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商店街活性化支援に
必要な「職能集団」とは？
東北学院大学 教養学部 地域構想学科 教授

柳井 雅也

1．商店街活性策のマイナス効果
商店街活性化策には注意すべきことが４つある。①商店街が中心になって行う事業は「買い物客のニーズ発掘」に無
頓着なものが多い。②外部コンサルタントを活用しても誰も実行しない。だから誰も責任を取らない。③大学の先生は学
生を連れてきて調査を行っても成果を返さない。先生によっては自分のアイデアを押し付ける。④行政は、補助金を出し
てもその継続性が危うい。
こうして、商店主は何をやっても「ダメ」というあきらめにも似た気持ちになっている。

2．サンモールふれあいビレッジ事業とその成果

はじめに

2

仙台・サンモール一番町エリアの基本情報

6

事業構築の経緯
個店調査と誘客の融合方式

8

「お買物ラリーコンテスト」の事例
商店街のレベルアップ講習会方式

12

「まちカレ サンモール商店まなび塾」の事例

はじめに

1

このような、どこにでもある課題を少しでも解決しようとするのが、
「職能集団」である仙台エリアマーク事業協同組合
だ。この組織は元デベロッパー、建築家、経理、経営コンサルタント、印刷業などその道のプロが集まった、日本初の異能
集団による組合である。
彼らは、2010年より㈱全国商店街支援センターの支援を得たサンモール一番町商店街振興組合の「サンモール一番
町ふれあいビレッジ事業」のサポートを行っている。これは、地下鉄東西線開業に向けて「アート・デザイン、フード、カル
チャー」をキーワードに商店街づくりを行うものだ。2011年度は「在仙外国人のためのサンモール国際派商店めぐり」
「隠れた人気店主が語る、私の店もの語り」
「みちのく酒の駅」等、矢継ぎ早に企画を実施してきた。これらの事業を通じ
て、既存の商店主にディスプレイの仕方や接客指導を行ったり、新たな起業意欲のある人財も発掘できたりした。仙台エ
リアマークはそうした事業の構想や計画策定に留まらず、その実施においても中核的な役割を担った。

3．商店街活性化における「支援機関」の役割
事業の成功要因をみると、支援機関である仙台エリアマークが「プラットフォーム・ビジネス機能」をうまく果たしてい
ることに気付く。それは、①商店街、大学、行政等をうまく活用し、仙台エリアマークが実行可能な企画に仕上げていく
「力」を持っていたこと。②グル―プ間で意思疎通が図れるように意見を調整してきたこと。③仙台エリアマークが仲立ち
となって、各グループが協力し合うことでコスト削減に成功したこと。④酒屋とマルシェ出店者など、これまで無関係だっ
たグループが結びつき始めたことなどである。
しかし、商店街活性化には、まだまだ考えなければならない課題が多く残されている。そのためにも、まだまだ地道な
努力と工夫が求められる。

人材育成を通じた企業促進方式

16

「まちカレ サンモールの仮想店主になる」の事例
提案の選択と調整

市民参画と誘客イベントの融合方式

20

「ダテなまちづくりへの提案」と「仙薹酒の駅」の事例
地域フリーペーパー発行方式

24

お！宮町地域情報編集局の事例
商店街巡りツアー方式

26

要望の調整

「仙台エリアマーク事業協同組合」の事例

短

期
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サンモール一番町商店街

アーケード改修
東西線対策等

行政

支援：補助金・PR等

図1／エリアマークを中心としたステークホルダーと企画
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仙台・サンモール一番町エリアの基本情報

都市の概要

商店街の概要

仙台市は北日本の太平洋岸に位置する、人口103万

サンモール一番町商店街は、一番町通りの南側に位置し、さらに南には東北大学片平キャンパス、東北学院大学土樋
キャンパスが立地している。かつては店舗と文化キネマや松竹、名画座などの映画館が並び、また、個性と特色のある横

人を有する東北地方最大の都市である。
一帯は8世紀初期の「多賀城」以来、東北地方の政治

丁が隣接するなど、都心の商業機能と文化的な雰囲気のマッチした商店街であった。1970年代まで、仙台駅から市電が

宮城県

や文化の中心となっていたが、現在の仙台の都市として

直結していたこともあり、仙台市内では最も賑わう一帯だったのである。
園駅
台公
勾当

の起源は、1601年の伊達政宗による城下町建設にさか
のぼる。明治以降も「東北地方における、経済、行政の
中枢都市」として発展した。

定 禅寺

通り

現在でも東北全体の卸売総額の約38%、小売総額の
13%が集中する、日本有数の商業都市でもある。
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中心部商業地を取り巻く状況は、

イオン富谷大清水SC
約34,000㎡

昭和63年には仙台市内の年間販売
額の34%を占めた中心部商業地であ
るが、近年はショッピングモールやア

プレミアムアウトレット仙台
合計約30,000㎡

イオン利府SC
約38,000㎡

ウトレットモールなどの郊外への進出
が進み、平成19年には21%にまで

しかしながら、ここ10年程で大学の一部機能の郊外移転や街の

シェアが低下している。一方で、全国

中心的な商業施設や映画館の廃業・移転などに伴い、歩行者数の減

展開のチェーン店の増加に加え、地下

少や空洞化が懸念される状況となっている。

鉄東西線整備や民間の再開発などの
動向もあり、今後大きな変化が予想

三井アウトレットパーク仙台港
合計約19,000㎡

仙台市
中心部

される。

加、組合員数の減少などによる集客力、街の魅力の低下など、中心部

5km圏内
10km圏内

サンモール一番町商店街は、その地理的特性から仙台市の中心部
商店街の中でも特に歩行者数が大きく減少し、空地や空き店舗の増

ザ・モール仙台長町／ララガーデン長町
合計約75,000㎡

商店街が抱えている問題が顕著に現れている商店街となっている。
かつて「黄金のT字」といわれた中心市街地の各商店街も、今では
「黄金のL字」といわれているように、中心部商業地の南端に位置す
るサンモール一番町商店街は、歩行者通行量の面ではやや苦戦して

店舗面積 30,000㎡以上
店舗面積 10,000㎡以上
アウトレットモール

2

イオンモール名取エアリ
約55,000㎡

いる。一方で「野中神社」や横町などの伝統的な資源の魅力が再発
見されつつあり、
「マルシェ・ジャポン センダイ」の年中を通した定期
開催など、新たな取組が積極的に行われている地域でもある。

平日午前中の様子

3

仙台・サンモール一番町エリアの基本情報
●一番町通り平日
（金曜日）
歩行者通行量の経年比較

資源・課題

サンモール一番町商店街の歩行者通行量の経
年比較でも、ここ10年間は減少傾向にある。当初、
仙台駅前商店街に購買の軸が移ったという分析も
なされていたが、郊外の大型商業施設の増加や、
少子高齢化、嗜好の細分化やそれに伴うインター

1．地域・商店街特有の資源(価値・魅力)

ネット通販の発達など、様々な要因が考えられる。
そうした多様な変化要因に対しては、マーケティン

資源（魅力） 歴史性ある日常と非日常の
地域資源の有効活用

グ的思考により対応する必要がある。
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歴史的なハレのイベントである仙台七夕まつり

0

や青葉まつり、週末の恒例イベントとなったマル
シェ・ジャポン、昭和レトロな横丁（いろは横丁、文
化横丁）、そして課題である地理的特性を逆手に
取り、アーケード改修などのハード事業と販促など

70,000

のソフト事業が相乗効果的に連動し、日常と非日

サンモール一番町（旧SHIPS前）
サンモール一番町（イガラシ印舗・藤崎前）

捉えなおし、有効活用して行く予定である。

壱弐参横丁

野中神社

2．地域・商店街特有の課題

19年以降、中心部商店街の空き店舗率は大きく
なっている。なお、平成23年3月11日の東日本大震
災以降の空き店舗率の動向については、現段階
（平成24年2月）では不透明な部分もある。
歩行者通行量は、平日・休日とも10年前と比較す

も利活用計画の目途が立たないままとなっている。
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一方でサンモール一番町商店街アーケードは設置から20年以上が経過し、その老朽化が深刻になっていたが、3月11
日の東日本大震災により、天井の剥がれ落ちやポリカーボネ−トの損傷、アーケードの開閉装置の破損など、来街者の

8.21

早期の安全・安心の確保及び快適な商業空間の維持が課題となっている。

4.21

3．東日本大震災による仙台の商業の影響
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出典：仙台市内中心部商店街の通行量調査結果報告書からまとめ
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る。また、現在駐車場として利用されている丸善跡地
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1,000人以上減少している。特に旧SHIPS前と旧丸

3月末の2店舗から3店舗増え、5店舗に増加してい
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●市内空き店舗率の推移

るとピーク時と比較してすべての時間帯で500人〜

サンモール一番町商店街の空き店舗は、平成22年

H17
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売り上げの減少、歩行者通行量の減少、空き店舗の増加そして東日本大震災による被災による被害

あったにもかかわらず増加傾向であった。特に平成

H15

仙台・サンモール一番町エリアの基本情報

仙台・サンモール一番町エリアの基本情報

常で日々表情を変える舞台装置、地域資源として

仙台市内の空き店舗率は、人口は増加傾向に

H14

●一番町通り休日
（日曜日）
歩行者通行量の経年比較
80,000

課題

H13

5.75
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5.41

東日本大震災の発生した平成23年3月11日以
H13

H14
全市

H15
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H17

1.64

1.57

H18

H19

降、中心市街地に限っては翌日には電力が回復し
H20

たエリアがあった。しかし、水道、ガスは１か月以上

中心部商店街

不通になった地区、ビルがあり、それ以降も営業の

出典：宮城県商店街空き店舗実態調査

再開できない店舗も多く廃業を決断する店舗も存

中心市街地区域内

在した。平成24年1月11日現在も、仙台市中心部商
業地においても都市ガスなど一部のインフラが、
仮設配管等により提供されている地区がある。
一方、飲食店については流通が壊滅する中、在
庫やカセットコンロなどを駆使して被災当日から
営業していた店舗もあった。大手スーパーマーケッ
ト等が軒並み営業再開できない中、各店舗が創意

