・黒崎ちびっこ商店街

（10/8） 

・岡田宮キャンドルナイ

ト（10/15） 

・がんばる黒崎はしご酒

大会（10/26） 

・第 1 回若松商店街おもて

なし講座（10/12） 

・第 2 回（10/19） 

 

・商店街でハロウィンパー

ティー（10/28） 

・どんたく宿場まつり 

（10/16） 

・飯まち知っとこ（10/21） 

・はじめてのおつかい 

（10/22） 

11 月 ・カムズ秋の収穫祭 

（11/13） 

・若商バザール（11/2・3） 

・第 3 回若松商店街おもて

なし講座（11/10） 

・七五三行列（11/13） 

12 月  ・若松商業高校模擬店 waka 

shop（12/15） 

・大晦日カウントダウンイ

ベント（12/31） 

1 月 ・黒崎中央公園リニュー

アルオープニングイベン

ト（1/14） 

・若松商店街十日恵比須元

気祭り（1/10） 

・商店街初売り（1/3） 

・十日恵比須まつり（1/5） 

2 月  ・あやどり市場復興支援セ

ール（2/15） 

・筑前飯塚雛のまつり 

（2/11） 
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■個別指導 

①北九州市黒崎商店組合連合会（入江氏） 

【現地ＯＪＴ主要事業】 

  ○黒崎はしご酒大会 10 月 26 日（水） 

チケットを購入し、あらかじめ定められた 4 店舗をはしごするスタンプラリー型イベント。 

  入江氏は事務局スタッフとして、チケット販売と進行管理全般を担当しました。 

            

  ○カムズ秋の収穫祭 11 月 13 日（日) 

   フリーマーケット、音楽イベントなどを開催。入江氏は実行委員会メンバーとして企画運 

営全般を担当。宮古市物産品の手配、警察との道路許可等の調整を行いました。 

 

●定性目標→成果 

目標① 商店街サポートのため、街の人々を様々な企画に巻き込むことができる調整能力の向上 

 

 

 

 

指導 入江氏が進行役を務める黒崎よさこい祭り実行委員会（黒崎商店街近隣で例年開催

される、よさこい祭りイベント）にオブザーバー参加し、会議進行の指導、企画運

営をアドバイス。 

成果 次年度 5月に開催が確定。商店街連合会と入江氏が所属する黒崎活性化推進会議等

が合同で「三角公園オープンイベント（2月 14日に開催された、地域の中心にある

黒崎中央公園のリニューアルオープンイベント・屋台や音楽イベントなどを実施）」

を開催。 

指導 入江氏が実行委員として活動する「黒崎はしご酒大会」に当日スタッフとして運営

参加し、運営や企画の改善点をアドバイス。 

成果 現場にて直接指導することができたので、的確なアドバイスができ、入江氏の調整

能力向上につながりました。 

指導 「カムズ秋の大収穫祭」において視察研修等を通じて知り合った現地マネージャー

の交流を深めるような企画をアドバイス。 

成果 当地の産品等を各地の現地マネージャーを通じて商店街イベントでの販売が実現。 
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＜写真 11,12：黒崎中央公園（通称：黒崎三角公園）オープニングイベント＞ 

 

目標② 資金ショート、空店舗問題解消につながる長期的な活性化も視野に入れた企画提案書の 

作成事務能力向上 

 

  ●定量目標→成果 

目標① イベントの集客 (チケット販売数) 

指導 ・コミュニティカフェ、カルチャー教室一体

型のレンタルボックス、商店街連合会および

地域活動団体事務所等、空テナントビルの活

用方針策定および運営をアドバイス。 

・戦略補助金申請書類作成および運営主体の

収益事業確立、収益計画等のアドバイス。 

成果 「黒崎空きビル活用事業検討委員会」にて事

業内容をまとめ九州経済産業局に提出。 
＜写真 13：個別指導写真＞ 

指導 イベントの内容や改善・工夫点について指導。 

成果 →現地 OJT対象事業「黒崎はしご酒大会」  

   

＜目標＞            ＜成果＞ 

 

 

 

→現地 OJT対象事業「カムズ秋の収穫祭」 

＜目標＞           ＜成果＞ 

 

 

 

 

1,000 枚 1,000 枚達成 

6,000 枚 10,000 枚達成 
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目標② まちづくりを担うＮＰＯ法人の設立(2011年 12 月設立目標) 

 

②北九州市若松商店街連合会（牛島氏） 

【現地ＯＪＴ主要事業】 

○わかまつわいわい大縁日 9月 9 日（金） 

若松商店街内でのビアパーティーの実施。牛島氏は事務局として出店者の取りまとめ、企

画進行全般を担当。 

若松ご当地グルメ候補の「若松ぺったん焼き」の試食会を実施したところ、大差で決定。 

男性フラダンスチームが多数のメディアに取り上げられ、若松のＰＲができました。 

 

   ○商店街でハロウィンパーティー 10月 28 日（金） 

商店街近隣の幼稚園、保育所の園児を対象にした商店ラリー。園児の両親や祖父母等、普 

段商店街に足を運ばない方々が多数訪れ非常に賑わいました。牛島氏は事務局として幼稚園

への参加依頼を担当するなど、企画運営全般を担当しました。 

 

●定性目標→成果 

目標① 次代を担う若手商業者の会の更なる活動の推進 

 

                       

