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岐阜市

岐阜県

柳ケ瀬商店街

岐阜駅

　岐阜市は、我が国のほぼ中央部で、岐阜県の南西部に位置し、名

古屋からは約30km、東京からは約250km､大阪からは約140kmの

距離にある。伊勢湾内陸部の拠点都市として東海道沿線の主要都

市であるとともに､東海と北陸を結ぶ高山線の起点でもある。

　岐阜市中心商店街である「柳ケ瀬」や、隣接する「美殿町」は、岐阜

駅から約1km北部に位置する。

交通
名古屋の30km圏内。名古屋までJRで最短18分。中部国

際空港から1時間圏内（約55分）。

市域の変遷
明治22年7月1日　市制施行　

※市制施行時の面積10k㎡、人口25,750人

平成8年4月1日　 中核市指定

平成18年1月1日　柳津町と合併

平成21年7月1日　市制120周年

人口動向
　岐阜市全域の人口は、約42万人（平成24年）、平成9年

からほぼ横ばいで推移している。世帯数は年々増加し続

け、平成23年には、平成9年に対して約113％となった。
美殿町商店街

面積：202.89㎡

　柳ケ瀬は岐阜市制と同じく明治22年に始まる。昭和20年7月の空襲で岐阜市街のほとんどを焼失したが、終戦直後、旧国鉄岐阜駅前に

繊維問屋街が形成され一大産地となり、復興目覚しい柳ケ瀬は全国的に有数な繁華街となり、岐阜市の中心市街地へと発展した。

　しかしながら、繊維産業の海外展開と流通体系の変化による問屋街の衰退、中心市街地からの大型店舗の撤退と郊外への大型店舗の出

店、公共公益施設の郊外移転もあって、中心市街地やそれに隣接する居住者の暮らしが不便となり、もはや過去の商業的な意味での栄華

を求めることは難しい状況にある。

平成19年5月28日　岐阜市中心市街地活性化基本計画認定 （平成19年5月～平成24年9月）

平成24年6月28日　2期岐阜市中心市街地活性化基本計画認定 （平成24年10月～平成30年3月）

事業所数
昭和57年から平成19年にかけて、岐阜市全域における事業所

数は、約38％減少している。中心市街地については、約45％減少

しているが、対市内のシェアについてはそれほどの変化はない。

従業者数
　昭和57年から平成19年にかけて、岐阜市全域における従業者

数は、約8％増加している。中心市街地については、約53％減少

しており、シェアについても約15ポイント減少している

■中心市街地の概況

■位置

■地域の基礎データ

年間商品販売額
昭和57年から平成19年にかけて、岐阜市全域における年間

商品販売額は、約30％増加している。中心市街地については、

約55％減少しており、シェアについても約21ポイント減少し

ている。

中心市街地は、事業所数から見れば、引き続き岐阜市の中心

商業地を形成しているが、従業者数や年間商品販売額から見る

と、空洞化が進展し、中心商業地としての位置づけが減退して

いる。

【小売業の事業所数、従業者数、年間商品販売額の推移】
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杵屋栄二写真集「汽車 電車 1934-1938」より