被災直後に買い物客であふれるマルシェ・ジャポン センダイ

工夫して商品を提供し、また「マルシェ・ジャポン
センダイ」が開催されるなどしたため、仙台中心部
商業地には県内全域から食料調達のために人が
ごった返す状況となった。
このように、商店街の多様な店舗の存在が、災害
などの危機に対して意外に強じんであることが、広
く市民に認識されることとなった。
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事業構築の経緯

取り組みの経緯

「ふれあいビレッジ」の企画意図

サンモール一番町商店街では様々な課題を認識し、平成22年より商店街活性化に向けた具体的な取り組みを行って

「活性化事業計画」をベースに、その実行段階として活性化に向けた「ソフト」部分のモデル事業を先行して行うことと

いる。平成23年3月11日の東日本大震災後もスケジュールに大きな変更もなく、平成23年4月に地域商店街活性化法に

なった。
「サンモール一番町ふれあいビレッジ（以下「ふれあいビレッジ」という）」事業は、地域内外において、人と人が

基づく商店街活性化事業計画（以下、
「活性化事業計画」という）の認定を取得するに至った。

フラットに「つながれる場」とした交流と観光性のある商店街を目指し、下記事業を実施した。

平成14年

都市再生特別措置法都市再生緊急整備地域指定

仙台の都心において、既存の都市基盤を活かしつつ、広域的な商業・
業務等の高度集積拠点を形成

活性化事業計画
地域商店街活性化法

サンモール一番町ふれあいビレッジ事業
平成23年度中小商業活力向上事業（中小企業庁）
平成23年度商店街活性化モデル創出事業（（株）全国商店街支援センター）

地下鉄「一番町駅」の上部の利活用として一番町二丁目四番地区市街地再開発事業開始

仙台市基本構想・基本計画（中間報告）

【安全、安心で快適な街づくり】、
【まちづくり活動の充実】、
【街並みづくり】、
【商店街内及び周辺エリアの大規模開発との連携】、
【集客機能・回遊性の向上】、
【情報化の推進と観光へのアプローチ】、
【にぎわい創出】

②地酒などを紹介・提供する
オープンカフェ

オープンカフェ実証実験

③観光案内スペースの設置に
よる商店街情報発信の強化

野中神社の縁結び

みちのく酒の駅

ぶらサンモ

④アーケードの改修

図2／活性化事業計画とふれあいビレッジ事業の関係

平成22年10月

仙台市中心部商店街将来ビジョン

仙台市の持続的発展には中心市街地の活性化が不可欠であり、その
一つの柱となるのが中心部商店街である。一方、中心部商店街を取り
巻く環境は、郊外型大型店との競合、中央資本の進出、全国展開の
チェーン店の増加に加え、地下鉄東西線整備や民間の再開発の動向
など、ここにきて大きく変化している。そこで仙台市中心部商店街将
来ビジョンは、中心部商店街の魅力をさらに高め、集客力の向上を図
ることにより、中心市街地の活性化に寄与することを目的とする。

①「ふれあいビレッジ」の必要性の認識

事業構築の経緯

事業構築の経緯

地下鉄東西線の開業を見据え、情報発信や観光とのタイアップ、イベ
ントとの連携などを支援し、集客力の向上を図る。関係機関の連携に
よるエリアマネジメントを担う組織の設立を支援し、住民・事業者・
地権者などによる主体的・継続的な取り組みを進め、中心部商店街
の活性化を図る。

ハード

平成22年9月

サンモール一番町商店街アクションプラン

ソフト

平成22年9月

まちなかカレッジ

お買物ラリーコンテスト

①空き店舗を活用した
チャレンジショップ

企画や情報発信など「ソフト」に重点を置いた「活性化事業計画」の実現の為、マーケティング視点による活性化策
の検討と検証を、できるだけ実践的に行う必要が認識された。

②「ふれあいビレッジ」の特性と意義
商店街活性化の「ソフト」部分に重点を置き、将来の活性化策の稼働イメージを実現し、そのノウハウの共有が行
われる。各企画は単に実行可能性を検証するだけではなく、継続性や将来の活性化の「タネ」になるような、中・長期

商店街活性化支援プログラム事業（（株）全国商店街支援センター）
１．インターネットを利用したアンケート調査

平成22年度10月

２．サンモール一番町商店街に係わる売り手側の関係者を対象にした記名によるアンケート調査
３．商店街活性化支援プログラム策定
（1）まちづくりワークショップによる実施計画の検討 （2）総合特区の可能性検討 （3）アーケードに係わる建築企画設計
（4）ウェブサイトのコンセプトと構成イメージ

（5）先進地視察

（6）勉強会及びまちづくり事業計画発表会の開催

（7）まちづくり会議の開催と関係者間の合意形成

（8）ヒアリング調査

（9）地域商店街活性化法に基づく計画認定作業

（10）事業のコンセプト

平成23年4月

6

「活性化事業計画」認定取得

的な視点で実行された。

③「ふれあいビレッジ」のポイント
具体的な成果に至るまでの過程を、支援機関がハンズオン形式で実践的に行う。商店街活性化の実施主体が新た
な取り組みを行おうとする時、そのノウハウを持っていないことが大半である。よって、
「ふれあいビレッジ」事業では、
実施主体であるサンモール一番町商店街振興組合だけでなく、各分野の職能集団である仙台エリアマークが支援機
関として実働レベルでも運営に携わった。

以上のような企図で、
「ふれあいビレッジ」の各企画は
平成23年8月から平成24年1月にかけて実行された。
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個店調査と誘客の融合方式

「お買物ラリーコンテスト」の事例

戦略と手法
1

市場調査機能
商店街全体の傾向や顧客の好み・動向だけではなく、各店舗ごと
の評価分析データが作成される。

2

Concept

ラリー参加顧客（モニター）は、複数店舗で購入した際のレシート

販促イベントを市場調査の場とし、各店の売上と販売レベルアップを図る。

またはスタンプを添付してアンケート（店舗評価票）用紙を提出
し、それと引き換えに買い物券が交換される。すなわち、顧客は参

クーポン券を使った商店街販促イベントに、市民による店舗評価の機能をミックスすることで、顧客の購買
を促しつつ商店満足度データを収集し、商店街の店舗のブラッシュアップを行う。

販促効果

加店舗で最低３回以上は購買行動をすることになる。
3

人気店・ポイント波及効果
評価分析データに基づいた客観的な店舗カイゼンを行うことができる。また、アンケートは「投票用紙」としての機能
も有している。コンテストでの表彰などを通じて、各店舗の優れたところを公表し、共有することで、商店街全体として
の質を高めることができる。

経緯
これまでも多くの商店街が、集客の試みとして商店組合等が発行

支援機関

したお買物券やクーポン券による「販促イベント」を行ってきた。ま
た、商店街単位での共通フォーマットによる「アンケート」などによ

⑧分析

り、商店街のSWOTを把握する試みも、一部では行われている。

⑩長所波及

⑦アンケート

ところが、前者は実施に当たりコストがかかる割には、売上貢献
は一時的で、一過性の取り組みになりがちである。また、後者の顧客

⑨優秀店舗表彰

アンケートも、個店の改善指導が伴っていない場合も多く、アン
個店調査と誘客の融合方式

合が多い。

⑫金券精算

店

これらの「販促イベント」と「アンケート」の弱点を補う手法とし

商店組合

⓪アンケート用紙（投票用紙）
説明書送付

⑪使用済み買い物券

て、その二つを結びつけた買い物客による「コンテスト」形式が考案

⑥買い物券使用
①お買物

された。平成21年に宮城県塩釜市で行われた「私の好きなお店大賞

②スタンプ/領収証

お買物モニター」プロジェクトにより、初めてこのスキームが実施さ

④アンケート（スタンプカード・
領収書添付）提出

⑤謝礼発行
（買い物券）

③アンケート（店舗評価票）記入

れた。平成23年度全国商店街活性化モデル創出事業では、仙台市の

ラリー参加顧客（モニター）

サンモール一番町エリアにて、参加店舗数40店舗、ラリー参加顧客
（モニター）数330人で実施した。

個店調査と誘客の融合方式

個

ケート自体は売上には結び付きにくいため、効果を実感できない場

図4／お買物ラリーコンテストの仕組み

従来型

お買物ラリーコンテスト型

アンケート

実態把握

実態把握
お買物

アンケート

（店舗評価票/投票）

Column

再購入
促進

改善

販促クーポン

コンテスト表彰

販促クーポン
割引券・金券景品等

顧客満足度バツグン！若者個店・地元老舗
本事業は、量的経済効果（来店買上数=売上増）の向上を図る「ラリー要素」と、質的経済効果（買物満足度=リピート
増）の向上を図る「コンテスト要素」の2軸を複合させているため、一定来店数かつ一定満足度というクロス指標で受賞
選定した。そのため、立地的・業種的にも、扱い商品の買い廻り性が高いチェーン店が受賞10店中3店入っているが、本
来的な商店の魅力度という観点で満足度を見ると、キラ星のような小店舗・老舗が、むしろ群を抜いて来街者に支持さ
れている。総合評価10点満点中8点以上の11店舗は、10店舗が若者個店と地元老舗である。今後は、これら人気店の

再購入
促進

接客・店内環境等を、他の商店へ共有・波及させていくことがポイントであり、他方、ラリー数量によらず純粋点で表彰す
図3／お買物ラリーコンテスト型と従来型の比較

8

る賞など、評価手法の拡充も一考される。
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個店調査と誘客の融合方式