＜写真 14、15：黒崎はしご酒大会＞ 

指導 設立予定のＮＰＯは、前述の空テナントビル運営母体として予定されており、運営

資金獲得のため、戦略補助金申請作成の指導とＮＰＯ設立後の収益事業についてア

ドバイスを実施。 

成果 本事業期間内に戦略補助金申請が完了。その結果を待ってＮＰＯ設立の準備に入

る。2012年 2月 15日現在、承認待ち。 

指導 若松がんばろう会活動の課題（会員の温度差等）、方向性などを牛島氏に個別指導。 

また、若松がんばろう会、若松商店街連合会関係者対象に「食を活用したまちづ

くり」をテーマにしたソフト事業の講義を実施。 

成果 ・かっぱラーメン、ぺったん焼等若松発の新たなＢ級ご当地グルメの誕生。 

・牛島マネージャーがコーディネートし、研修で訪問した岩手県宮古市の宮古商

業高校が開発したバウムクーヘン「150年のきりかぶ」を地元の若松商業高校生徒
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＜写真 18：HP作成指導＞ 

 

＜図 3：若松商店街・宮古市復興支援 

  歳末謝恩セールチラシ＞ 

 

＜写真 16：若松ハロウィン 商店街＞ ＜写真 17：若松ハロウィン 控室＞ 

 

目標② 新規顧客獲得を目指す商店街活性化策の企画立案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標③ 地域商店街活性化法計画認定に基づく事業を推進するためのコーディネート力養成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が商店街イベントで販売。 

・幼稚園児を対象とした｢若松ハロウィンパーティー（10月 28日に若松商店街開 

催。保育所や幼稚園児による商店街のウォークラリー）｣の実施。 

指導 若松商店街ホームページ「わいわい若松」

製作アドバイス。 

成果 本年度中にリニューアル予定。 

指導 買物難民対策を視野に入れた送迎バス運

行事業に対するアドバイス。 

成果 平成 22年度中に実証実験。 

指導 ドラマのロケ地としての対外 PR指導。 

成果 パネルを使って展示会を開催予定。 

指導 イベントの企画立案の指導を実施。 

成果 より多様な参画を巻き込んだ企画力の

向上。 

指導 研修で訪問した被災地の宮古市との連

携をサポート。 

成果 他地区商店街との交流事業（岩手県宮古

市）が実現し、宮古市商店街の前川マネ

ージャーを通じて宮古の物産品を仕入

れて商店街のイベントで販売。 
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＜写真 19：しゃぼん玉石鹸ボティショップ＞ 

 

 

 ●定量目標→成果 

    目標 空き店舗への誘致（１店以上） 

＜目標＞             ＜成果＞     

 

  

 

 

③飯塚市商店街連合会（久保氏） 

【現地ＯＪＴ主要事業】 

○「子ども夜市」8月 6日（日） 

昭和を感じさせるレトロなゲームや夜店を運営するイベント「レトロ夜市」の中の企画の一

つで、3 歳～高校 2 年生の子どもが販売スタッフの体験をするという内容。約 140 人が参加し、

賑わいました。久保氏は商店街の事務局サポートを担いました。 

     

○「商店街ツアー」（9 月、11 月、1 月） 

   ツアーガイドが 6 店舗を紹介しながら回遊、参加者アンケートを実施し、参加者の商店街 

や個店に対するニーズを探るもの。全 15 回開催、のべ 400 人参加達成。久保氏はツアーガイ

ドとして参加者に商店街内の店舗をガイドしました。 

   

○「どんたく宿場まつり（歴史散策）」10月 16日（日） 

   ダンスなどのパフォーマンスイベントや、歴史散策のまちあるきを実施。地元の財産とも 

いえる魅力を掘り起こし、市内外の方々に案内し、地元の活力を再発見するコーディネートを

目的としたイベントです。55,000 人の来街者で賑わいました。久保氏はまちあるきガイドと、

イベントの準備運営を担いました。 

 

●定性目標→成果 

目標① 訪れるたびに楽しさが感じられる商店街づくりの推進 

 

指導 空店舗対策に関する講義を実施。 

成果 商店街役員と協力し、1店舗が開店。 

（しゃぼん玉石鹸ボディショップ） 

指導 イベント実行委員会等に参加し、各種アドバイスを実施。 

成果 「飯まち逸品」（一店逸品事業）の推進。「商店街ツアー」を通じて個店の魅力向上。 

1 店舗以上 1 店舗達成 
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＜写真 20：商店街ツアー＞ 

 

 

＜図 4：飯まち逸品パンフの縮小版＞ 

  

目標② 後継者不足を補う多様な市民の商店街事業参画への推進   

 

目標③ 飯塚市中心市街地活性化基本計画記載事業（商店街活性化関連事業）の推進 

     →次世代担い手の会運営事業、駐車場利用促進事業、街なかギャラリーなど 

 

●定量目標→成果 

目標 一般市民を対象とした商店街ツアーの企画と開催 

3 回以上・1回につき 15 名参加目標 

 

 

 

      

         

指導 商店街の財産と言える魅力を掘りおこす「商店街ツアー」や「どんたく宿場まつり」

でのツアーガイドやまちあるきガイドの運営方法についてアドバイスと指導を実

施。 

成果 育成機関は、商店街のファン作りのサポートを担いました。また、これらの取り組

みを通じ、商店街の各店舗は「一店逸品」など個店の魅力を発掘することができ、

その準備で久保氏が個店に話をしに行くことで後継者育成にもつながりました。 

指導 ㈱まちづくり飯塚、現地マネージャーを対象に空店舗活用計画、再開発事業、宅配

送迎サービス等のアドバイスを実施。 

成果 空店舗を含めた商店街再開発事業が具体化し、2012年度より実施。 

指導 ツアーに同行し、広報手段および運営 

をアドバイス。 

成果 15回達成・400名参加。 



事例から学ぶ 現地マネージャー育成ノウハウ 

24 

 

 

 

＜目標＞                   ＜成果＞   

  

 

 

 

 

（６）指導以外の支援 

 