イラ0011

美殿町ガス灯夏祭

みとのハロウィン キモノマーケット

■美殿町商店街振興組合の現状について
①商圏概況

　おもに岐阜市内近郊のお客様が中心で、老舗専門店が多いた

め、古くからの常連客が各店舗とも主たるお客様層となってい

る。また岐阜市郊外、名古屋からのお客様も各イベントで来場

されたことをきっかけに訪れるようになっている。

②1日平均来街者数
平日：1,844人　休日：1,420人　

（平成22年歩行者通行量調査より）

③業種構成の割合　

小売業　23件　62％、　飲食業　10件　27％、

サービス業　1件　3％、　卸売業　1件　3％、

その他　2件　5％

④空き店舗の状況について（平成24年6月 現在）

商店街の店舗数（非会員を含む）：45店舗

うち空き店舗数：8店舗

■美殿町のはじまり
　この街が美殿町と名づけられたのは明治42年(1909)  6月8日

で、明治44年(1911)には岐阜市で初めての路面電車が通りを走

り始めた。以後昭和25年(1950)まで美濃町線の発着駅として、

岐阜の繁華街の重要な一角を占めていた。当時は軒すれすれに

電車がゴトゴト音をたてて走り、ガス灯のほのかな光が街路を

照らしていた。

　現在美殿町にあるガス灯は、この文明開化当時の柔らかで穏

やかな光を再現し、昔ながらの街の雰囲気を楽しんでもらうた

め、昭和62年(1987)に岐阜市で最初に復元されたものである。

■岐阜市中心商店街の現状と、これまで

の取り組み
　美殿町は岐阜市中心商店街である「柳ケ瀬」に隣接し、柳ケ瀬

の発展とともに繁栄してきた。かつての柳ケ瀬は、「柳ケ瀬に行

くと何かしら魅力的なお店や商品がある」「柳ケ瀬そのものが

わくわくする街」など、県内外・市内外から多くの来客があっ

た。

　しかし、他都市の中心商店街がそうであるように、商店街の

魅力の減少と共に集客力を失い、さらにこのことにより近鉄百

貨店などの大型店の撤退につながり、さらに集客力を失い、空

店舗が増加していく…、という悪循環に陥っている。

　これに対して、柳ケ瀬商店街では、現在の閑散とした状況に

歯止めを掛けようと、様々なイベント・事業を行っているが、街

の賑わいを取り戻すことも、各商店の売上が増えていくことに

も結びついていないのが現実である。

　柳ケ瀬に隣接する美殿町においても、夏祭りや年末福引のイ

ベントを毎年開催し、イベント時には多くのお客様を集めるま

でになっていたが、イベントのためのイベント活動に陥り、各

商店の売上に結びついていなかった。そのため日曜・祭日を休

店とする店も出てきており、商店街としてさらに閑散とした悪

循環に陥っている。柳ケ瀬の状況を考えると、今までのように

柳ケ瀬に頼っていては、ますます閑散とした商店街になってい

くばかりであるが、「私の店は古くから続けているし店の名前

も知られているから問題ない」「私の店はなじみの固定客のお

客様ばかりだから関係ない」などと考えている商店主も少なく

なかった。

■新しいまちづくりの取り組み
　美殿町商店街においても、いくつかの商店では世代交代があ

り、修業先から帰って店を継いだ者もいる。しかし同時にお客

様の世代交代も進んでおり、彼らは、若い世代の来店が減り、店

の名前の知名度も商店街の知名度もなくなってきていること

を毎日の商売の中で実感した。

　そのような中で、8年ほど前、危機感を持った若手商店主を中

心に「美殿町街づくり委員会」を組織し、新しい街のエリアとし

ての『美殿町(※)』を作成し、街歩きが楽しくなる「美殿町イラ

ストマップ」を製作、配布活動をスタートした。このマップは現

在までに3回作り直している。

　イラストマップ活動を皮切りに、街の賑わいを取り戻すため

のイベントを、4月「美殿町春祭」、8月「美殿町ガス灯夏祭」、10

月「美殿町秋祭」「みとのまちハロウィン」と、年4回開催するよ

うにした。

各祭りとも伝統文化・和文化・着物・レトロにテーマを絞ったイ

ベントを開催している。特に春秋の「キモノマーケット」は手づ

くり和小物やアンティーク着物を中心とした内容で、名古屋は

もとより、関東・関西・北陸からはるばるやって来る来場者も

22
年々増え、全国から注目されつつあるイベントに

22「みとのまちハロウィン」は、仮装して美殿町に22供達にお菓子配布を行い、街の賑わいづくりをめ22である。美殿町の行動が美殿町近隣の若手店主に22り、一緒にイベントを行なうような活動へと広が22る。

　伝統・和文化・着物をコンセプトにしたまちづ22なっている「美殿町」は、名古屋にはない魅力的で22 る。202012122020た0012122020222020番町0012122020
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■一般財団法人岐阜市にぎわいまち公

　社の目的
　一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社は、岐阜市の都市整備

事業を効率的に行うための事業や地球環境の保全のための事

業を実施し、豊かな個性あるまちづくりの実現と市政の発展と

市民の福祉増進に寄与することを目的として設立された公益

法人。

　おもな事業としては、「市民、団体などのまちづくり活動の支

援」「中心市街地の活性化の支援」「市営駐車場の指定管理」など

の事業を行っている。

商店街活性化プロデューサー
　①商店街に対して、活き活きとしたまちにするための方策や

にぎわいを創っていくアイディアなどの企画・提案及び実践、

②空き店舗の利活用に関する仕組みの企画立案及び実施、など

を行うための人材を全国から公募により募集し、同活動を実践

している。平成22年度より本事業を実施しており、現在の商店

街活性化プロデューサーは２代目である。

ワンストップ相談窓口の開設
　中心商店街の空き店舗の実態調査やデータベース化により、

空き店舗に関する情報が集約されている。また、中心商店街へ

の出店希望者に対する公的補助を含めた情報提供や様々な相

談の窓口を開設しており、日常的に出店を希望する方と接して

いる。

まちなか情報交流拠点「柳ケ瀬あい愛ステーショ

ン」
　柳ケ瀬商店街の空き店舗を活用した施設で、市民の休憩スペ

ースや情報発信、イベント会場などの機能を提供する。公社で

は、ここを拠点に日常的に商店街と接しており、「商店主が主役

となったまちづくり」「個店の魅力を商店主自らが伝えるファ

ンづくり」などのソフト事業を企画、実施している。 岐阜市にぎわいまち公社
（中心市街地整備 ）推進機構）

ワンストップ
相談窓口

柳ケ瀬あい愛
ステーション

商店街活性化
プロデューサー

柳ケ瀬の
ファンづくり

まちの魅力の
発信

まちの
思い出づくり

商店主が主役と
なったまちづくり

他団体との連携

空き店舗
情報発信

空き店舗の
見学

クリエイター
とのコラボ

来街者の交通
手段

まちの歴史や
文化

まちづくり
リーダー養成

■中心市街地の活性化の支援について
　岐阜市の中心市街地整備推進機構である公社では、「柳ケ瀬

あい愛ステーション（まちなか情報交流拠点）」の運営、「ワンス

トップ相談窓口の開設（空き店舗対策）」、そして「商店街活性化

プロデューサー」による企画提案などを核に、柳ケ瀬など中心

商店街の活性化に関する様々な事業を展開している。
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１．支援機関の問題意識（柳ケ瀬など中心商店街の空き店舗対策全般）