過程

ポイント

①告知媒体

通常の販促イベントと違い、アンケー

店舗内だけでのモニター募集は、そもそも来客が少ない商店街で

トやその分析による「評価」、
「ランキン

参加店舗募集

グ」を伴うものなので、丁寧に説明。商

仕組みがやや難解なため、粘り強

店組合からの案内の他、支援機関メン

く個別に説明する必要がある。

バーによる個別の案内も実施。当事業

参加顧客
（モニター）募集

等でモニターを募集する。当事業では
エリアマーク所属企 業のフリーペー
パーも活用して募集を行った。最終的
には330名のモニターを確保した。

最大の難関。雑誌・フリーペーパー
などの発行媒体を持った組織との
連携は必須。参加店舗の5〜10倍

②商店主の参加意欲を引き出す組合、支援機関スタッフ等
「評価」されることに抵抗がある店主が多い場合、実施主体が粘り
強く説得する覚悟を持つ必要がある。

のモニター数が望ましい。

予算（規模） 総予算：200万円〜500万円

参加店舗よりスタンプをもらう。店舗

ラリー期間が年末などの繁忙期で

外でアンケートを記載し、スタンプカー

あったり、短かったりすると、モニ

ドとともに商店組合事務所に持ち込

ターが 複 数 店舗回れないことが

み・返送。1,000円分のお買いものチ

あるので、注意。

ケットと交換。
分析は顧客の動向や商店街の全体的

分析

客観的なデータが得られない可能性が高い。その為、広く告知す
協力できると、モニター募集の手間はかなり低減できる。

モニターは期間中に2店舗で購入し、

ラリー

は必要数を集めることは難しく、また「なじみの客」が多すぎて、
る工夫が必要だが、何かしらの会員制度などを持っている媒体と

では40店舗で実施。

ラリー参加各店の店頭及び広告媒体

必要資源

実施予算は、参加店舗数、モニター数、そして告知媒体への出稿料などに大きく左右される。しかし実際には、参加店
舗への説明と理解促進に大きな時間がとられ、その部分が見えないコストになっている場合がある。
費目

金額

備考

モニター募集広告

20万〜100万

実施側にメディアを持っているメンバーがいると良い。

制度設計

50万〜100万

表彰会などの企画費・講師謝金がかかる場合も。

参加店舗フォロー

20万〜200万

商店組合等で説明や実施用具一式の設置などができない場合、作業外注。

シンポジウムの直後に買い物券の

レポートを作成する。当事業では、一定

清算を行うと、各店舗の人間が必

以上のモニターが投票した店舗の中か

ずシンポジウムに集まるため、結

アンケート分析

50万〜200万

回収部数、店舗へのレポート数に左右される。

ら、大賞から特別賞まで10店舗を選定

果の周知が徹底される。

印刷等

50万〜100万

チラシ、ポスター、参加店舗サイン類、他

謝礼（買い物券）

10万〜30万

参加モニター数による。

し、詳細なレポートを行った。

個店調査と誘客の融合方式

シンポジウムを開催し、コンテストの全

報告・表彰

体結果の報告と、総合評価や特定項目

最優秀店舗の店主には、スピーチ

の成績が良かった店舗の表彰を行う。

を頂くと他の商店のモチベーショ

シンポジウム終了後、参加店舗の買い

ンが上がる。

物券の清算を実施し、事業を完了した。

実施に当たり注意点
①告知媒体を活用した広く市民へのラリー参加者募集
ラリー参加顧客の募集は非常に手間がかかる作業である。募集は商店組合と支援機関が協力して行う必要がある。
支援機関がメディアを保有していると、募集の難易度は下がる。エリアマークでは組合員である（株）ゆいネットのフ

個店調査と誘客の融合方式

な評価の他、個店のデータも分析し、

リーペーパー「アクタレイア」
（2万部発行）を活用した。

効果(メリット)
①ラリー参加と謝礼の買い物券使用による購買回数の増加
アンケート用紙と買い物券の交換は、複数店舗のスタンプ/領収書が必要なルールなので、結果的に顧客の参加した
店舗での購入回数は、買い物券使用時を含め最低でも3回以上行われ、売上回数は増加する。
②高いアンケート提出へのインセンティブ
アンケートの提出には買い物券との交換の意味があり、アンケート提出にインセンティブがあるため回収率が高くなる。
③顧客満足のリアルな声の収集
実際に買った者だけがアンケートに回答しているため、回答内容は顧客満足度を図る上で必要なリアルの声を反映し
ている。
④商店支持の数値化による魅力度把握と受賞モチベーション化
人気商店が支持されている理由を客観的にデータとして把握するため、商店街の各店舗が、受賞に向けて切磋琢磨す
るようになる。
⑤短所カイゼンよりも、長所共有・波及によりポジティブ向上

②商店組合員の事業理解と結束力
参加店舗の（上位だけでも）ランキングを公表することになるため、
「評価」を嫌う商店主が参加しにくい。よって実施に
は商店組合の組合員同士の結束力がないと、制度の仕組みの説明や参加への説得などが非常に困難な場合がある。
③レジのない小規模店舗など各商店の精算方法対応
本来はモニターを「覆面調査」的に行うことが理想であり、その場合はアンケート用紙提出時にはレシート添付などの
手法を取る。しか地域によっては、レシートや領収書を発行していない個人事業主店舗が多い商店街がある。その場
合、スタンプなどを使用する方式で対応する。
④統計分析に必要な最低限のアンケートの回収
モニター期間が短い場合、アンケート分析に必要な最低限の数量の回収が難しい。
⑤ラリー期間・謝礼（買い物券）使用期間の設定
同様に謝礼である買い物券の使用期間が短い場合、着券率が落ちてしまう。
「実施主体の持ち出しが減った」などと喜
んではいけない。当初の目的である「再購入促進」という目的の為、電話・はがき等での再度の利用案内を実施してで
も、着券率向上に努めるべきである。

優良店を表彰することで、その長所を他店も共有することができ、商店街全体でレベルアップが図られる。
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商店街のレベルアップ講習会方式

「まちカレ サンモール商店まなび塾」の事例

売場作りの基本概念
売場作りを考える「VMD（ビジュアルマーチャンダイジング）」の理論には、3つの概念があります。
VP：ビジュアル・プレゼンテーション
ショーウィンドウやディスプレイなど、顧客を売場に誘導する仕組み。
PP：ポイント・オブ・セールス・プレゼンテーション

Concept

売り場全体の中で、什器の配置等の工夫により顧客を商品に誘導する仕組み。
IP：アイテム・プレゼンテーション

個店の接客・販売力アップによる商店街全体レベルの向上

POPや商品の陳列の工夫により、顧客の購買意欲を喚起する仕組み。

商店街や移動販売の店主・販売員などに対して、
「接客」や「ディスプレイ」に関する講習を行うことで、既存
店舗の販売能力の強化を図る。

戦略と手法
「サンモール商店まなび塾（以下「まなび塾」という）は、将来小売店舗開業を目指す者や、店舗のブラッシュアップを
考える既存店舗のスタッフ・店主がターゲットである。店舗運営には様々な要素があるが、小売業の現場での最低限の
知識であり、商店街全体としてのレベルを最も顧客が感じる「最大公約数」でもあると考えられる、
「接客」及び「売り場
づくり（主として「IP」）」のスキルアップに絞り込み、教育を行う。

経緯
中心市街地にある商店街の衰退は、ライフスタイルの変化や少子高齢化などの人口動態の変化、中心市街地の人口

顧客向け

減少や駐車設備に優れた郊外の大規模店との競争の激化など、マクロ的な視点で様々な原因が分析されている。

サンモール界隈まちなか体験

一方で、サンモール一番町エリアの課題については、平成22年度商店街活性化支援プログラム事業において、仙台エ
リアマークはインターネットリサーチによりその把握を行った。統計的手法を用いて商品の現状の強みと弱みの把握と

誘導

改善の方向性を決める「CSポートフォリオ分析」等によると、むしろ各個店のレベルに課題があることが示唆された。例
えば「企画や売り出し」
「商品やサービス」
「接客対応」
「営業日や営業時間」など、各個店のマーケティング上、店舗開発上

サンモール店主の車座語り

の問題である（図5／CSグラフ参照)。一方でこれは、各店舗自体に魅力があれば、中心商店街を取り巻く外部環境やマ
クロ動態とは関係なく、各店の商売繁盛と商店街の活性化につながる可能性も示している。

改善項目CSグラフ【全体】
Ⅱ

Ⅰ

2.天候によって開閉する
アーケード屋根

満足率偏差値

維持領域
左上の評価は高いが重要度の低い領域に現れる
属性はとりあえずキープせよ。

1.街並み景観
3.休憩スペース

8.安心安全な商店街

10.情報の発信
5.駐車場

Ⅲ
図5／CSグラフ

4.トイレ

18.商品の品質や味、サービスの質
14.接客応対

16.営業日や営業時間

ハード

ソフト

売り場づくり

接

売場作りの役割（理論）

起業・開業促進による商
店 街の空き店舗 解消と
新陳代謝活性化

客

接客の役割（理論）

静観領域
左下の評価は低いが重要度も低い領域に現れる
属性は当面静観、可能ならば改善せよ。

IP

17.商品やサービス

（アイテム
プレゼンテーション）

15.企画や売り出し

陳列
批評

接客
練習

ロール
プレイング

19.価格
高い↑顧客の満足度

6.駐輪スペース

13.流行の店やブランドショップ

起業・開業希望者向け

既存店舗のブラッシュアップ。潜在的開業希望者の発掘。

重点改善領域（Ⅰ）
右上の重要でありしかも評価が高い領域に現れ
る属性は積極的に訴求せよ。

12.店舗の種類

仮想店主

既存店主・スタッフ向け

CSポートフォリオは、プロダクトの強み、弱みの
把握と改善方向の提案に利用される非常に便利
な図です。
CSポートフフォリオの見方は、次のように概略で
きます。

11.横町や路地街

7.自宅や勤務先等からの来やすさ

12

学び塾

重点改善領域（Ⅳ）
右下の重要であるにもかかわらず評価が低い領
域に現れる属性は可及的速やかに改善せよ。

9.イベントや祭りなどの開催

潜在的起業・
開業希望

説明

商店街のレベルアップ講習会方式

レベルアップが検討されることとなった。

説明
モニター参加

商店街のレベルアップ講習会方式

よって、今回は比較的改善が容易であり、また即効性があると思われる商売の基本要件「接客」及び「売り場づくり」の

Ⅳ

維持領域

重点期待領域

静観領域

重点改善領域

顧客の期待度（重要度→高い）

フィードバック

お店ラリーコンテスト

今すぐできる店舗のカイゼンの第一歩

図6／「まちカレ」全体カリキュラム体系
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商店街のレベルアップ講習会方式