①北九州市黒崎商店組合連合会 

ⅰ）黒崎よさこい祭り実行委員会にオブザーバー参

加し、企画、運営面をアドバイス。 

ⅱ）黒崎はしご酒大会実行委員会スタッフとして参

画。 

ⅲ）黒崎活性化委員会（約 15名）の連携強化 

副都心黒崎開発推進会議（約 250 名所属）内の 

部会で、入江氏が委員長を務める「黒崎活性化委員

会」を商店街活性化のための事業実践組織に準じま

した。同委員会は商店街、地場企業、地域住民等で

構成し、多様な主体を交えて様々な観点で地域振興

を目指す事業を実施しています。 

同委員会が中心となり準備を進めた活性化計画

「空きビル活用事業」の作成を育成機関の東がサポ

ートしたことで、計画案完成に至りました。 

＜写真 21：黒崎よさこい実行委員会＞ 

 

 ②北九州市若松商店街連合会     

ⅰ）若松地区の若手飲食店主を対象に食のまちづく

り、名物づくりについでアドバイス。 

ⅱ）若松がんばろう会を対象に活性化事例を講義。 

 

牛島氏が所属し、商店街の若手経営者を中心に若

松地区の若手経営者を中心に構成。商店街のイベン

ト企画運営、講演会・勉強会を積極的に開催してい

る同会を商店街活性化のための事業実践組織に準

じました。本事業において育成機関が、当会の課題

や方向性、携わっている事業内容を進めるにおいて

＜写真 22：講義風景＞ 

3 回以上・1 回につき

15 名参加目標 

15 回達成・400 名参加 
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の指導を行った結果、問題点を確認することがで

き、メンバー間の連携が深まりました。 

    

  ③飯塚市商店街連合会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）商店街の役割 

 

黒崎、若松、飯塚の各商店街は、本事業で育成する現地マネージャー候補 3 名が活性化のために

活動する主なフィールドとして、各氏への協力と連携体制を整えました。 

 

①北九州市黒崎商店組合連合会 

活性化のためのフィールドづくり、活動の場としての受け皿として整備を実施。商店街秋の収

穫祭、ちびっこ商店街、黒崎はしご酒大会、三角公園オープニングイベント等で現地マネージャ

ー候補の入江氏への協力と連携を担いました。周りの団体（北九州商工会議所や、北九州まちづ

ⅰ）どうで商プロジェクト委員会(飯塚商店街活性

に向けて商業者などが集うプロジェクト)にオブザ

ーバー参加し、今後予定されている各事業の企画運

営をアドバイス。 

ⅱ）商店街、市、商工会議所、一般事業者を対象と 

した商店街活性化手法の講義。 

ⅲ）㈱まちづくり飯塚を対象に、収益事業の構築や 

事業推進等に関してアドバイス。 

ⅳ）久保氏が所属し「おもてなし」の心で街や商店

街の魅力を案内する飯塚観光案内人の会（約 80

名所属：元教員、主婦、商店主など様々なスキル

を持つ、飯塚を愛する地域住民等で構成）メンバ

ーがガイドをつとめたツアーガイドやまちある

きガイドの運営、広報、参加者募集の手法などを

アドバイス。結果、各回の内容が向上しました。 

＜写真 23：講義風景＞ 
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くり応援団(株)など）が商店街を支えていく仕組みを構築することができました。 

 

②北九州市若松商店街連合会 

商店街として、若松がんばろう会とのさらなる連携構築をはじめ、現地マネージャー育成事業

においても牛島氏の様々な活動をバックアップし、牛島氏の企画の実戦部隊として活動しました。 

北九州商工会議所・若松サービスセンターとも良好な協力体制ができています。 

 

③飯塚市商店街連合会 

商店街は活性化の実施主体として、行政や会議所、観光協会と久保氏を中心に連携を図りなが

ら、活性化のフィールドとして役割を担いました。商店街ツアーや一店逸品をはじめ、各種事業

で久保氏と連携を実施しました。 
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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） 

 

商店街活性化に求められる人材として、大きく 3パターンに分類されます。 

 

①地域を引っ張ることができる、「看板」に成りうる地権者のリーダー 

②事務局機能をある程度専従で担うことができる調整能力に長けた人材 

③専門家に限らず、商店街を応援、支援する気持ちが高い商店街外部の応援団 

（市・会議所等含む） 

  