　これまで、支援機関の「岐阜市にぎわいまち公社」では、柳ケ瀬など岐阜市中心商店街の活性化に関して、「商店街活性

化プロデューサー」とともに中心商店街の実態把握や、活性化に向けてのヒアリング、パイロット的な事業を企画・実施

してきた。

　これらから、中心商店街活性化への課題の１つとしては、街で新しく仕事を始める創業者、つまり、「まちに刺激を与え

る新たな感性」や「一緒に街を創っていくムーブメント」が必要であると考えており、彼らを受け入れる「場所」を用意す

ることが重要であると考えている。

　そういう意味でも、現在空き店舗となっている物件を所有している「不動産オーナーの役割」は重要である。

　美殿町商店街においても、いくつかの商店では世代交代があり、修業先から帰って店を継いだ者もいる。しかしお客様

は、先代に付いていた「なじみ客」であり、お客様の世代交代も進んでいた。店の知名度も商店街の知名度もなくなってき

ていることを毎日の商売の中で実感した。

　8年ほど前から、危機感を持った若手商店主を中心に、「美殿町街づくり委員会」を組織して「美殿町イラストマップ」を

製作、それに合わせて新しいコンセプトのイベントを開催するようになった。各祭りとも伝統文化・和文化・着物・レトロ

など、美殿町のイメージにテーマを絞ったイベントを開催している。特に春秋の「キモノマーケット」は手づくり和小物

やアンティーク着物を中心とした内容で、商店街の中央部に位置する「空き店舗」を主会場に、まちなかに露店が並ぶ。回

を重ねるにつれ全国からも注目されつつある。

　しかし、街づくり委員会がこの「キモノマーケット」に期待することの１つは、その主会場になっている「空き店舗」に

恒久的に店が入居し、日常的に集客すること。そこで、イベント時の出店者に意向を確認するが、出店にいたらず、次の一

手を決めかねている。

■空き店舗物件の需要と供給のミスマッ

チ
街をデータで見る「企業」にとっては、柳ケ瀬商店街は、検討に

値しない街である。

　平成22年度に商店街活性化プロデューサーや商店街関係者、

空き店舗のオーナーなどが、全国の複数の企業に対してヒアリン

グを実施した。商店主はもとより市民の「柳ケ瀬への想い」や「物

件やまち情報」をもって臨んだが、「一定量以上の通行量がなけ

れば検討の余地もない」「地方都市の商店街は検討しない」とい

う回答だった。

　一方、柳ケ瀬を面白そうと感じる「個人」、柳ケ瀬に憧れいつか

は出店したいと感じる「個人」にとっては、柳ケ瀬商店街は広す

ぎる・高すぎる物件しかない街である。

　公社では空き店舗対策の一環として、出店希望者を対象とす

る「相談窓口」を設置している。相談内容で目立つのは、「数坪で

始めたいが、大きな物件しかない」「これから商売を始めるので

家賃は２～３万円が限界」というものである。

　しかし実際に空き店舗のデータベースに登録されているのは、

「企業」を意識した中規模以上の物件がほとんどで、家賃20～50

万円（坪単価１万円）というものが大部分である。さらに「飲食店

禁止」や「物販に限る」という条件がついている物件も多く、これ

から創業しようとする方が検討できる物件ではない。

■物件オーナーへの提案の必要性
　柳ケ瀬など岐阜市中心商店街において、空き店舗を抱えてい

る物件オーナーには大きく２つのタイプがあると考えられる。１

つは「何とか貸したいが、方法がわからないオーナー」であり、も

う１つは「物件を貸すつもりがないオーナー」である。

　前者は、たとえば「小さく分割して個人に貸すことを考えてい

るが、方法がわからない」「居住スペースへの導線確保や分割の

ための投資を回収できるか心配」「見ず知らずの個人へ貸すのは

心配」などの課題解決が重要であり、適正家賃・小割り・改装な

ど、個人ニーズに応じた物件や募集方法の提案が必要である。

　後者については、「生活には困っていないオーナー」であり、

「かつての肩がぶつかり合った古き良き時代の幻想を抱き続け、

来るはずもない大企業からの引き合いを待っている」、あるいは

「家賃補助や公的な投資がオーナーの営業努力を阻害している

可能性」が考えられる。

　全く手入れがされていない物件もあり、とても「商品」とは思え

ないものが「空き店舗」とされていることに違和感を感じる。こち

らについては別の議論が必要であろう。

■新規出店があっても、長続きしない
新規に創業を行うには様々な課題に直面すると考えられる。

１つは、事業計画や資金計画が甘かったり、想定外の経営環

境の変化に耐える体力やノウハウがなかったなど、どこで出店

しても発生する一般的な創業に関する課題である。中心商店街

であったために「家賃補助など公的補助により経済的な自立が

できなかった」ということも考えられる。

もう１つは、これに加えて、商店街という特殊なコミュニテ

ィのなかで、出店者同士または、地域や商店街とのコミュニケ

ーションがとれず、孤立するケースがあるのではないか、とい

うものである。実際に商店街などでヒアリングすると、商店街

組合はアーケードなどの資産管理（借入金の返済）を行うため

の組織である場合が多く、その場合は「大家」のみが組合員とな

るケースが少なくない。隣接するテナントとは全く面識や交流

がないばかりか、大家や古株の商店主と、若者を中心とするテ

ナントが対立していたり、お互いの不信感が積み重なっている

場合が見られる。

　そこで、出店者同士または、地域商店街とのコミュニケーシ

ョンを構築する仕組みが必要ではないかと考えている。

■10年・15年先に「美殿町商店街」が存

 続しているか
本事業の企画提案時（平成24年6月）の美殿町商店街の空き店

舗の状況については、非会員を含む商店街の店舗

22
して、空き店舗数8店舗であり、空き店舗率は18

2222かし空き店舗には２階３階が含まれており、また22物件や、ギャラリーとして活用されている大きな22数字ほど「シャッター商店街」には見えない商店2222ちろん関係者にとっては重要な問題であるが…）

むしろ「美殿町街づくり委員会」の問題意識は2222舗対策も大切だが、後継者問題はもっと大きな課222222

２．商店街の問題意識

「個人」を対象とした、商店街への新規出店や空き店舗対策のスキームづくり、が必要で

あると考えている。

年・15年先に「商店街」としての美殿町が存続しているか、とい

うものである。現在営業している店舗を「経営者の年齢」や「跡

継ぎがいるか」

2020
という視点で１つ１つ見ていった時、

0011
潜在的な

22202000
を受

0011など202012122000000街の001212を絞20201212202000手づ001212
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　柳ケ瀬には、出店希望者が列を作るキラリと光る好事例「やながせ倉庫」があり、全国的に商店街活性化に携わる関係