過程

ポイント
「おじぎ」の種類の理解や「接客七大用

接客練習

語唱和」、
「笑顔」の作り方など、基本的
な接客の訓練が行われた。当初はなか

接

なか声が出ないが、繰り返し行うこと
で、徐々に声が出るようになる。

①講師
ラリーコンテストや過去

首都圏等の有名講師と地元密着講師の双方にメリットがある。
「ま

のリサーチでは、
「 笑顔」

ちカレ」では、サンモール一番町商店街をよく知ること、個別フォ

がお店の満 足 度に大き
な影響を与える傾向。

客

接客や陳列の現場を体感するためにも、商店街から近接する場所

接客ロールプレイングを行った。少人

小売店経験者でも、意外

数編成であったため、各組の様子を全

に接客ロールプレイを教

員で見て批評する「代表ロールプレイ」

育の中で 経 験した者は

の手法を用い、受講者の「気づき」を促

少ない。

した。

売り場づくり

計、誘導設計まで様々な要素がある。今

VP等も本来は教育する

回は、あまりコストをかけず、店舗カイ

ことが望ましいが、特に

ゼンの即効性が高いVP（ビジュアルプ

コストをかけず 改 善 効

レゼンテーション）やIP（アイテムプレ

果の高いIPに絞った。

ゼンテーション）の内容に絞り込んだ。

陳列実習

ル陳列実習を行った。各チーム毎にコ
ンセプトや方針を決め、陳列を完成。
チーム毎の発表後、相互に意見を出し

した。

基本的には「講師謝金」と「会場使用料」程度しか掛からないため、比較的安価に実
施可能である。ただし、
「まちカレ全体カリキュラム体系」のように、顧客に対する教育や
マーケットリサーチ（「お買い物ラリーコンテスト形式」など）事業も伴う場合、全体とし
て講師謝金や会場使用料が増大する。
費目

金額

備考

講師謝金

2万〜10万円

教材費やカリキュラム使用料がかかる場合有り。

陳列実習では、女性の方

印刷等

8万〜20万

募集チラシ、ポスター等。

が積極的になる傾向。男

会場使用料

5千〜2万円

商店街の飲食店を会場とする場合、料理注文。

複数に別れ、様々な販売用のハコ、か
ご、POP、リボン等を駆使して、テーブ

が望ましい。
「まちカレ」では、商店街の中の店舗や倉庫内で開催

予算（規模） 総予算：10万円〜35万円

「売り場づくり」には陳 列から外 観 設

店舗演出理論編

ローの可能性、コストなどを勘案し、地元講師を採用した。
②会場

一連の練習の後、顧客と店員に別れて

ロールプレイング

必要資源

女比に注意。

合った。

効果(メリット)
①『小さな改善」による第一歩の認識をする
どうしても改装や周辺環境の整備など、大規模投資に目が行きがちな商店主や開業希望者に対して、接客やテーブルの
陳列などのコストのかからない「小さな改善」により、商売を向上させる余地があることを自覚させる効果がある。
②商売繁盛の「セオリー」の存在を認識する
接客や売り場づくりには「セオリー」
「理論」が存在し、商店街のレベルを底上げする為には、知識を共有する必要がある
ことが理解される。
③協働による改善効果の認識
ロールプレイングや陳列実習などを通して、一人で何もかもやるより複数人で協力してやった方が、より客観的で質の
高い店舗開発のアイデアや改善が行えることを体感できる。
④商店街の店主の切磋琢磨の機会
本来は他店との「差」を付けるための内容であっても、接客研修や売り場づくり研修のようなワークショップ型の内容
は、切磋琢磨しながらも楽しく行うことができ、商店街の人的な横のつながりを活性化することができる。
⑤潜在的起業家・開業者の発掘
研修を公開募集講座型にすると、商店街での起業・開業を考えている潜在的起業家・開業者が参加することがある。

①研修参加への抵抗感
既存の商店主がこうした研修に参加すること自体に抵抗がある場合があり、実施する時間帯の工夫やその意義につ
いて丁寧に説明する必要がある。
②接客に苦手意識を持つ商店主とスタッフ
意外にも接客に苦手意識を持っている商店主・スタッフが多く、実習当初は恥ずかしがって声が出ない場合もある。そ
のため、高度な接客の理論よりも、挨拶練習や接客七大用語唱和のような、基本訓練を中心に備えるべきである。
③方言の取り扱いポリシー

商店街のレベルアップ講習会方式

商店街のレベルアップ講習会方式

実施に当たり注意点

「方言」を接客ではどのように取り扱うかは、非常に難しい問題で、講師によって意見が分かれる場合がある。商店街
の主要な顧客がどこから来ているのかを勘案するべきであり、方言対応を考える意味でも「地元講師」の方が適切で
あると考えられる。
④売場オペレーション全体の教育の必要性
本来的にはＩＰやVPだけではなく、売り場オペレーション（誘導設計から店内構成）などの教育も重要である。一方、
あまりに多くの内容を詰め込むと、結局商店主・スタッフが消化不良を起こし、現場で使わない可能性がある。よって
マーケティングリサーチの結果などから、商店街の抱える課題がどこなのかを把握し、教育内容を絞り込むべきであ
る。
⑤即効性の高いノウハウの提供
ＩＰやＶＰに関しては、商店主・スタッフは「即効性」のあるものを求める傾向がある。よって、研修の中には理論的な内
容に加え、
「すぐに使えるコツ」の様なものを適切に織り込み、改善効果を実感し、モチベーションをあげてもらうこと
が重要である。
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人材育成を通じた起業促進方式

「まちカレ サンモールの仮想店主になる」の事例
Concept
戦略と手法

起業・開業促進による商店街の新陳代謝活性化
将来開業を目指している者に対して、
「商店主」としての視点で商店街を実際に廻り、構想を具体化させ「プ
ラン」の形にし、それを発表することで、商店街で開業した際のシミュレーションを行う。優れたプランに対
しては、講師よりさらに具体的なアドバイスを与え、継続的な開業支援の方法を模索する。

①起業促進による商店街の多様化
「仮想店主」は、これから起業・開業を目指す、潜在的な商店主がターゲットである。商店の「誘致」ではなく、手間をか
けて「起業家」
「開業事業主」を養成する目的は、個性的な起業・開店を促しながら地元に根差した新しい開業が増え
ることで、単純な空き店舗解消ではなく、商店街の多様性を保ち商店街の魅力を拡大するためである。
②ワークショップ型のリアリティのある起業・開業シミュレーション
受講者には主観的な事業構想にならないよう、商店街の既存店舗や空き店舗を見て回り、講師の指導の下で構想を
具体的に「紙」に起こし、プレゼンテーションを参加者全員で共有するというプロセスを経る。

経緯
空き店舗問題は全国の商店街での課題となっている。原因として
全体的な小売の不振や郊外大規模店との競争、高止まりした家賃、
新規個人開業としてはオーバースペックな面積の空き店舗など、様々
な原因が指摘されている。
一方で、商店街への出店は一種の起業・開業行為であるから、これ
を「アントレプレナーシップ（起業家精神）の発揮」という視点で考え
ると、起業・開業環境の後押しが、商店街活性化の一つの処方箋に
なる可能性がある。例えば仙台市は、政令指定都市の中で廃業率が
代謝が維持されている。こうした経済環境では、起業・開業希望者の
モチベーションをわずかに上げることで、実際の起業・開業行動に移
以上のような背景から、
「人材開発」面に注目し、
「まちカレ

サン

モールの仮想店主になる（以下「仮想店主」という）」が企画されるに
至った。これは既存店舗の「SWOT」を見つけながら、空き店舗の状
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況を確認し、起業・開業の「構想」を「プラン」にまで持っていくための
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7.28

訓練であり、主な対象者を比較的若く、仙台市内に在住の起業・開

2

福岡市
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業志望者と設定した。
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大阪市
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札幌市
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顧客向け
サンモール界隈まちなか体験
誘導

サンモール店主の車座語り
説明

説明

学び塾
既存店主・
スタッフ向け
既 存 店 舗 のブラッシュ
アップ。潜在的開業希望
者の発掘。

潜在的起業・
開業希望

仮想店主
起業・開業希望者向け
起業・開業促進による商店街の空き店舗解消と新陳代謝活性化

物件調査（空き店舗＆人気商店）発見ツアー

フィードバック

お店ラリーコンテスト

人材育成を通じた起業促進方式

人材育成を通じた起業促進方式

る可能性がある。

平成13〜18年

都市名

モニター参加

最も高いが、比較的開業率も高いため、かろうじて都市としての新陳

開業率

仮想プランニングワークショップ

プラン発表とフィードバック

仙台市「指標による政令指定都市比較」より抜粋・加筆
図7／「まちカレ」全体カリキュラム体系
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本格的な開業支援（公的機関等との連携）

17

人材育成を通じた起業促進方式

過程

ポイント

①ファシリテーターを務められる講師

商店街の空き店舗と既存店舗を複数

物件調査

見学。路面店だけではなく、雑居ビルの

「繁盛している店舗」を回ることが

中なども積極的に散策。
「 空き店舗探

重要。立地が良くなくても繁盛し

し」ではなく、
「 良い店舗」を探す方が

ている店ならベター。

重要であり、終了後は講師と意見交換。

ワークショップが多いため、
「ファシリテーター」としての役割を演
じられる講師が望ましい。また、商店街の深い部分の案内が必要
であり、当該商店街を深く理解している必要がある。
②シミュレーションに適した空き店舗
極端に古くて劣化していたり、極端に面積が大きすぎたりしない、