この 3 パターンの人材を有する商店街は活

性化を推進する素地が整っており、推進力が非

常に高いと言えます。このパターンが揃わない

商店街は、活性化のための想い、具体的な企画

を成就することが厳しい環境に置かれている

と言えます。 

地権者自らが商店街を活性化させようとい

う気持ちは大前提ですが、全国的にリーダーを

サポートする人材が不足していることが大き

いです。リーダーの熱意、企画をサポートする

人材がいなければ、具体的に実施するまでに至

らないことも多くなります。リーダーがすべて

を抱え込み、負担が増大してしまいます。 

行政や会議所は人事異動等や方針の変更に

左右されることもあり、中心市街地活性化認定

エリアなどの例を除くと、特定の商業地区のみ

をサポートする体制を構築することは極めて

困難です。 

全国的に最も不足しているのは、②の「事務

局機能をある程度専従で担うことができる調

整能力に長けた人材」です。また、事業を進め

る上で最も不可欠なパーツと考えます。 

一般的に多くの商店街で雇用しているのは、

会費の集金や案内文等を配布することが主業

務の事務員が多く、活性化の中核を担う現地マ

ネージャーとの役割は明確に異なっています。 

現地マネージャーは将来のリーダー候補で

もありますが、地権者でない場合や外部の応援

スタッフが担う場合はリーダーではなく「マネ

ージャー」として行政、会議所、企業、住民等

との調整機能を担い、活性化推進のために「裏

方」として活動し、商店街を下支えすることが

望ましいです。 

現地マネージャーはすべてを企画する必要

はなく、必要に応じて外部の応援団、専門家の

助力を得ながら事業を進めていくべきですが、

大切なのは商店街の組合員の意向を充分に踏

まえ、それに沿うように展開していくことです。

同時に、事業の重要性、課題、効果等をしっか

りと説明する必要があります。 

現地マネージャーに必要な基礎スキルとし

て、商店街活性化のための知識、商店街の意見

を吸い上げるファシリテート能力、説明のため

のプレゼンテーション能力が挙げられます。 

また、現地マネージャーは多様な人材を巻き

込み、地域と商店街、行政等のつなぎ役として

様々な事業に関わっていく必要があります。そ

のためにも組織を円滑に運営するためのスキ

ル、イベントの企画運営と多様なスタッフと連

携を図るスキルの習得も必要となります。全国

の商店街の共通課題である空店舗解消のため

に、必要な最低限の不動産知識の習得も欠かせ
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ません。 

他地区の成功事例をアレンジせずに活動地

区にそのまま導入しようとしても失敗するこ

とも多いです。地域固有の環境を重視し、地

域に合った独自のやり方にアレンジする柔軟

な発想も求められます。 

 

 

 （２）現地マネージャー候補の確保（選定） 

 

現地マネージャー候補の選定に対し、まず

必要なのは当該商店街および支援機関の事業

に関する理解と協力です。ただし、育成機関

が直接接触せず、現地の支援機関を通じた現

地マネージャーの選定のみで事業を実施する

場合、実施当初に商店街関係者向けに事業説

明会を実施し、質疑応答を通じて事業や研修

カリキュラム、現地マネージャー候補の活動

に対して理解を得ることが必要です。 

同時に、商店街や会議所、行政等の支援機

関が現地マネージャー候補をどのように育て

たいか、どのようなスキルを身につけてもら

いたいかという将来の現地マネージャー像の

明確なビジョンを持つことも大切です。また、

研修終了後の現地マネージャーの活動環境の

整備について、研修実施前からある程度検討

しておく必要もあります。 

 選定に当たり、商店街や支援機関から推薦

された現地マネージャー候補であっても、育

成機関が事前に面接することが望ましいです。

集合研修方式を採用するため、協調性が不足

していたり、意欲が欠けていたり、育成機関

の考える現地マネージャー像とかい離した人

材では効果が薄いためです。 

 育成機関が商店街に事業提案するよりも、

現地マネージャーの必要性を痛感し、候補を

有する商店街から提案された方が事業は進め

やすいです。商店街に対し、事業そのものの

認知度を上げ、浸透させるべく積極的に様々

な手段で広報していく必要があります。 

 現地マネージャーは汗をかきながら、足を

つかってフットワーク良く地域を泳ぐように

活動せねばなりません。性別、年齢に適不適

はありませんが、笑顔を絶やさず店主と接す

ることができる人材が望ましいです。加えて、

イベント等では中心を担うことも多いので、

フットワークの軽い人材が求められます。 

 現地マネージャー選定前における基礎知識

や商店街活性化、イベント等の経験は特に重

要ではありません。大切なのは学習しようと

いう意欲、地域を、商店街を活性化させたい

という情熱です。知識や経験不足は、本事業

等の研修で補うことで一定水準に達すること

ができます。 

 現地マネージャーにすべての事柄を背負わ

せることは不可能なので、商店街、外部機関、

専門家と連携しながら一体となって商店街活

性化を進めていく体制づくりが必要ですが、

その中心を担うことが現地マネージャーには

望まれます。 

 

 

 （３）育成目標の設定 

 

①商店街活性化のための知識の向上 
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商店街で活動する上で、現地マネージャ

ーとして不可欠な基礎知識の習得は欠かせ

ません。 

担当地区の商店街で実施していない事業、

予定のないハード事業等においても、今後

事業化することも考えられるので習得すべ

き知識は事例を中心とした講義で行います。 

その際、単なる事例紹介ではなく、事業

に至るまでの背景、課題、現在の状況、現

地マネージャーが活動する地域において導

入が可能かどうか、など実体験に基づいた

説明と指導が不可欠と考えます。 

 

  

 

 

 

②ファシリテート能力、プレゼンテーション能力の向上 

 

現地マネージャーは、円滑かつ活発で建

設的な議論が飛び交う会議の進行を担うこ

とが求められます。会議ではあまり発言し

ない参加者の中でも、発言しないだけで企

画や意見、提案を有している人も多いです。

そのような「隠れた」意見を吸い上げるこ

とも大切です。 

外部の専門家以上に、地域を熟知してい

る商業者の中で魅力的な意見、提案が秘め

られたままであれば地域にとって大きな損

失であり、会議という場は極めて重要です。 

 初参加者が多い場合や、従来からの議論

が平行線のままで解決策が見えない場合な

どには、より楽しみながらゲーム感覚で議

論を深めることもできる手法があります。

（3色ポストイットワークショップ・3色フ

ィリップボードパネルディスカッション

等）。これらの技法を身につけて、臨機応変

に活用していくことが望ましいです。 

 同様に、ファシリテート能力だけでなく、

商店街や関係機関に企画等を提案できるプ

レゼンテーション能力も欠かせません。 

 現状認識→課題→解決のプロセス→実践

→効果検証、という一連のサイクルを基に

企画を立て、企画実現のためのプレゼンテ

ーションスキルは必要な要素と言えます。

企画の内容だけでなく、声の大きさ、強弱

等も加味していきます。これらは研修で講

師が実践することでポイントを教授し、ま

た他地区の会議などにもオブザーバー参加

する機会を得て進行役から学ぶことも有効

手段です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・基礎知識の習得 

・習得すべき知識は事例を中心とした講義で身に着けさせる 

・単なる事例紹介ではなく、実体験に基づいた説明と指導が不可欠 

・「隠れた」意見を吸い上げる →ファシリテート能力 

・商店街や関係機関に企画等を提案できる能力 →プレゼンテーション能力 
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③ソフト事業の実践的な企画立案・運営および担当地区活性化計画の作成・改善 