者に注目されている。

　東海地区最大のつくる人の祭典クリエーターズマーケットを主催する相羽氏のプロデュースによる、製作、創造空間

である。昭和30年代に建てられた迷路のような古いビルの複雑なつくりをそのまま生かして創られた複数の部屋に、若

者を中心とした創業者などが入居して、それぞれが自由なスタイルで活動を行っている。現在は３号館まで拡張され、

カフェや古着屋、雑貨屋などが入居している。

　オーナーが若者に格安で部屋を貸し出し、オーナーや入居者が一緒に店の改装を行ったり、出店者同士によるイベン

トを行っている。

　以前より、支援機関・商店街（街づくり委員会）とも着目しており、今回の事業を行うにあたり、物件の運営、情報発信、

コミュニティづくりなどの機能を分解してモデル化して参考とした。

ーク着物を中心とした内容で、期間中、商店街の中央部に位置

する「空き店舗」を主会場に、まちなかにいくつもの露店が並

ぶ。

　このイベントには大きく２つの期待があり、１つは新しい客

層の来街と既存店の売り上げアップである。確かに回を重ねる

につれ、名古屋はもとより、関東・関西・北陸からの来場者も増

え、モダン着物を着た人々が街を回遊するようになった。しか

しイベント期間中だけであり、また、それほど既存店の売り上

げにつながっていないこともわかった。つまり、イベントで来

る客層と、既存店とのミスマッチという課題である。（もちろん

既存店の対応の仕方にも課題はあるが…）

　２つめの期待は、イベントの際に出店する店の経営者に、街

の雰囲気や手応えを感じてもらうことである。しかし、若手の

出店を期待して、空き店舗を小割りしてイベントを行ってきた

が、出店に至らなかった。彼らは別の本業を持っている場合が

多く、「恒久的な出店やフルタイムでの出店は難しい」「平常時

の来客が見込めない」などの理由である。

■イベントでの集客はあるが、日常の

　核となる場所がない
　これまでのまちづくり活動を通じて、日常的にお客様を集

客する核であり、美殿町の街のイメージの象徴となる核店舗

が必要だと考えるようになった。

　候補としては、美殿町商店街の中央部に位置し、ギャラリー

やイベント会場としても使用している「空き店舗」が考えられ

た。しかし当該物件の空きスペースは、４フロア分、各フロア

22坪～30坪であり、５階のオーナーの住居部分を含めて、１

階の入口を共有しているため、貸し出すには困難な物件であ

った。

　しかも単なる「雑居ビル」ではなく、街のイメージに合致し

たものにしたいという希望があり、なおかつ、新しく入居する

「仲間」と、これからの美殿町をつくっていきたい、その拠点に

したい、という思いがあった。

　しかし、これまで街づくり委員会を中心に、物件の内覧会を

意図した「キモノマーケット」などのイベントや、１坪から可

という「仮称）美殿町アパート」の入居者募集を実施したが、出

店にいたらず、次の一手を決めかねているところであった。

不動産オーナー

店

舗

店

舗

店

舗

店

舗

店

舗

ショップ
ディレクター

コンセプトを持った
ショップリーシングを行う

（プチ・商業コンサル的ポジション）空き店舗を賃借し
サブリースを行う

（プチ・デベロッパー的ポジション） プチデベロッパー

ショップ同士のコミュニケーションを形成する
（コンセプトをもっているからこそできる）

従来のチャレンジショップとはまったく違う新しい取り組み

目先の空き店舗対策ではなく、
美殿町の「まちづくり」
としての取り組みへ

３．周辺エリアでの好事例

やながせ倉庫の機能
　　実際には、１人のオーナーが様々な機能を担っている。
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小割り・シェアの仕方の
検討 適正家賃の検討

20開業（22

事業の実施体制の構築

ガヤガヤ会議
（創業促進チーム）

2
募集パンフレット作成

入居希望者の募集

入居予定者と商店街の
コミュニティー構築（WS）

街のコンセプトの再構築

ビルのコンセプト構築

小割りした物件の
運営主体・方法の検討

　支援機関である「岐阜市にぎわいまち公社」は、従来型の公的補助などの支援や、イベント・オリエンテッドの商店街活

性化の方策に疑問を感じ、パイロット事業的な提案や方策を研究してきた。

　空き店舗対策についても、前述の「問題意識」にあるように構造的な問題と捉え、例えば「個人を対象にした出店のスキ

ームづくり」についても議論を行っていた。しかしこれまでは、机上の議論に留まっていた。

　一方、美殿町商店街・美殿町街づくり委員会においても、前述のような問題意識を持ち、商店街の中央部に８年以上も

入居者が見つからない空き物件を小割りして、個人に貸し出す必要性を感じていたが、ノウハウやマンパワーの不足に

より、行き詰まった状態であった。

　そこで、近隣のまちづくりの情報交換する場などで、両者とも「アンテナ」を張り、常日頃から情報収集を行っていた。

　そのようなとき、商店街活性化に関するメールマガジンで、本事業（平成24年度商店街の創業促進事業）のスキームを

知り、両者による勉強会を経て、応募し、採択された。本事業がいわば仲人となり、美殿町商店街をフィールドに、両者が

連携して実証的な事業に取り組むことになった。

　支援機関である公社は、岐阜市の中心市街地整備推進機構を担っており、本事業を通じて得たノウハウを、岐阜市担当

部署へ提言したり、美殿町商店街をはじめとして、他の商店街にも普及したいと考えているところである。

「岐阜市中心商店街」において、空き店舗を埋める対策が

求められているなか、出店を検討する個人（創業者）がある

にもかかわらず、創業が促進しない理由の一つに、個人（創

業者）が求める適正規模の空き店舗が少なく、「物件の需要

と供給のミスマッチ」があると考えられる。

　一方、商店街で開業した創業者が直面する課題として、事

業計画や販売促進など、一般的な創業に関する課題に加え

て、商店街という特殊なコミュニティと関係構築ができず、

商店街の中で孤立するケースがあると考えられる。

　そこで、本事業では、岐阜市中心商店街の一つである美殿

町商店街において、「中・大規模空き店舗物件を対象に、物件

を小割りして、個人を中心とする創業希望者に貸し出すた

めの仕組み」を検討し、実践を行った。

　なお、本事業では、いわゆる「雑居ビル」的に入居者を募集

するような単純なフロアの小割りではなく、美殿町のまち

づくりと連携する取り組みとする。そのため、まちづくりの

コンセプトを確認し、対象物件全体のコンセプトや、入居者

同士や商店街とのコミュニティ構築などの付加価値を加

え、商店街ならではのインキュベーターの仕組みづくりを

めざしたものである。

１．本事業で検討・実施した内容
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２．事業の実施体制の構築