自分の頭の中で構想されている内容

新規起業・開業希望者にとって借りやすい物件があると、受講者

を、
「 書く（描く）」ことが第一歩。何を

仮想プランニング

必要資源

売るお店なのか？商店街ではどんな存

参加者同士のコミュニケーション

在感か？この段階では予算や立地など

がアイデアを生む場合がある。

がシミュレーションしやすい。

の制約条件からではなく、自分の持つ
資源を出発点に構想。

予算（規模） 総予算：10万円〜35万円

自分のプランを皆の前で発表し、様々

基本的には「講師謝金」
「会場使用料」そして募集チラシ等の「印刷費」程度しかかからないため、比較的安価に実施可

な意見を頂くことで、プランをよりブ

プレゼンテーション

ラッシュアップする。他の参加者のプラ

相互作用的なやり取りを経ること

ン発表も聞くことは、更なるプランブ

で、プランの成功確率が高まる。

ラッシュアップの際に非常参考になる
だろう。

フィードバック

全体の公表の他に、非常に具体的なプ

本格的な利益計画などを考慮した

ランの場合、講師が個別にアドバイス

プラン作成のため、
「 創業支援機

なども行った。

関」との協働も将来的な課題。

能である。しかし、
「起業」
「開業」に関するワークショップのカリキュラム設計などは高度な知識とノウハウを要し、講師
にその部分も依頼する場合、費用がさらに掛かることに留意。
費目

金額

備考

講師謝金

2万〜10万円

教材費やカリキュラム使用料がかかる場合有り。

印刷等

8万〜20万

募集チラシ、ポスター等。

会場使用料

5千〜2万円

商店街の飲食店を会場とする場合、料理注文。

実施に当たり注意点
①商店街の新陳代謝に対する理解
ごくまれに、外から新しい人材が入ってくる「商店街の新陳代謝」を、
「競合」の登場ととらえあまり好ましく思わない既

効果（メリット）
起業・開業希望者にとって、先輩商人や専門家からの助言を、開業前から具体的な出店イメージを持ちながら受けるこ
とができる。
②他の起業・開業希望者との相互作用
他の参加者のプランを聞くことで、新しい示唆を受けたり、客観的な思考を養うことができる。
③起業・開業ネットワークの構築
開業前から商店街の人的ネットワークを構築することができ、出店の際には先輩商人や商店組合などから、有形・無
形の応援をもらえる可能性がある。
④取材される側の「気づき」
物件調査等で取材される店舗にとっては、様々な質問を受けることで、逆に自らの「気づき」を発見する場合がある。
⑤新規開業の登場による商店街の新陳代謝活性化
「新規開業」の出店が実現すると、空き店舗の改修の一部が進み、商店街としての新陳代謝の活性化を印象付けること
ができる。

②起業・開業促進を行う意味を、現在の商店街のメンバーと共有
商店街が手間をかけて「起業・開業」支援を行う意義が、
「空き店舗を埋める方策」という以上にはなかなか理解され
ない可能性がある。商店街の「仲間」を増やすための積極策であるという意識を、全体で共有する必要がある。
③開業時の家賃負担の認識
初期投資を圧迫する高額な敷金礼金は、起業・開業希望者にとってはその商店街で「起業・開業しない（できない）言い
訳」に使われやすい。仮想店主のシミュレーションを行う上では、敷金礼金の前提条件をあえて無視するなどして、受講
者の「ビジネスモデル」や「マーケティング」課題の解決に特化した方が、モチベーションを維持しやすいと考えられる。
④開業を躊躇わせるほどオーバースペックな設備（敷地面積含む）

人材育成を通じた起業促進方式

人材育成を通じた起業促進方式

①起業・開業の具体的イメージを伴ったアドバイス

存の商店主がいる。

アーケード路面店の空き店舗の一部は、個人が新規開業するには過剰な広さの物件の場合がある。大きすぎる物件
はどうしても起業・開業希望者にとっては非現実的で、リアルな仮想店主のシミュレーションができない。よって物件
調査の際は、意図的に小規模物件などもルートに組み込むべきである。
⑤空物件調査の制約
物件調査の際、通常の賃貸を目的とした内覧以外は認めない大家・不動産管理会社などもある。
⑥「イベントツアー」的な事業の目的（まちづくり、誘客、教育）の理解
本手法の物件調査は一種の「イベントツアー」になるが、商店主によってはそうしたまちづくり系「イベントツアー」に否
定的な意見を持つメンバーもいる。起業・開業による商店街活性化のストーリーの一環である、との意義・意味を商店
街全体で共有する必要がある。
⑦チャレンジショップとの連携の可能性
「チャレンジショップ」のような仕組みと併用すると、効果が高いと考えられる。
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市民参画と誘客イベントの融合方式

「ダテなまちづくりへの提案」と
「みちのく酒の駅」の事例
Concept
買い物による「まちづくり」参画と市民アイデア実現によるコミットメント形成
商店街の活性化を「まちづくり」の視点で考え、地域住民から募ったまちづくりのアイデアの中から、商店街
の活性化につながり実現可能なものの一部を実際に実現することで、市民のまちづくりへの参画の意識形
成を行う。また提供されたアイデアは、販促イベント等のように商店街の活性化につながる仕組みに構成し
直すことで、
「市民参画」が「顧客参加」につながり、買い物を通した「まちづくり」を実現する。

戦略と手法
①アイデアの募集と実現
まちづくりを身近に感じてもらうため、まちづくりのアイデアを募集し、その一部を実現することでまちづくりへの市民
のコミットメントの形成を行う。エリアマークでは、
「まちにもの申す！ダテなまちづくりへの提言」にてまちづくりアイ
デアを募集し、様々な歴史的事実やアイデアの収集と、フォーラムでの顕彰を行った。翌年には、発掘された歴史資源
「御酒屋（おさけや）又五郎」を活用したイベントを実施し、提言の一部の実現化と市民の商店街活性化への参画の仕
組みづくりを行った。
②購買行動への誘導
イベントは単に集客を目的としたものではなく、商店らしく何かしらの商売を行うものとした。
「みちのく酒の駅 御酒

経緯

屋又五郎」プロジェクトでは、継続的な展開を考え、ロゴやキャラクターの設定、紹介パネルの作成、専門家による研

商店街活性化の戦略を考える際、再開発やアーケード修繕、店舗改修などのハード面と、買い物客が楽しく回遊する
ためのイベント・雰囲気作りなどのソフト面の二つを基礎に、各店舗の売り上げの増加という目標達成を目指す必要があ

究内容の紹介などの「御酒屋又五郎」のブランディングを行った。これと連動させる形で、地元酒造メーカーと連携し
た地酒の試飲即売会を実施し、宮城の地酒の認知拡大を企図した。

る。すなわち、商店活性化には「まちづくり」の視点も必要となる。
一方で「まちづくり」は、多くの市民が興味関心を持つ事柄だが、行政や再開発業者、有識者などが話し合うような、敷
居の高いイメージがある。市民の意見がまちづくりに反映されないことが、まちづくりへの失望に変わることもある。逆
に市民の「顧客」という立場での「買い物」という身近な行動は、
「まちづくり」には一見無関係に見える。
「まちづくり」の
関係者も、市民を「顧客」として認識することはまれである。
エリアマークでは上記の現状を踏まえ、商店街の活性化に必要な「市民のまちづくりへの参画」と「顧客として商店街
へ買い物に来る」という二つの要素を融合する仕組みが必要との結論に達した。

アイデアの募集フェイズ

審査・顕彰

まちづくりへのアイ
デ ア を 募 集 する 。
「意見」ではなく「提
言」とする。

講演会・フォーラム
等の開催により、優
れ た アイデ ア を 表
彰する。

発掘資源の
ブランディング
地域資源の
発掘と活用企画

その手段として、市民よりまちづくりアイデアを募集し、そこで発掘・収集されたアイデアの一部を商店街の販売イベント
として実現することで、市民のまちづくり参加を実感させ、商店街への活性化の両方を実現する手法が考案された。

「御酒屋又五郎」とは？
慶長5年（1600年）の関が原の戦いの後、仙台藩祖
伊達政宗は仙台の地を拝領し、城造り、町造りが一段
落した慶長13年（1608年）に一人の男を召抱えます。
「御城内定詰御酒御用」の名目で自分用の酒を作ら
せるのが目的でした。

競いあい、宮城の酒造りは磨かれていくことになります。
榧森家は、初代「榧森又五郎」
（後に又右衛門）から
明治初期の十二代「榧森幸蔵」
に至るまで御酒御用を務めま

親交のあった柳生宗矩の紹介により、大和（今の奈

夏氷酒、甘露酒、覆盆子（イチ
ゴ）酒、等々二十数種類もの

これが、又五郎（後に又右衛門）です。

多種多様なお酒の製法とと

台城内三の丸に酒蔵と居室を拝領して酒造りに励み、結
果、仙台藩内の酒づくり技術向上に貢献しました。
この又五郎来仙以降の藩御用達酒屋の発展ととも

市民参画

市

民

現化
の具
成果

販促イベントへ誘導

ロゴやキャラクター、
説 明 パ ネ ル やパ ブ
リッシングなど、オー
ソドックスなブラン
ド戦略を実行。

商品提供

販促イベント

顧客参加

顧

展示 即売会 や買
物 ラリー な ど 、
様々な手法。

客

図8／市民参画と顧客参加の融合の仕組み

すが、その後廃業し、印籠酒、

良県）の榧森（かやのもり）から呼び寄せた酒蔵職人、
又五郎は、出身地にちなみ「榧森」の姓を与えられ、仙

地域資源の発掘

商店等

市民参画と誘客イベントの融合方式

市民参画と誘客イベントの融合方式

アイデア・
提言募集

アイデアの実現と購買行動への誘導

もに、歴史の中にその姿を
消していました。
（「みちのく酒の駅」資料よ
り抜粋・再構成）

に、仙台城下では町酒屋も登場し、お互いに酒造技術を
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市民参画と誘客イベントの融合方式

仙台エリアマーク
ダテなまちづくり 事業協同組合
提言プロジェクト

ダテ な
ま
ち
づ
くり への
提言募集

過程

まちに
もの申す！

ポイント

第1 回
シニ
ニア限定

ダテなまちづくり
への提案

ダテな まちづ
くり

■応募資格
■募集要

をお聞かせくださ
い！

領

■優秀提言の表彰
ダテなまちづくりフ
ォーラム

■審査委
員

この事業は、
財団法人
宮城県建築住宅セ
平成22年
度まちづく
り活動支援事業の ンターの
助成を受けて行って
います。

先輩の声を
お聞かせ下
さい

ダテなまちづくり提言プロジェクト

①アイデア・提言の募集告知媒体

応募締切
応
募締切

22
2 9 30
3

長引く景気低迷の
中で、わがまち
特に高度経済成長
・宮城も元
気が足りません。
を支え、
様々な困難を乗り
切ってきた方々か
「他にこんな手だ
ら見れば、
ってあるだろうに
歯がゆい思いをさ
…」
れている方もいる と、
そこで、私たちは
に違いないのでは
考えました。
。
元気なまちにする
ために、
先輩の話をもっと
もっと聞いて、
ふるさと・
活かせないだろう
宮城の明るい未来
かと。
につながる
先輩の