 

現地マネージャーとして商店街に関わり

ながら、従来からの継続事業と新たな新規

立案事業に並行して取り組んでいくことが

想定されます。 

商店街にとっては複数回開催している催

しでも活動初年度の現地マネージャーにと

っては未経験であるため、商店街独自に手

法を学びながら改善点もチェックし、次年

度以降の継続（または発展的解消）に向け

て商店街と調整を図っていく必要がありま

す。 

 日々の実践活動や研修を踏まえて現地マ

ネージャー担当地区の活性化計画を作成す

るにあたり、2パターンの方向性が考えら

れます。 

 

ⅰ）実現は困難だが企画としては極めて独創的な計画 

ⅱ）実現のハードルは低いが、一般的かつ類似事例が存在する計画 

  

ⅰ）に関しては資金、運営、許認可等実

現までに様々な問題が想定されますが、商

店街活性化の起爆剤になりうる可能性も秘

めています。 

 ⅱ）に関しては数々の課題はある程度容

易に解決出来うるものの、商店街活性化に

直結しにくい内容になる場合もあります。 

 これらのパターンに関しては明確な答え

はなく、地域特性に応じて最も実現可能性

が高く、なおかつ効果的な手法を採用すべ

きです。ただし、極めて魅力的な提案であ

る場合、即座に実施に移行しなくとも検討

と研究は継続しておくべきです。 

 次年度以降の活性化目標の指標（実施ツ

ール）として活性化計画案を具体化させて

いくことがこれからの課題となります。 

 

 

   

 

 

④現地マネージャー等のネットワーク構築、先進商業地等の情報収集 

 

全国各地の商店街で活躍する現地マネー

ジャーを訪問し、情報収集を図りながら現

地マネージャーたちの日々の活動を直接体

感することで刺激を受け、実際の事例とし

て今後の活動に活かすことができます。 

同様に、先進地の現地マネージャーの活

動から現在の自身のレベルを実感すること

で現状の達成度を測ることができます。こ

れは集合研修を共に受講する同期の現地マ

ネージャー同士のネットワーク、相互訪問

からも測ることができます。 

 ただし、現地マネージャー育成事業研修

において視察および交流地区を選定する場

合、ビジョン策定が主業務のコンサルタン

ト型マネージャーよりも、日々の商店街活

動に調整、奔走する事務局型マネージャー

・継続事業と新たな新規立案事業に並行して取り組む 

・地域特性に応じて最も可能性が高く、なおかつ効果的な手法を採用する 
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が活動する地区の方が、弊社のカリキュラ

ムではより効果的と考えます。 

特に本事業の修了生が活動する地区を訪

問し交流を深めることは、育成の一貫性と

達成度を確認することができ、修了生は研

修生により実態に即したアドバイスを送 

ることが可能となるため、修了生活動地区

を訪問するカリキュラムを充実させること

は、極めて有効な手段と考えます。 

 

 

 

  

  

⑤現地マネージャーとしての認知度向上とマネジメント力向上 

 

現地マネージャーが活動する上において、

当該商店街および現地支援機関の協力と理

解が不可欠です。まずは「現地マネージャ

ー」という存在と立場、活動範囲等に関し

て理解を促し、活動を通じて認知度を向上

させていくことが欠かせません。 

そのためにはイベント等の実践だけでな

く、会議等における進行、または発言の機

会を与えることで周知していく手法があり

ます。行政、会議所等の支援機関において

も、現地マネージャー候補に対し積極的に

情報を提供していくことで現地マネージャ

ーの活動がスムーズになります。 

同様に、育成機関は現地マネージャーが

活動する組織、または所属団体に対して積

極的に関わりを持ち、必要に応じて会議へ

の同席、イベントスタッフとして内部から

サポートすることでフォローしていくこと

が大切です。 

現地マネージャーが受講する講義内容を

機会があれば商店街組織、支援機関に対し

ても同様に実施することで、本事業に関す

る理解だけでなく現地マネージャーとの情

報の共有化、事業推進の際のポイントなど

を共有することができます。これらが日々

の活動環境の整備に繋がると考えられます。 

育成機関が積極的に現地マネージャー以

外の地域団体ともマネージャーを通じて関

わることで、同席する現地マネージャーは

実践的なマネジメント力、提案力を体感す

ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

⑥研修終了後の現地マネージャー活動継続 

 

 現地マネージャーの活動継続環境は、所属（職業）ごとに 3つのパターンに大別されます。 

・他地域の現地マネージャーを訪問し、情報収集を図り、自身の活動に活かす 

・日々の商店街活動に奔走している事務局型マネージャーが活動する地区が効果的 

 

・「現地マネージャー」の存在と活動範囲の認知度向上のため、会議等で進行、または発言 

の機会を与える。 

・育成機関は会議への同席、イベントスタッフとして内部からサポートする。 
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 ⅰ）商業者（地権者） 

 ⅱ）まちづくり会社、NPO 等団体職員 

 ⅲ）外部の一般 

 