■事業の実施体制づくり
　本事業を進めるにあたり、美殿町商店街振興組合内に「創業促進チーム（組合員３名）」を組織し、支援機関である岐阜市にぎわいまち公

社と連携し、商店街での創業者受入れの仕組みに係る体制構築を行った。

　なお、事業の遂行にあたっては、公社側が、コンセプト作りや創業者募集、コミュニティづくりおよびショップづくりのコーディネータ

ーとなる「ショップディレクター」を派遣し、この３者によるチームにより事業を行った。

また、具体的な事業の検討や実施に際しては、支援機関である公社、ショップディレクター、商店街組合内の創業促進チームを中心に、

不動産オーナー、および岐阜市や商工会議所、地元商店街などの外部組織の助言や支援を受けて実施した。

■サブリース事業者（注１）
　当初計画では、物件を「不動産オーナー」から賃借し、小割りして、付加価値を付けて、複数の店子に貸し出す「サブリース事業者」を想

定。具体的には、「商店街組合」や「支援機関」「まちづくり会社」「民間企業」「リーダー的な店子の１人」、などが「サブリース事業者」になる

可能性を想定した。

　しかし、本事業では、対象物件のオーナーが積極的であり、事業の早い段階で、不動産オーナーがこれを兼ねることになった（同一人

物）。

　ただし、本事業は「個人を対象にした空き店舗対策のスキームづくり」について検討するものであり、ノウハウブックとして取り纏める

にあたり、便宜上「不動産オーナー」と「サブリース事業者」の両者を記載、または「サブリース機能」として記載する。

３．ショップリーシングの指標となる街のコンセプトの
     再構築

「どういう創業者を受け入れるか」を考えるには、まずは、どういう商店街（まち）にしたいかを考える必要がある。そこ

で、商店街（創業促進チーム＋商店街関係者）、支援機関、ショップディレクターによる「ガヤガヤ会議」を定期的に開催

し、街のコンセプトの再構築を行った。

　美殿町では既に、伝統文化・和文化・着物・レトロなど、美殿町のイメージにあわせて「和モダン」をコンセプトにまちづ

くりを進めており、それに基づいて「キモノマーケット」などのイベントも実施している。

本事業はこれからの美殿町のまちづくりの核となるものであり、単純に対象の空き店舗を埋めるのではなく、美殿町

のブランディングをふまえた取り組みにする必要がある。

■ガヤガヤ会議の開催
会議では、これまでの商店街のこと（商店街の歴史、店舗の特色、商店主の気質、親世代のまちづくりの取り組みなど）、いまの商店街の

こと（現在開催しているイベントの内容・課題、客層、商店街とテナントの関係など）、これからの商店街のこと（美殿町の魅力、強み弱みは

何か、お客様や入居者が美殿町に期待することなど）、そして美殿町のコンセプトづくりのための「キーワード」などについて、話し合っ

た。

■美殿町のキーワードについて（一例）

○ 最近「本物」という言葉が使われるが、美殿町にとっての「本物とはなにか？」＝専門であること

○ ものとともに暮らす町＝使い捨てではない

○ 販売しているもの＝メンテナンスできるもの

○ 売りっぱなしにしないこと＝お客様とのつながり

○ 目利きができること＝お客様に価値を伝えることが大切。今までしてきたか？

○ うんちく＝商店主はその道の専門家であり、伝えたいと考えているはず

○ 婚礼道具が揃う町＝かつては、高級布団、婚礼家具、引き出物、和服、履き物、和菓子、水引…

○ オーダーメイド＝要望に対応できる店が多い

○ ハンドメイド＝美殿町はものを作って売っている店が多い。現代風に翻訳すると「ハンドメイド？」

○ つくり手の発表の場＝クラフト系作家など

○ シェアという考え方＝「広い面積は家賃が高いので割る」

22
というマイナス思考ではなく、

0011
「刺激しあう」「コラボレーション」「

222020
考で

0011→従来の「レトロ」「和モ22 、20201212ないが、今回のプロジェ2020軌001212った方がよいのではな2020
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岐阜市
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■商店街のポジショニングの整理及び

　ブランディング
「ガヤガヤ会議」で議論した商店街の強みや弱み（課題）、およ

びこれまでの美殿町の歴史やまちづくりの取り組みなどをも

とに、美殿町のまちづくりのコンセプトを確認し、街のブラン

ディングを行った。

　特に、本事業では、中・大規模の空き店舗を小割りして、複数

の入居希望者に貸し出すためのスキームづくりを目的として

いるが、入居を希望する人であれば誰でも良いというものでは

ない。美殿町のまちづくりの方向性を確認した上で、ビルのコ

ンセプトを設定し、そのコンセプトを理解し合致した人をコー

ディネートする必要があり、そのための「街のブランディング」

と「ビルのコンセプト」を検討した。

■新・美殿町の

　ブランディングコンセプト

「つくるがある町・美殿町」
「ガヤガヤ会議」で話し合われたように、かつて美殿町は婚礼

道具が揃う町であり、今もその気質が受け継がれている。それ

ぞれの分野にこだわった専門家が数多く店を営んでおり、店主

は商品にこだわりを持ち、買い手もそれを納得して買う…。

　そして、多くの店は何かをつくっている店であったり、オー

ダーメイドに対応できる店であるなど、この町には「つくる」と

いうことが日常的にある。

　この日常的に「つくる」という行為がある美殿町の気質を大

切にし、これから町に出店する人であってもそれぞれが商品に

こだわりを持ち、「つくる」という行為に共感できる人が集まる

まち、を目指したいと考えた。

■対象ビルのコンセプト「まちでつくる

　ビル」
　新しい美殿町のプランディングコンセプト「つくるがある

町・美殿町」の核となる拠点が、本事業で取り組む空き店舗を使

った仕組みであり、ビル名(通称)を「まちでつくるビル」と名付

けた。

　この「まちでつくるビル」には、「若手クラフトマン」や「若手

クリエイター」など、何かをつくる人に入居してもらい、新たな

ものづくり世代への呼びかけを図っている。

■「まちでつくるビル」の機能
「まちでつくるビル」には商店街やクリエイター、美殿町のフ

ァンが集まる「サロン」的な機能を持たせることで、コミュニテ

ィの形成を図る。

　この「まちでつくるビル」を中心に、美殿町全体で、クリエイ

ター系などコンセプトにあった各種イベントを開催したり、も

のづくりのワークショップを開催したり、既存店のオーダーメ

イド（修理を含む）を紹介したりと、美殿町全体で持続的な生活

スタイルを提案するものである。

　この場合、ターゲットとする客層が比較的近いと思われる近

隣の町、例えば、川原町や岐阜町は、これまではややもすると

「客を取られる敵」と捉えてきたが、価値観を共有する客層のシ

ェアを目指し、ゆるい連携を模索する。

（参考）
　当初は「つくる町・美殿町」というコンセプトを設定したが、「ガヤガヤ会議」で検討した結果、現在の美殿町商店の実態よりも

イメージが強くなりすぎることから、「オーダーメイドにも対応できる」という意味合いになるように修正を行った。 22222222222222222222222200000000000000000
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不動産オーナー
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サブリース事業者
商店街振興組合などを想定

コーディネート ショップ
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不動産オーナー
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プ 2222202000202