「ダテなまち」というテーマで、高年齢
層をターゲットに提言募集。なお、最終
的に応募総数は28論文であり、応募
者で最高齢は83歳であった。

地元マスコミなどと連携
しないと、論文が集まら
ないので注意。

※1

募集は困難である。フリーペーパーや地元のマスコミ等との連携
した告知が望ましい。
地域資源を深く理解し、それを活用するための企画者や企画チー

ark.jp/

「せんだいメディアテーク」のスタジオに

ダテなまちづくり
フォーラム

チラシやポスター、HPのみでの告知では極めてアイデア・提言の

②地域資源を活用する企画者

ダテなまちづくり
提言プロジェクト
実行委員会

http://www
.aream

必要資源

て、フォーラム開催。優秀賞は「みちのく

ウェブでの投票も行った

酒の駅

御酒屋又五郎」。宮城の地酒文

が、もともと高齢者ター

化の原点ともいえる伊達政宗と榧森又五

ゲットだったので数があ

郎のエピソードが、宮城県産の地酒のブ

まり伸びなかった。

ムが必須となる。

予算（規模）
募集告知を除けば経費を抑えることは可能だが、この部分を抑えるとアイデアや提言が集まらないリスクがある。ま

ランド化に資する可能性が示唆された。

た、
「ブランディング」に係る、ロゴやキャラクター、紹介パネルやのぼり旗などにどの程度コストをかけるかは明確な答
えはなく、商店街活性化担当者は企画担当者とよく議論を重ねる必要がある。

「御酒屋又五郎」の歴史発掘と活用検討
みちのく酒の駅 御酒屋又五郎プロジェクト

又五郎フォーラム

金額

備考

募集告知

30万〜50万円

告知を広告として出す場合、媒体によって金額が変わる。

講師謝金

4万〜10万円

2回分。有名講師より、地元資源に造詣の深い大学教授や研究者などの地元有識者がベター。

サンモール一番町商店街のアーケード

ロゴやキャラクターの設

内に会場を設置し、パネルや講演、地

定、紹介パネルやのぼり

酒の試 飲コーナーなどにより市民に

など、
「 御酒屋又五郎」の

印刷等

15万〜50万円

募集チラシ、ポスター等に加え、ロゴやキャラクター等のブランディングに係るコストに注意。

ブランディングを行った。

会場使用料

4万〜30万円

路上で行う場合、イス机、PA等のレンタルが必要となる。

「御酒屋又五郎」を広くPR。

実施に当たり注意点
フォーラムを開催しているすぐ横では、

試飲即売会

※2

宮城の地酒の試飲即売会を実施。6種

売り上げ目標を立て、単

類の地酒を飲み比べるという、滅多に

なる試飲会にならないよ

ない魅力的な機会を提供。2日間で約

う工夫。

14万円分を売り上げた。
※1 （財）宮城県建築住宅センター「平成22年度まちづくり活動支援事業」
※2 中小企業庁「平成23年度中小商業活力向上事業 サンモールふれあいビレッジ」

①優れた提案内容の発掘の可能性
まちづくりや商店街活性化の担当者・関係者が思いもつかない、優れた提案内容が集まる可能性がある
②市民のまちづくりへの参加意識の向上
優れた提案内容の一部でも実際に具現化することで「街づくり」への達成感が得られ、商店街活性化を含むまちづく
りへの市民の参加意識が高まる。
③まちづくりや商店街活性化の活動告知
市民から提言されたアイデアを一つでも目に見える形で実現することは、まちづくりや商店
④商店街活性化の位置づけの明確化
「まちづくり」イベントと「商店街活性化」イベントを「地域資源発掘」という一つの軸で行う
ことで、目的か手段か混同されがちな「商店街活性化」を、
「まちづくり」の中で定義するこ
とができる。
⑤売上向上という目標の再認識
特に「販促イベント」を仕上げに行うことで、
「商店街の売上増加」が、商店街活性化の重要
な一部であるという認識を、まちづくり関係者と共有することができる。

①「まちづくり」と「商店街活性化」の定義の共有
「まちづくり」の専門家・担当者の考える街の「活性化」の範囲は、非常に広い。本企画の「活性化」の成功定義は、
「まちづ
くり」と「売上」の融合である点を、
「まちづくり」の専門家・担当者と「商店街活性化」の担当者が共有する必要がある。
②イベント目的の再確認
一方で、商店街活性化の担当者側でも「活性化」の定義が共有されていないと、単なる「集客イベント」を企画してしま
う可能性がある。イベントそのものが売り上げが立つものであったり、商店街の商店の販売促進になるような内容の
企画を心がける。
③既存商店との調整
販売イベントの場合、商店街の既存の商店の売り上げを妨害しないような商品構成にしたり、商店そのものが参加す
る形にする必要がある。ただし後者の場合、不参加店舗に不満が残る可能性があり、本企画は個店支援ではなく「ま
ちづくり」という大きな視点の一環である点の理解を得る必要がある。
「ダテなまちづくりへの連携」では、マスコミ各
社への「協賛」も取り付けた。
④積極的な告知
アイデア・提言の十分な応募数を得ることは、非常に難しい。告知媒体との連携を密にとったり、場合によっては「まち
づくり」専門家の人脈などを活用させてもらい、十分な数の応募が得られるよう努力する必要がある。
「ダテなまちづく
りへの提言」では、マスコミ各社の「協賛」も取り付けた。

市民参画と誘客イベントの融合方式

市民参画と誘客イベントの融合方式

効果（メリット）

街活性化の当事者たちの本気を、広く市民に伝えることができる。

22

費目

⑤「若い視点」のとりこみ
「まちづくり」へのアイデアや提案は、地域資源に造詣の深い比較的年齢層の高い世代の投稿が多くなると考えられ
る。
「若い視点」の導入を目指すのなら、そのターゲットに応じた媒体にて告知を行う必要がある。
⑥地域資源の活用の制約
地域資源によっては、仮説段階や学術的に議論があったり、特定の個人や団体にのみ使用が許されているもの、伝統
的・慣習的に商業イベントとして活用できないものなど、活用には制約がある場合がある。
⑦地域資源活用アイデアの実現可能性の考慮
応募のあった提言の中で、実は「みちのく酒の駅 御酒屋又五郎」は、実は最優秀賞ではなかった。活性化の手法とし
て、将来の地域資源活用という戦略的視点が優先されるべきである。
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地域フリーペーパー発行方式

お！宮町地域情報編集局の事例
Concept
効果（メリット）

住民参加型のフリーペーパー発行によるコミュニティ活性化
地元に住む有志に取材や編集のプロによる教育を施し、フリーペーパーの編集局を結成、発行することで、
地域の歴史資源や人材資源の発掘を行う。

①地域資源の参加型発掘
地域資源の発掘を市民参加型で行うことができ、特に取材や編集
に参加した者は、地域の資源を深く理解する。
②新たな生涯学習の仕組み
研修とフリーペーパー発行の一体化により、地域における「参加型
生涯学習」の仕組みになる。

経緯

③広報機会の創出

近年様々なフリーペーパーが全国的に発行されるようになり、単なるブームから出版文化の一つとして定着した感が
ある。
「まちづくり」や「商店街活性化」にフリーペーパーを活用する手法も徐々に浸透しているが、専門業者等に発行し
た場合、紙面の質は高いものの、市民のまちづくり参画や商店街の資源発掘の効果が限られる場合がある。また、
「素
人」の住民などが手掛けた場合、残念ながら独りよがりな紙面になりやすい。そうした問題を解決するため、そこに「住
む」
・
「生業を持つ」者が自ら出版のイロハを学び、手作りながらも質の高いフリーペーパーを発行するという、住民参画
型フリーペーパー発行の手法が生まれた。

広告掲載や取材による、各店の広報の機会となる。
④地域課題の把握
地域の商店街が抱える問題の提起や課題解決の模索の機会となる。
⑤人材の発掘
まちづくりや商店街活性化を担う人材が発掘される。

必要資源
戦略と手法

①取材・編集等の指導者

最大の目的を、誘客や広報というよりは「地域情報共有の戦略的な仕組み作り」とする。フリーペーパーを地域情報の
発掘と共有を通じて、地域づくりの新たな担い手たちを発掘していく重要なツールと位置付ける。またメディア自体のク

現役の記者や編集者などの「プロフェッショナル」から直接教えて
もらうと、参加者のモチベーションが非常に上がる。

オリティを上げ、
「取材・編集」と行った活動に興味を持つ市民を発掘するため、新聞記者などのプロフェッショナルによ
る研修も行う。なお、本プロジェクトは平成22年度仙台市コミュニティ活性化モデル事業の採択を受けて行っている。

予算（規模）
講師謝金と印刷費が主となる。当初の研修にはコストがかかるが、取材や編集を住民によるボランティアで行うこと
で、外注するよりもトータルで安くすることができる。ただし、デザインなどにこだわる場合、デザイン料が別途かかる場

過程
取

材

発

行

ツアー

実施に当たり注意点
①リーダーシップとクオリティ・コントロール
主要ターゲットは地元に住む住人などだが、研修を通して独りよがりにならない意識と、情報発信のための基礎スキ
ルを市民記者が涵養していったため、地域外の方が見ても面白い内容となった。そうした内容にするには、編集チーム
でリーダーシップやクオリティコントロールをする者が必要である。

半 年 間にわたる合 計 6 回 に及
ぶ、現役記者等による講座が行
われた。最も多かったのが20代
であり、地域の活性化に地元の
若者が参加するきっかけになる
という、予想外の成果があった。