商業者（地権者）は、研修中と同様に商

店街活動と自店営業を兼務しながら現地マ

ネージャーとして活動を継続することがで

きます。ただし、自店に家族を含めた従業

員が存在し、店主本人が比較的自店の活動

から自由になる時間を作ることができるこ

とが不可欠です。同様に、家族の理解も欠

かせません。 

外部の一般の場合、所属先から給与報酬

が保障されていることが前提ですが、活動

日数に縛られず研修以前より商店街活動を

サポートしていた経緯を活かし、研修で習

得した内容をより具体的に、実践的に担当

商店街に落とし込むための活動を継続して

いきます。 

また、外部の一般で所属先を持たない場

合、活動を継続するためには、自治体の緊

急雇用制度の活用も考えられます。しかし

一時的なものであるため、商店街連合会（ま

たは振興組合等）またはまちづくり会社、

商店街も関わる収益確立型の地域 NPOで雇

用、または業務委託することが望ましいで

す。 

NPOやまちづくり会社職員の場合、報酬

が安定していれば従来通り現地マネージャ

ー活動を継続することができます。 

これらの現況と課題に応じて、現地マネ

ージャーが次年度以降も安心、安定して活

動できる素地を整えていきます。 

 

 

 

 （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) ＊一般論として 

 

共通の育成課題として、研修スタート時

の研修生の経験、知識レベルの差が挙げら

れます。ただしこれは、研修や現地ＯＪＴ

事業、日々の活動を通じて本人次第で特に

知識レベルの差は早期に埋めることは容易

と考えます。 

経験値の分野では日々の実践から学ぶし

かありませんが、現地マネージャー的な活

動経験を有する専門家、アドバイザーがフ

ォローする体制を構築できると効果的です。 

続いて、育成機関が現地マネージャー活

動地域と遠隔地に所在する場合、すべての

事業や会議、情報をチェックすることは困

難なため、現地の支援機関（商工会議所、

専門家等）の協力を得ることが望ましいで

す。また、日報記載事項に対するアドバイ

スの返記、メーリングリスト等による情報

共有化も必要です。 

全体および集合研修開催時の日程調整も

課題です。14日程度商店街活動に従事して

いるとはいえ、大半は会議や各種調整、イ

ベント準備と実施に忙殺されながら、日々
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の本業と兼務しているマネージャー候補が

大半のため、現地マネージャー候補の負担

を軽減するためにも、早めのスケジュール

管理が必要です。 

同時に、現地マネージャー候補が集合し

やすい距離で、日常から交流を保つことが

でき、かつ集合研修時に集合しやすい移動

距離を考慮して、各活動地域が 90分以内で

訪問できる位置環境が好ましいです。 

育成機関の研修指導における基礎ベース

の内容標準化も大切です。研修グループに

よってカリキュラムが異なりすぎると、事

業そのものが安定しないと考えます。各々

の育成機関が実施する研修のメリットを集

約しながら基礎ベースのカリキュラムを設

定し、育成機関の違いが現地マネージャー

像の違いに繋がらないような配慮が必要で

す。 

最も大きな課題は、現地マネージャーの

ような活動を長年実践してきた講師の不足

です。長期間に渡る研修期間において、集

合研修時の座学講習以上に日常のＯＪＴ活

動に対する指導、フォローが大切な要素に

なります。また、各地域において抱える課

題、事業の進捗度、商店街の環境は大きく

異なっており、すべて共通ではなくある程

度臨機応変な対応が求められます。 

また、座学講習時においても実体験に即

した経験値に基づく指導に重点を置くべき

と考えます。現地マネージャーは現場で活

動しており、現場でしか分からない課題に

対する解決のアドバイスが不可欠だからで

す。 

解決策として、活動実績がある現地マネ

ージャーが担当する地区への視察研修回数

を増やし、第一線で活躍する全国の現地マ

ネージャーから実践に基づいた講義と意見

交換の機会を高めることです。育成機関だ

けでなく、第一線の現地マネージャーから

アドバイスを日常から受けることができる

ネットワークづくりは効果的だと言えます。 

続いて、現地ＯＪＴではなく基礎講座の

部分に関して、特定の育成機関、または専

門家が共通して集合研修の講師を務めるこ

とです。その研修には担当地区の育成機関、

支援機関も参加することで認識の共通化、

カリキュラムの標準化を進めることができ、

育成機関の次年度以降における基礎研修講

義の充実につながると考えられます。 

 

 

5つのポイント 

 

 

 

 

 

 

 

①現地の支援機関（商工会議所、専門家等）の協力を得る 

 ②早めのスケジュール管理（全体および集合研修の日程調整） 

 ③日常のＯＪＴ活動に対する指導、フォロー 

 ④実体験に即した経験値に基づく指導 

 ⑤全国の現地マネージャーから実践に基づいた講義を受け、意見交換の機会を作る 
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＜弊社使用業務日報フォーマット＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) ＊一般論として 

 

ⅰ）職業別 

 

職業別に分類すると、「商業者（地権者）・商店街後継者」「NPO・まちづくり会社職員・商

店街事務局員」「商店街、公的団体に属さない一般」の 3パターンに大きく分類されます。 

 

■商業者(地権者)・商店街後継者  （若松 牛島氏） 

 

弊社のカリキュラムでは、商店街のリー

ダー育成ではなく調整に長け、リーダーを

サポートするマネージャーの育成に主眼を

置いているため、商店街の次代を担う若手

のリーダー候補の修行の場として現地マネ

ージャー活動を展開することを考えていま

す。また、現地マネージャーが経験と年齢

を重ねると、次代の現地マネージャー候補

を選定し、役割を引きつぐことで現地マネ

ージャーとしての役割が地域内で循環され

氏名　：　　

期日 月 日 ( )