サブリース機能
不動産オーナーと同一人物

コーディネート ショップ
ディレクター

各ショップ 約との個別契約

シ
ョ
ッ
プ2222200000000000000

当初のモデル 現在のモデル

■当初のモデル
　本事業を開始した当初のモデルでは、「不動産オーナー」「サブリース事業者」「ショップディレクター」「複数の店舗（入居希望者）」とい

う主体が存在するものであった。

○不動産オーナー：（中・大規模）空き店舗物件の所有者

○サブリース事業者：不動産オーナーから中・大規模物件を賃借し、物件の小割りや、内装工事、ビルのコンセプトの付加など、個人の出店

　希望者が魅力を感じる物件をつくり、入居者を募集する。また、入居者同士のコミュニティづくりや情報発信を行い、物件を運営する。

　本事業においては、「商店街組合」や「支援機関」「まちづくり会社」「民間企業」「リーダー的な店子の１人」などが「サブリース事業者」に

　なる可能性を想定した。

○ショップディレクター：サブリース事業者が、物件の整備や運営を行う際にアドバイスやコーディネートをおこなう。

○入居希望者：本事業においては、これから創業しようと考える個人を想定した。

■当初のモデルにサブリース事業者を想定した理由
支援機関は当初より、中心商店街の空き店舗対策のキーパーソンは「不動産オーナー」であり、本事業は「不動産オーナー」への提案でも

あると考えていた。

しかし、身近に成功事例が少なく、運営ノウハウも不足し、小割りしても入居者が集まるかわからない中で、改装などの投資が必要で、

契約相手も複数の個人となる事業を行うことは、「投資した資金を回収できなくなる」「一企業と契約する場合に比べて入居者とのトラブ

ルの可能性が高くなる」などのリスクが伴うため、リスク分散のシステムを構築する必要があると考えていた。

　そこで、空き店舗物件を、「不動産オーナー」から賃借し、個人を対象に小割りして、付加価値を付けて、複数の店舗（入居希望者）に貸し

出す「サブリース事業者」を想定した。

４．小割りしたときの物件の運営主体・方法について検討 
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■物件の小割り・シェアの仕方の検討
　当初の計画では、「①ハード整備先行型」で新規創業者などが入居しやすいように物件を整備して、入居者募集を行なう予定であった。

しかし、候補となりそうな方を集めて現場説明会を実施したところ、様々な課題があることが分かり、軌道修正をおこなった。実際にはル

ームメイトと一緒に応募してもらう「②ルームシェア型」で募集を行った。

　ところが、募集期間が大変短かったこともあるが、この「ルームメイトと一緒に」という条件が応募のハードルになった可能性が高く、

最終的には入居を前提とした応募者と話し合いながらシェアのあり方を考える「③コーポラティブハウス型」で調整をおこなった。

　また、本事業終了の２月時点では満室ではないため、引き続き「③コーポラティブハウス型」を軸に、２次募集を継続する。

　以下、それぞれの方法について説明する。

①ハード整備先行型【当初の企画】

　物件の小割りなど、オーナー（またはサブリース事業者）が物件のハード整備を実施してから募集する方法である。入居者の応募を事前

に見込んでハード整備（内装工事、小割り、エアコン設置など）を先行投資する。空き店舗や廃校を利用した「チャレンジショップ」や「創業

支援ルーム」などでよく見られる方法である。（本事業では、ショップディレクターなどによるコンセプトの設定や入居者の選定、コミュ

ニティづくりなどの部分で、従来型のチェレンジショップとの差別化を図る予定であった）

○オーナーやコーディネートする立場からの課題や問題意識
・入居者未定の状態では、小割りの仕方が難しい。また、先行投資へのリスク、投資額が高額となる

・簡易間仕切りを想定しているが、同じフロアで知らない人同士が同居できるか疑問

○入居を検討する側から寄せられた意見など
・「まちでつくるビル」のコンセプトや立地については興味がある。

・希望する面積・形ではない。もっと小さい方がよい。２区画を抜いた大きな区画を希望。通路の位置を変えた方がよいのではないか…な

　ど、業種や出店形態によって様々な意見が寄せられた。

・家賃（坪単価）が高い。坪単価が高く区画が広いので予算オーバーになる。周辺の商店街や郊外での出店の家賃と大差ない…といった意        

　見が大勢であった。坪単価の設定については、投資額を回収するにはこの家賃がギリギリと説明したところ、説明を受ければ理解はで

　きるが、必要以上の投資（過剰品質）を考えているのではないか？といった主旨の意見が寄せられた。

②ルームシェア型【募集を実施】

　１フロアを１店舗に貸すことは、個人の創業者2020居者001212て何かをつくる活動につなげたいということ、美殿町のまちづくりの仲間としてコミュニティをつくりたいこと20201122ロアを２組以上でシェアすること」を条件に、仲222220200000こ111212者が一括契約し、オーナーへの事前の相談を前提2222222020　また、家賃を下げるために先行投資（改装費）を222020ト同001122装を認めるというルールで募集を開始した。

５．中・大規模物件の小割り・シェアの仕方の検討

　現在、岐阜市の中心商店街で課題となっている「中・大規模物件」を、個人を中心とした入居希望者に貸し出すために、

どのような形で小割りするとよいか、検討を行った。

■対象の空き店舗物件について
　今回の対象の物件は、築46年の鉄筋コンクリート造５階建てのビルの一部分である。

　このビルは、３オーナーによる共同所有ビルであり、そのうち１オーナー分（写真の手前部分の1/3。黄色の波線）を対象とした。さらに、

ビルのオーナーが５階部分を住居としているため、１階・22坪、２階・22坪、3階・30坪、４階・30坪が空き店舗として小割りの対象である。

　従前は、家具店の展示場として使用されていたが、現在は倉庫として使用されており、また商店街のイベント時には、１・２階部分をイ

ベントスペースなどに利用している。

　かつて何度か、小割りでの賃借を検討したが、入居に至らなかった理由の１つが、１階の正面入口、通用口とも、１階の空き店舗部分を

通過する必要があり、５階のオーナー家族を含めて、１階部分の出入口共用部分が独立していないことであった。

　そのほかの理由としては、小割り物件を運営するノウハウがなく、試行錯誤を行うにも、オーナー一人の力では限界があり、現実的では

なかったこと、などがあげられる。

○岐阜市美殿町17　鉄筋コンクリート造５階建　築46年

■想定する入居者について
　１・２階は、クリエイター系のショップや、カフェを想定している。カフェについては、一般のお客様はもちろんであるが、商店街関係者

や入居者のサロン的な機能が付加できれば理想である。３・４階は、クリエイター系のオフィスを想定している。

　商店街の空き店舗にオフィスが入居することについては、様々な意見があると思われるが、今回のプロジェクトに関していえば、まち

づくりの仲間として、まちで一緒に仕事をする新しい人材のノウハウや感性を美殿町のまちづくりに活かすことを期待しているためで

ある。

そこで、「ハード整備先行型」での募集を前提に、家賃設定や小割りの案を作成。本募集する前に「現場説明会」を開催して、

意見を聞いたところ、以下の意見が聞かれた。
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改装費
（3年程度で回収）