取材や記事制作、編集などの専
門知識を吸収した後、実際に取
材。研修では写真撮影術等も学
んでいるため、コンテンツのほぼ
すべてを「市民記者」が作成した。

フリーペーパーは町内全戸に配
布したほか、商店街の店舗にも
設置してもらった。各商店の売り
上げ増加の仕組み構築が、今後
の検討課題である。

宮町界 隈の地 域 資 源を回るツ
アーも実施。仙台東照宮など歴
史資源が多い地域なので、今後
は「歴史短報ボランティア」など
を地 域住民で組 織化した地 域
貢献があり得るかもしれない。

②研修講師の選定
ノウハウの塊である取材・編集等のスキルは、伝達が非常に難しいものである。例えば、優秀な現役記者が必ずしも優

地域フリーペーパー発行方式

地域フリーペーパー発行方式

研修「取材・編集力向上講座」

合がある。

秀な「指導者」とは限らないため、研修の講師選定の際は留意する必要がある。
③フリーペーパー発行の位置づけ
「お！宮町地域情報編集局」プロジェクトの場合、フリーペーパーの発行が最終ゴールではなく、大学との連携や商店
街との連携、防災・減災などの拠点設立など、様々なアイディアや構想に至るまでの手段の一つという位置付けであっ
た。すなわち、フリーペーパーを作る過程で発掘された資源や生み出されたノウハウを、どう活用していくか、という視
点を持つと、様々な効果が出る可能性がある。
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商店巡りツアー方式

新たなまちの魅力発見「ぶらサンモ」と、
サンモール国際派商店めぐり

効果（メリット）
①商店街の魅力の「気づき」
商店街めぐりの企画作りでの取材や素材収集が、商店街関係者の
自らのお店や商店街の魅力を再認識する「気づき」の機会となる。
②意識共有の改革
商店街として周辺の歴史や建築物、産品などの発掘や、商店への
取材を通した魅力の発掘を行う過程で、商店街のメンバーが活性

Concept

化に向けた意識共有や意識改革を促すことがある。

商店街の新たな魅力発掘とツアーによる紹介

③市民の呼び込み

商店街の建物や史跡などのハード面と、イベントや商店主のエピソードなどの「ソフト面」を発掘し、新たな
商店街の魅力として再定義する。これらをツアー形式で周知を図り、商店街の魅力の認知度向上を行う。

商店街やその周辺の歴史や、新たな商店街の取り組みなどを紹介
するツアーは、
「まちづくり」に興味のある市民を商店街に呼び込むきっかけとなる。
④販売促進効果
商品や「商店主の魅力」などを紹介するツアーは、新たな購買や「お得意様」を作るきっかけになる場合がある。

必要資源

経緯
「商店街巡りツアー」の企画は、今や多くの地域で行われている。しかしツアーの目的が「商店街を知ってもらう」だけ
に止まっている例も多く、例えば商店街周辺を含む「まちづくり」の視点を提供したり、売上につなげる「商店街活性化」
まで視野に入れたものは少ない。以上のような問題意識から、サンモール一番町エリアでは、
「野中神社」等の資源の成
り立ちと今後の活かし方を探索する「ぶらサンモ」、そして外国人が買い物しやすい商店を紹介する、
「留学生・在仙外国

①ツアーの企画者
本プロジェクトの成功は、地域資源を発掘・取材し、これを魅力的なツアーコンテンツにする「企画者」の腕にかかって
いる。単なる「お店紹介」で終わるのではなく、普段とは違う視点や掘り下げが必要である。また、深い知識だけではな
く顧客を楽しませる精神や、外国人向けなら英語力の優れた案内など、高いレベルのホスピタリティーが求められる。

人のためのサンモール国際派商店めぐり（以下「国際派商店めぐり」という）の二つを実施することとなった。

予算（規模）
基本的には取材や資料作り、当日の案内にかかる費用など、人件費が主たるものとなる。比較的コストをかけずに実

戦略と手法
ツアーを企画する際、地域資源や商店の取材過程で新たな魅力を発掘したり、商店街関係者が自らの魅力を再認識

施することができるが、実施に至る計画策定のコストが意外にかかることを認識すべきである。

する効果がある。これらを「自己満足」かつ「一過性」のものに終わらせないため、ツアーを有料の「商品」として提供し、
むしろ発掘した資源をその後も継続的に活用する仕組みの構築をめざした。本プロジェクトでは「まちづくり」の視野を
重視した「ぶらサンモ」と、外国人の消費拡大を目指した「国際派商店めぐり」の二つの有料ツアーを行った。

実施に当たり注意点
①ツアーの目標の確認
ツアーを市民の「まちづくり」視点での涵養を目指すのか、新たな顧客を発掘する「商店街活性化」を目標とするか、企
画当初から目標を明確化しておく必要がある。

過程

②資源発掘の手法の工夫
サンモール国際派商店めぐり

地域資源は「偉大な歴史遺産」である必要はない。普段その地域で商いや住んでいる者同士が「座談会」形式で生活
史や口伝、方言や風習などを再発見するなど、発掘には工夫が必要である。
③ツアーの有料化
継続的な開催の為には、有料のイベントにすることが望ましい。自信を持って対価を求められる程度まで、企画内容を
④企画にかかる「サンクコスト」の認識

サンモール一番町エリアで、仙
台城下の「縄張り」と深い関係
のある「野中神社」の歴史を、最
近の「縁結び」等の取り組みやそ
の意義について学んだ。

まちづくり活動の一環で、壱弐参
横 丁 内 で 復 活させ た井戸を見
学。東日本大震災の際は、中心市
街地の貴重な水源となったエピ
ソードを披露。

「マルシェ・ジャポン センダイ」
が開催されているサンモール一
番 町 商店 街アーケードにて集
合。通訳兼ガイドが、外国人も利
用しやすいショップを紹介。

横丁には「怖い」イメージがあっ
たという在仙外国人だが、壱弐
参横丁の小さくとも日本的で温
かい雰囲気のお店で、新たな発
見があった模様。

ツアーの企画は、顧客満足度を高めるために様々なノウハウが必要な高度な業務である。そうした準備段階の「企画
費」に当たるコストは認識されにくく、
「サンクコスト」になりがちなので、正当に費用を見積もるべきである。
⑤安全に対する配慮

商店巡りツアー方式

商店巡りツアー方式

ブラッシュアップすべきである。

ツアー中の事故には細心の注意を払い、イベント保険等の加入を行うべきである。
⑥旅行パックとの連携の際の留意
現地集合型以外の宿泊などが伴うツアーの場合、旅行業を登録した旅行業者等との連携が必要になるので注意を要する。
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「仙台エリアマーク事業協同組合」の事例
Concept
本業を各々持った専門家集団による、純民間組織の地域再生支援

担当

社名・事業内容

仙台エリアマーク事業協同組合（以下「エリアマーク」という）は、中小企業と商店を「まちづくり」
・
「店づく
り」の専門家によりサポートする、地域再生の民間支援組織である。再開発・建築設計・都市計画などの「町
並再生」と、市場戦略・販促作成・顧客分析などのマーケティングを軸とした「事業戦略」の専門家で構成さ

株式会社マイザ
土地開発

●資産の運用と有効利用のベストパートナー、総合コンサルタントオフィス、不動産売買・仲介・賃貸仲介・管理、
土地有効利用提案・企画
●宮城県知事（4）第4219号、
（社）全国地宅地建物取引業保証協会会員、
（社）宮城県宅地建物取引業協会会員

れ、
「現場第一線のまちなか再生レスキュー部隊」というコンセプトで、個店や商店街組合などの支援を具体
的に行っている。

株式会社アサヒ建築設計事務所
建築設計

経緯

●建物の設計・監理
●土地の有効活用の企画・提案
●建物調査・コンバージョン企画・提案

従来、商店街の活性化は町並の再生という「ハード」面と、事業戦略の策定という「ソフト」面の両輪で行われてきた。
一方、近年の顧客嗜好やWeb通販を含む販路の多様化を背景に、従来のまちづくりの視点に加え、
「個店」のカイゼンや

ブレイントラスト＆カンパニー株式会社

創業活性化等による、売上増加の視点も重要となってきている。
これら4つの要素は、個々に高度な専門知識とノウハウを必要とする。しかし具体的な商店街活性化プランを策定し、

商業企画

実行に移す際に、ワンストップで支援してくれる組織に依頼することは、規模的・予算的に余裕のない商店街にとって困

●戦略開発事業／地域資源開発、食産業商品開発、飲食業態開発、顧客リピート戦略
●調査分析事業／テストマーケティング、商圏調査分析、覆面調査、公共施設満足度調査
●企画制作事業／商業施設企画、個店販促企画、売場提案力改善、ブランドデザイニング

難であった。また、商店街・個店ごとに課題は様々であり、きめ細かな支援を受けるためには、物理的に支援組織がその
商店街に近いところに存在することが望ましい。
以上のような問題意識から、200１年より仙台に拠点を置く各分野の会社の有志が、仙台市内のまちづくりについて
勉強会や通常業務での実践などを重ね、2003年に「まちなか再生支援法人 仙台エリアマーク事業協同組合」を設立す

情報製作

るに至った。

2003年

ハリウコミュニケーションズ株式会社
デジタルアーカイブの設計・構築、広告宣伝、CI、看板・サイン計画・施工、コピー、イラスト、デザイン、CG制作、
CD-ROM・DVD-ROM、ホームページ企画・制作、データベース構築、印刷物の企画編集・出版

1月 事業協同組合設立
10月「トライショップ（短期間チャレンジショップ）」を主催
（仙台市中心市街地活性化新規事業誘導促進事業）

まちづくり
デザイン

まちづくり研究所株式会社
●まちづくり（ひと・建築・土木・環境・土地利用・空間・法規制の融合したトータルデザイニング）に係わる調査、
研究、企画、計画、設計とマネジメント
●合意形成ワークショップ手法を活用したまちづくり