活動時間 ： ～ ：

活動場所

業務内容

育成機関より 記入者 東　朋治

所感

課題・悩み

優先業務事項

取組みたいこと

「2011年度現地マネージャー育成事業」（㈲協働研究所）　

業　　務　　日　　報

活動時間日計 時間
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ます。 

商業者が現地マネージャーを担う上で、

大きな課題は 2点あります。 

1点目は、自営店舗の営業と現地マネー

ジャー活動の両立です。家族、従業員の理

解が必要であり、またある程度拘束時間に

余裕がある業種業態に限られてきます。大

勢の従業員を有しない店舗において、飲食

店舗や生鮮食料品店等は時間の調整が極め

て困難で、店を離れることも難しいです。 

ゆえに、物販店舗においても呉服、貴金

属等客単価の高額な業種業態の方が、幾分

現地マネージャー活動に対する時間的余裕

があると考えられます。 

2点目の課題は、商業者が現地マネージ

ャーを担うことによる利害関係の発生です。

特定の店舗または商店街従事者が役割を担

うことで、他の商店街、または店舗が反発

する可能性もあります。 

ゆえに、商業者が現地マネージャーを担

う場合は、研修開始前から地域特性を整理

し、特定の商店街サポートに特化しない公

平かつ均等な活動実施の可能性を育成機関

や支援機関は見極める必要があります。 

そのためにも、ある程度若い商業者（40

歳以下）の方が現地マネージャーとして活

動するには利害関係も薄いため活動環境が

整いやすいと考えられます。 

 

 

 

2つの課題と対応策 

 

 

 

 

 

 

 

■NPO・まちづくり会社職員・商店街事務局員  （飯塚 久保氏） 

 

現地マネージャーとして最も適している

のは、商店街をフィールドに活動する NPO

団体職員、まちづくり会社職員、商店街事

務局員と考えられます。現地マネージャー

としての活動に対する報酬（給与）が所属

団体から支払われ、生活が安定するからで

す。 

また、特定商店街や店舗だけでなく商店

街全体に関わって事業を進めるので、利害

関係が発生しにくい上、行政や会議所等と

の連携も図りやすいです。 

これら団体職員が現地マネージャーを担

う上で、大きな課題が 2つあります。 

1点目は、NPOやまちづくり会社が雇用す

るスタッフが現地マネージャーとして従事

する場合、業務として受注できるかが課題

となります。商店街から委託費等で現地機

関に支払うことができれば活動も容易です

が、無報酬の場合は NPO、まちづくり会社

ともに経営が厳しい団体が多く、商店街活

動に人員を割くことができない場合が発生

します。 

①自営店舗の営業と現地マネージャー活動の両立 

→客単価の高額な業種の商業者の方が時間的余裕があることが多い。 

 ②商業者が現地マネージャーを担うことによる利害関係の発生 

 →地域特性を整理し、特定の商店街に特化しない公平な活動が必須。そのため若い商業者 

の方が良い場合もある。 
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そのためにも、商店街が様々な業務を

NPOやまちづくり会社に現地マネージャー

を通じて業務を発注するシステムの構築が

望まれます。 

 2点目は現地マネージャー活動の母体と

なる NPOやまちづくり会社の収益事業の更

なる構築です。育成機関が現地マネージャ

ーのみならず所属団体に対しても経営や事

業アドバイスを実施することで、収益構造

の改善につなげることが安定した雇用に繋

がります。 

まちづくり会社や NPOは研修を終えた現

地マネージャーの活動拠点としては極めて

有効な受け皿となりえるので、連携とサポ

ート体制を深めていくことが大切です。 

 

2つの課題と対応策 

 

 

 

 

 

 

 

■商店街、公的団体に属さない一般  （黒崎 入江氏） 

    

商店街をフィールドにして従来より活動

してきた実績が前提となりますが、当該地

区にまちづくり団体もなく、人材不足や活

動の低迷が課題となっている商店街では外

部の力を導入せねば活性化はおぼつかない

状況です。 

商店街の有する商圏人口が 5万人を超え

る地域では、何がしかの活動団体が商店街

をフィールドに様々な事業を展開している

地区は多数存在します。それらの活動団体

に所属する人材を新たな外部からの刺激と

して商店街活性化の起爆剤と捉えることも

有効な手段です。 

商店街、公的団体に属さない一般の人材

が現地マネージャーを担う上で、大きな課

題が 2つあります。 

1点目は商店街との連携体制の更なる強

化です。外部の活動団体が熱心に取り組ん

でも、肝心の商店街が無関心では事業に対

する効果が薄くなります。商店街が現状の

人材不足を認識し、それを課題とした上で

外部団体、外部からの現地マネージャーと

連携、協力し環境を整備する認識を高めね

ばなりません。 

2点目は、現地マネージャーのモチベー

ションです。従来より担当商店街そのもの

と利害関係がないため、トラブルや事業進

捗が滞った場合などは担当商店街に対する

活動のモチベーションが下がってしまいま

す。報酬を商店街やまちづくり会社から得

ておらず、また地権者（または居住者）で

もないため活動を停止することも容易です。 

現地マネージャーと商店街がお互いの状

況を尊重した上で無理のない事業展開で歩

調を合わせて進めていくことができる土壌

整備が大きなポイントです。

①現地マネージャーの所属団体が、商店街から現地マネージャー業務を受注できるかどうか 

 →商店街から委託等で現地機関に支払うことで、人員確保と活動が容易となる。 

②所属団体の収益事業の更なる構築 

→支援機関が現地マネージャーの所属団体に経営アドバイスを行うことで、研修後の安定し 

た雇用につながる。 
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2つの課題と対応策 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）属性別 

 