改装費
（3年程度で回収）

運営費 運営費
固定費 固定費

※内装・空調費設置を含む

当初
（ハード整備先行型）※現場説明会で提示
（例）1階 22 坪　＠7,000 円 / 坪
  　　3階 30 坪　＠5,600 円 / 坪

募集時
（ルームシェア /コーポラティブハウス型）
（例）1階 22 坪　＠4,090 円 / 坪
  　　3階 30 坪　＠2,000 円 / 坪

６．「適正家賃」の検討

「不動産オーナー」とは、「ガヤガヤ会議」とは別途に、ビルのコンセプトの方向性の確認、オーナーの役割分担、ビルの

状態の確認、改装費用と資金回収計画、募集スケジュール、家賃の設定などについて打合せを行った。

　特に、家賃の設定について、対象物件は、築46年を経過しているビルであり、建設費の減価償却は終わっているため、大

きく分けて「固定費」「改装費」「運営費」の３つの観点から、事業計画を検討した。

■家賃の算定のイメージ
固定費
　固定資産税やエレベータなどの維持管理費など、ビルを維持管理するための必要最低限の費用を算出。毎月および坪当たりの金額を算

出して「固定費」とした。

改装費
　既存施設の解体撤収、内装・間仕切り、空調設置費用など、これから投資する金額を見積もり、３年程度で回収する返済計画を立て、毎月

および坪当たりの金額を算出して「改装費」とした。

　なお、当初計画の「ハード整備先行型」においては、先行投資として行う「間仕切りや内装、空調設置費用」を含めため、金額が高くなって

いる。

運営費
　入居者によるイベント、ビルの広告宣伝などの費用を算出して、「運営費」とした。ビルの付加価値を高めるため、「運営費」を確保するこ

とが重要である。

大きくは、これらを積み上げて、「家賃」を算出した。

■現場説明会の開催 （物件の広さ・賃料などについての事前ヒアリング）
　入居者募集のパンフレットを作成して募集を開始する前に、候補となりそうな方を集めて現場説明会を開催した。プロジェクトのコン

セプトを伝え、建物の状況や活用方法について、具体的な条件（広さ・賃料）をもとに参加者に対してヒアリングを実施した。

　その結果、参加者の関心は高かったが、「家賃が高い」「分割の仕方」に課題があることが分かった。

これらをふまえて、募集パンフレットの内容を軌道修正して最
終稿を作成し、入居者募集を開始した。

○入居を検討する側から寄せられた意見など
・物件に魅力を感じるが、募集スケジュール内で仲間が見つからない。シェアという条件が応募のハードルになった。

・ルームメイトが見つからないが、物件に興味があるので、応募した。

・仮に仲間がいたとしても、家賃や小割りのルールをどうやって決めるか難しい。何らかの理由でルームメイトが退店したとき、どうなる

　か不安。

・特に初期投資が大きいカフェやショップの場合は、出店のタイミングがある。

○オーナーやコーディネートする立場からの課題や問題意識
・シェアという概念が地方都市では時期尚早で受け入れ難かったか？

・フロア代表者※に、リスクを押しつけることになったのではないか？

※１フロアを代表して、オーナーと１フロアの賃貸契約を結び、仲間（ルームメイト）に又貸しする人。代表者本人も店舗をもち、そのフロアに入居する。

③コーポラティブハウス型【応募者と話し合って事後調整】　　　　　　

　ショップディレクターのコーディネートにより、単独で応募があった応募者（入居を前提とした人）同士が話し合い、間仕切などの仕様

を話し合って調整を行う方式。調整の結果、今回の事例では、１フロアを３つ程度（８坪前後）に分割してシェアを行うことになった。

　この方式でも事業を進めるにつれて、様々な意見や課題や出てくると思われるが、本事業のケースでいえば、現状ではベターな方式で

はないかと考えている。

　２月現在満室ではないため、この方式をベースに２次募集を行い、引き続き活動を継続する。

　なお、契約については、各入居者との個別契約を行う。（４月開業に向けて準備中）

事前の改装は行わず、スケルトン渡しとして改装費を押さえ、家賃をできるだけ低額

に変更した。

プロジェクトの主旨説明や参加者との意見交換を2020どを0011
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■フリーマガジン
   （中心市街地をターゲットにした雑誌を選択）