販路拡大支援…いわて三町アンテナショップ（石鳥谷、大迫、東和）

2005年

起業育成支援…トライショップin泉中央（仙台市産業振興事業団）

2006年

中心市街地活性…しおがま乗ってぶらぶら輪（塩竈市）

2007年

市場動向調査…富県みやぎサービス産業開発調査（宮城県）

●オンラインショップ「鮫屋」運営

2008年

中心市街地活性…塩竈まぐろ直売・食堂（塩竈市）
平泉文化遺産新商品…特別純米酒（世嬉の一酒造）、溜ゆい
玉小箱（翁知屋）、かわらけ煎餅（平泉商工会）

株式会社ゆいネット

2009年

テストマーケティング支援…地大豆発酵アミノ飲料（玉松味噌醤油）
仙台・宮城 伊達な旅…白石う〜めんフェア（奥州白石温麺協同組合）

有限会社リアスコーポレーション
調査分析

事業連携

●心豊かにする商品やサービスを開発し、より多くの人に提供する活動に気概を持って取り組み、次代のスタン
ダードを創造します。
●市場調査の企画・実施及びその分析

●情報関連サービス（IT講習、IT技術サポート、WEB）、CAD技術関連サービス
●人材派遣業（特04-300042）、業務請負業

●まちなか情報特派員事務局の運営、マーケティング支援

●働く女性向けフリーペーパー「Actaleia（アクタレイア）」発行
●インターネットショッピングサイト「ゆいネットショップ」の運営
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2004年

※2011年12月より、
「食」に関する企画開発・提供などを得意とする「株式会社食むすび」が新メンバーとして加盟
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手法と戦略

過程

ポイント

①組織の機能ポートフォリオの構築
「エリアマーク」の最大の特徴は、
「ハード」と「ソフト」という視点に加え、
「街」とそれを構成する「個店」という視点
による、各分野の専門性が棲み分け及び協働が行われることである（図9参照）。こうした多角的な視点での支援を行
うため、商店街の活性化の効果測定は路面の交通量やイベントの集客数などの従来の「まちづくり」のスケールに加

クライアントの依頼内容に応じて、
「機

支援タスクフォース
編制

え、各店やイベントの購入回数や売り上げ増加など、
「収益性」の面もベンチマークする計画を提案している。

能ポートフォリオ」を意識しながら、支
援内容を設計し、タスクフォースを編
成する。各組合員は、自社内の人的・物
的資源の配置・編制を行う。

クライアントニーズと、エンドユー
ザーニーズを混同せず、
「 データ」
に根 差したマー ケティング 観 点
で、支援内容を検討する。

②柔軟で機動的な組織運用
依頼内容によって適切な規模・役割で、組合員のタスクフォース（任務編成）を編成する。実行段階で人手が足りな
い場合、各組合員同士が協力してプロジェクトを進行する。

プロジェクトをタスク単位に落とし込

共同受注

み、責任分界を行う。役割分担に応じ

単に役割分担だけではなく、
「予

て各組合員は費用を見積もり、全体予

算」
「 スケジュール」を一体で管理

算を確定する。組合内での合意の後、

する。

共同受注する。

個店

時に販 売支 援などの現 場に立つこと

商業企画

（ブレイントラスト&カンパニー（株））

実行

も。実行段階においては、個別ミーティ
ング、定例ミーティング、昼食会、懇親
会など、あらゆる方法で高頻度に「顔を
合わせて」情報共有。

ソフト︵事業戦略︶

（ハリウコミュニケーションズ（株））

市場調査

情報制作

︵︵株︶ゆいネット︶

ハード︵街並み再生︶

建築設計

（（株）アサヒ建築設計事務所）

組合員各社より組合に対して当初予算

精算・効果測定

分を請求し、支払う。公的機関からの
委託事業などの場合、通常は年度明け
に組合に振り込まれることが多く、タ
イムラグに注意。

組合内で「報告書」の類は不要（ク
ライアント向け議事録・報告等は
もちろん残す）。とにかく顔を合わ
せる。

通常は各社が費用を立て替え。各
社のキャッシュフローのみで吸収
しきれない場合、組合として金融
機関からの借り入れを行う。

都市計画

（まちづくり研究所（株））

効果（メリット）
①適切なチームの編成による支援
商圏分析

土地開発

（（有）リアスコーポレーション）

（（株）マイザ）

要支援者（再開発組合、商店街組合、中小企業・事業主、個店、有志グループ等）にとって、地元の専門家集団による支
援は、個別の課題に応じた適切なチームによる支援が受けられ、かつ高密度なコミュニケーションを取ることが可能と
なる。

街

図9／エリアマークの機能ポートフォリオ

支援者そのものも地域に根差しているため、高い目標にコミットし、支援資金も含め地域へのお金の循環が多い。

支援事業メニュー

③「収益性」の視点と最適化・重点化された予算運用

調査分析事業
商圏や顧客を調査分析して、ターゲットと対策を明確化し、事業
戦略を立案します。

連携共催事業
公共機関や民間企業とのマッチング、共催など新事業・新市場
の場を支援します。

地域活性事業
商店街や温泉街など、新たな付加価値化による地域への集客・
交流を支援。

店舗監修事業
施設調査から商品開発・ブランド化・店舗デザインまで、開店・
開業を実現します。

企画運営事業
仙台商圏での新販路アンテナショップや、新商品テスト販売を
企画運営します。

業態開発事業
新業態の開発を、ハード・ソフトの面からビジネスモデル作りま
で支援。

行政・公的機関にとって、純民間の専門家集団の組合に委託することで、
「まちづくり」の視点に「収益性」という視点
が加わり、課題解決のために最適化され、かつ重点的な予算配分が行われる。
④小規模ながら実力派の企業の支援参加
組合員にとっては、通常一社では支援しきれないまちづくり案件に対して、共同受注することで支援に参画する機会
が得られる。
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②高いコミットメントと地域へのお金の循環
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必要資源

Column

①各分野の専門家という「人的資源」

支援機関はどの組織形態が適切か？

各社に所属する社員の専門性が重要である。

仙台エリアマークの特徴は、もともと本業が別にある各社の経営者・スタッフが、各々の得意分野・プロフェッショナル

②Webベースのコミュニケーションツール
メーリングリストやファイル共有などのクラウド環境が必要となる。なお、本業を別に持つ者同士の組織であるため、
組織への所属意識を維持するため、メンバー全員による毎日更新のリレーブログを行っている。

予算（規模） 30万円から1,000万円

を発揮し、
「地域の活性化」という一つの共通目標に向かって商店街の活性化を支援する点にある。こうした異業種の共
同体には様々な形態があり、それぞれ商店街の活性化を行う上でメリットやデメリットが存在する。

メリット

（個別案件規模、2011年度まで）。

デメリット

依頼内容によって規模・役割分担を柔軟に対応している。各組合にとっては、日常的な業務の一環として行われる。
ミーティングルーム、コピー機等は各社の資源を流用。

実施に当たり注意点

事業協同組合

●様々な企業が独立性を保ちながら参画する
ことができる。
●民間同士の連携体であり、顧客（商店街等）の
「収益向上」という目標を共有しやすい。

●対等かつプロフェッショナル組織同士の連携
体の為、責任分界やリーダーシップの発揮が
難しい場合がある。

①組織成立には一定量以上の都市規模が必要
各分野の専門家がその地域に存在するには、一定規模以上の都市規模・商圏規模が事実上必要である。
②「事業戦略マーケティング人材」の確保
とりわけ「マーケティング」の専門家は大都市ですら不足しがちであり、個店の売り上げ貢献策のきめ細かな策定が困

街づくり会社

●地域密着型の公益性と企業性を併せ持ち、
「官」と「民」のバランスが必要な事業に適して
いる。

NPO

●営利事業では対応できない、きめ細かい支援
が可能。

難である。

●専任スタッフを確保することが望ましく、その
分の運用コストがかかる。
●具体的な事業を決定し、それを収益事業化する
までの間のキャッシュを用意する必要がある。

③地方中小企業向けに低収益で実施支援

もともと、余力のない商店街だからこそ支援を要望しているため、受託する「まちづくり支援」事業そのものは大きな
収益性を期待できない。よって、支援組織に所属する各社は、そもそも本業で十分な収益を得ている必要がある。

④適切な組織形態の選択

●自身は利益を追求する必要がないため、
「知
恵」部分の利益率が低く、継続的な仕組みを
作りにくい場合がある。
●個店の売上アップの支援が行いにくい。

まちづくり事業の委託元である自治体等が、委託先として問題視しない場合、現在ではLLP（有限責任事業組合）など
の事業形態の方が適当な場合がある。
（仙台市はLLPへの事業委託を積極的に認めている）
⑤組合員同士のコミュニケーションの多様化と維持
本業が別にある会社同士のタスクフォースであり、スケジュール・予算管理などを適切に行うため、メーリングリスト、
SNS、定例ミーティング、懇親会等による多層的情報共有を維持し、高頻度なコミュニケーションを維持する必要が

LLP

ある。そのため、物理的に距離が近い「地元の企業」による連携が望ましい。

●利益に対して組織に課税するのではなく、構
成員である組合員の所得にそれぞれ課税さ
れる「パススルー課税」により、士業や実力派
の個人事業主には魅力的な連携方法である。
●組織設計の自由度が高く、組織運営のコスト
抑制が可能。

⑥幅広い年代（20代〜60代）と男女編成

●あまり知られていない組織形態のため、公的
機関が委託等を行わない場合がある。
●毎年利益を完全に組合員で処分するため、組
織そのもののを拡大するには不向きである。

支援組織は「ベテラン男性」による顧問組織ではなく、多様な年齢のスタッフと女性を意識的に組み込んで、多様な視
点を提供できるようにするべきである。
⑦全員が実働
地域に根差した専門家支援組織の設立
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仙台エリアマークの場合、主事も代表理事も担当業務を持つ。視点の提供だけでなく、実際のマンパワーとして現地
で「汗をかく」ことが必要である。

JV

●比較的短期間のプロジェクトベースでは各企
業の能力を発揮できる。

●収益性が低く長期にわたる支援事業を行うイ
ンセンティブがない。
●契約の範囲以上の対応やニーズが顕在化し
た場合、対応が難しい。

まちづくり支援に適した組織編制を柔軟に編成することが鍵。
逆に最初の組織編制の段階で失敗していると、
どんな手法を用いても成功は極めて難しい。
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