属性別に分類した場合、「性別」「年代別」

「経験値」の 3パターンに大きく分類され

ます。 

「性別」に関しては、現地マネージャー

としての適性に全く影響しません。 

「経験値」に関しても、研修や実践を通

じて知識と経験を高めていくことができる

ので、研修スタート時は商店街活性化等の

経験を有しなくても問題はありません。 

「年代別」に関しては、ある程度フット

ワークよく日々商店街や各商店を歩き、訪

問できる体力は必要です。年代が高い人材

のメリットとしては知識と経験が挙げられ

ますが、前述の通りそれは大きな要素では

ありません。必要なのは調整能力であり、

意見抽出（ファシリテート能力）です。 

高齢の商店主が大半を占める場合、一般

論として同年代のマネージャーよりも若い

年代のマネージャーに対する方が意見を発

しやすい傾向にあります。意見が衝突した

場合も、大きな問題に発展せずより有意義

な結果に収まることも多いです。 

年齢の高低はともかく、現地マネージャ

ー候補が商店主の意見や従来の活動を尊重

し、フットワークよく様々な場面や人材の

つなぎ役に成りえるかどうかが大きな要素

です。 

 

 

 

（５）育成環境の醸成に向けた課題と対策（活動継続のための支援と課題） 

 

①商店街の役割 

 

商店街自身が活性化の必要性と、それを

推進するための現地マネージャーの必要性

をしっかりと認識することが欠かせません。

現地マネージャーの活動環境を整備するた

めにも、活動の場の提供と一体となった連

携を積極的に進めていく必要があります。 

 現地マネージャー研修修了生の活動受け

皿がない場合、商店街全体として雇用する

仕組みの構築も検討せねばなりません。 

方法論の 1点目として、別途雇用のため

①商店街との連携体制の更なる強化 

→商店街が現状の人材不足を認識した上で、外部からの現地マネージャーと連携、協力 

する。 

 ②現地マネージャーのモチベーションの維持 

→商店街と利害関係にないため、活動を停止することが容易。両社が歩調を合わせるこ 

とが重要。 



事例から学ぶ 現地マネージャー育成ノウハウ 

38 

の賦課金を徴収することです。2点目とし

て、商店街が出資してまちづくり会社等を

設立し、事業収益を通じて継続雇用するシ

ステムです。 

 神戸・新長田地区では「㈱神戸ながた

TMO」が事業収益とは別に商店街組合員から

賦課金を徴収するシステム（1店舗 500円

×12カ月）を確立しており、商店街役員が

組合員に対し現地マネージャーの有用性を

繰り返し訴えていく地道な活動が極めて大

切です。 

 

 

現地マネージャーを雇用する方法論 

 

 

  

 

 ②行政、商工会議所、商工会等、商店街支援機関との連携 

 

現地マネージャー活動において、行政・商

工会議所等商店街支援機関との連携、バック

アップ体制の充実は不可欠です。 

支援機関は助成事業だけでなく様々な情報

を提供することが 1点目です。同時に、支援

機関が有する様々なネットワークやパイプを

用いて、現地マネージャーの活動をサポート

していく必要があります。 

2点目は商店街で雇用継続が困難な場合、

緊急雇用制度を含めた報酬の確保です。ただ

し、緊急雇用制度には期限があるため、期間

終了後の対策としてまちづくり会社設立によ

る収益事業の確立を含めた様々な継続雇用政

策を検討し続けねばなりません。 

3点目は現地マネージャーを知識面、経験

面でバックアップする外部アドバイザーの協

力を得ることです。現地マネージャーの精神

的負担を軽減するためにも、実務経験が豊富

な専門家は必要になってきます。 

 

 

バックアップ体制の充実のための対策 

 

 

  

 

 

 

 ③外部人材との連携 

   

ⅰ）テーマ別に応じた専門家（コンサルタント） 

担当地区によって取り組むべき課題、事業内容も異なっており、極めて高い専門性が求めら

れる場合もあります（再開発等）。育成機関だけで対応しきれない場合は、外部から専門家を招

①雇用のための賦課金を商店街組合員から徴収する。 

②商店街が出資してまちづくり会社を設立し、事業収益で継続雇用する。 

①支援機関は様々な情報を提供し、ネットワークやパイプを用いて、現地マネージャーを 

サポートする。 

②商店街で雇用継続が困難な場合、緊急雇用制度の利用や収益事業の確立で、継続雇用政策

を検討。 

③外部アドバイザーの協力を得て、現地マネージャーを知識面、経験面でバックアップ。 
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いて指導をサポートする体制の構築とネットワークが必要になります。 

 

ⅱ）地域を拠点にしている専門家（コンサルタント） 

育成機関が現地マネージャーの活動する地域から遠方にある場合、現地マネージャーの OJT

事業や日々の活動フォローとして、当該商店街に近い専門家にサポートしてもらうシステムも

有効です。ただし、その専門家には本事業の趣旨に理解を深めてもらい、育成機関のカリキュ

ラムと方針に沿った活動を展開してもらわねばなりません。 

 

 ⅲ）他地区で活動する現地マネージャー 

本事業の修了生をはじめ、各地で活躍する現地マネージャーとネットワークを深め、視察研

修時の講師依頼をはじめ日常の活動においても電話やメール等で実体験に基づいた助言を直接

得られるような環境整備を育成機関は構築せねばなりません。 

 

 

（６）その他 

 

 ①現地マネージャーとアドバイザーとの住み分け 

 

現地マネージャーはすべてを抱えるのではなく、専門家をブレーンとして活用し、様々な課

題解決や事業推進のための調整役に専念する環境整備が必要です。そのためには、現地マネー

ジャーの活動範囲をある程度限定し、外部専門家と業務や役割を分担することで、よりスムー

ズな商店街運営を図ることができます。 

 

＜図 5：現地マネージャーとアドバイザーの住み分け＞ 

以上 

 



 

 

 