７．取り組みのコンセプトに共感し、出店を希望する人材の  
　  募集

7-1．出店候補者の募集パンフレットの制作
　募集パンフレットを制作するにあたり、掲載する内容の検討をおこない、以下の内容を掲載したパンフレットを制作

した。

7-2．主な告知方法

■パンフレットの設置・配布
　美殿町商店街の店舗など

　まちなか情報交流拠点「柳ケ瀬あい愛ステーション」

　クラフト展（クラフト系の作家や、その作品を求めに来場者があるイベント）

　クラフト系の店舗　など

■ビルやプロジェクトのコンセプト
　美殿町商店街の歴史やこれまでの取り組みをふまえて作成し

た「つくるがある町・美殿町」「まちでつくるビル」というコンセ

プトを分かりやすく記載した。

■まちなかに出店する意義
　既述したとおり、データで街を判断する企業にとっては検討に

値しないということは、個人であってもビジネスを行う場所とし

ては不利だということになる。それにもかかわらず「なぜ、わざわ

ざまちなか（中心商店街）に出店してもらうか」。今回はクリエイ

ターという視点でまちなかに出店する意義を訴求した。

■シェアする意味
　条件でもある「シェア」について、上記同様、クリエイターとい

う視点も考慮して意義を訴求した。ここでいうシェアとは、１フ

ロアを２組以上のルームメイトで分けて入居することである。

今回対象としたクリエイターの創作活動において、「壁が立ちは

だかる」感覚に直面したとき、感性に刺激を与えてくれるものは

自分の外にある。籠もるのではなく、ルームメイトやまちでつく

るビル内外とのコミュニティと刺激しあい、価値観を共有し、あ

るいはコラボレーションを行うことで、「新しい次の何かを生む」

ことにつながる…ということを訴求した。

■美殿町の特徴・ひとの紹介など
繰り返しになるが、今回のプロジェクトは単純に空き店舗を埋

めるものではなく、まちづくりの一環として行うものである。入

居者には、まちのファンになってもらう必要があるし、まちづく

りの一員となってもらいたいという期待がある。そこで、美殿の

特徴の１つであるこだわりをもって「何かをつくっている」ひと

に光を当てて、美殿町の特徴を紹介した。

■募集要項
今回の募集は、出店希望者と商店街が試行錯誤しながら、「まち

でつくるビル」をつくりあげていくものである。したがって細か

いルールは出店希望者を中心に話し合いのうえ作り上げていき

たいと考えている。よって募集要項に該当する部分は最低限のも

のとした。

■キャッチフレーズおよびデザイン
これらを端的に表し、かつインパクトのあるデザインが必要と

考えた。

■ホームページ（美殿町商店街）

■Facebook

2
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■テレビ（岐阜市広報番組）
あなたの街から・岐阜市（1月）　市長のテレビコラム「やななと柳ケ瀬デート」

岐阜放送　平成25年1月25日(金)　18:00～18:15　O.A.　（手話入り再放送　2月8日(金)　18:00～18:15　O.A.）

放送概要
　2期中心市街地活性化基本計画がスタートした。2期計画では

特に「柳ケ瀬での活性化事業を積極的に実施する」となってい

る。そこで、「2期計画の概要」と「柳ケ瀬を元気にしてくれる人

（活動している人）」にスポットをあてて取り組みの紹介。

美殿町商店街・鷲見理事長談話要旨
・美殿町ではノスタルジックな街の雰囲気を活かして『キモノ

マーケット』など個性あるイベントを定期的に開催してきた。

・現在『つくるがある町』をコンセプトにして商店街活性化に取

り組んでいる。空き店舗を『まちでつくるビル』と命名し、この

コンセプトに合ったお店に入ってもらおうとテナントを募集し

ている。一つのフロアを2組以上でシェアしてもらうことで、家

賃を安くして、個人の方でも出店しやすくしている。

岐阜市にぎわいまち公社談話要旨
・公社では新しい空き店舗対策に取り組んでいるが、美殿町の

取り組みは、単純な空き店舗対策ではなく、未来の美殿町商店

街を一緒に創っていく仲間の募集だと考えている。

・一方、柳ケ瀬の魅力の１つは、（既存の）お店の方の人柄。そこ

で、商店主がお店の特徴を「柳ケ瀬商店街探検隊」などの交流を

通じて発信し、市民に商店街の魅力を実感していただく事業

を、あい愛ステーションを拠点におこなっている。

■
あい・ラジ「美殿町商店街　まちでつくるビルプロジェクトに

ついて」

FMわっち 平成24年12月25日(火)　12:40～12:50　O.A.

岐阜放送 平成24年12月28日(金)　12:40～12:50　O.A.

あい・ラジは、柳ケ瀬にある「柳ケ瀬あい愛ステーション」のラ

ジオスタジオから、柳ケ瀬を中心とする中心市街地、および商

店街・あい愛ステーションのイベント情報、旬な情報、注目情

報、おもしろ情報などを紹介するラジオ番組。

①「まちでつくるビル」プロジェクトの概要。

②「美殿町商店街」で行っている理由（オーナーの理解、「まちな

　か」で行う意味、美殿町商店街の特徴～それぞれのこだわり

　の専門家がいて、オーダーメイドもできるお店があること　

　～）など。

③１フロアを２組以上でシェアするので仲間との応募を

　期待していること。

④問い合わせ先などについて、紹介。

※その他、まちのインフォメーションコーナーでも、「入居者募集が行わ

れている」という話題提供があった。（数十秒程度）

■新聞

岐阜新聞（平成24年12月22日）に掲載

7-3．出店候補者の募集

■一次募集　平成24年12月10日～平成25年1月11日
　主にパンフレットの配布と、フェイスブックなどを用いて情報を発信し、入居希望者を募った。パンフレットについては、特にクラフト

系のイベントやお店を重点に配布を行った。

　一次募集では、11月の「現場説明会」での意見を基に、「ルームシェア型」での募集とした。また、その都度現場見学会を開催した。

■二次募集　平成25年２月～
　一次募集で定員に満たなかったため、引き続き募集を継続。二次募集は「コーポラティブハウス型」での募集とした。

                ラジオ（中心市街地の情報発信番組「あい・ラジ」ほか）



一次募集パンフレット（A2版）





二次募集パンフレット（A3版）
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SPACE 4-2　9坪
22,000円/月

SPACE 4-1　8.7坪
22,000円/月

SPACE 3-1　8.7坪
22,000円/月

SPACE 3-2　9坪
22,000円/月

SPACE 3-3　8坪
22,000円/月

SPACE 2-2
9坪

30,000円/月

SPACE 2-1　8.7坪
30,000円/月

SPACE 2-3　7.9坪CC
30,000円/月00

SPACE 1
22坪

90,000円/月

1F.PLAN

2F.PLAN

3F.PLAN

4F.PLAN

①萌え系ゲームソフト開発会社（4F）

②設計事務所（4F）

③工業製品デザイナー（3F）

④グラフィックデザイナー（3F）

⑤ウエディングドレス・オーダーメイド（2F）

⑥設計事務所

ビルのコンセプトに合わないため断った

応募者 結果 現在の状況

他の入居予定者とシェアの方法、（必要な

面積を確認して、間仕切りの仕方や入居

階数）などを協議中

×

○

○

○

○

× 応募者より辞退の申し出（家庭の都合）

1 2

3 4

7-4．応募の実績
　本事業終了時の２月15日時点で、入居を表明された件数は６件であった。（問い合わせは多数）

　応募者とは、美殿町商店街の創業支援チーム、物件オーナー、ショップディレクターによる面接を行った。２月15日時

点で４名（社）の入居が決定し、ショップディレクターがコーディネーターとなり、空き店舗物件のシェアの方法などに

ついて、細部の調整を行っている。（４月開業予定）

　今回の特徴としては、想定したとおり、クリエイター系のオフィスとしての需要が多く、上層階に応募があった。一次

募集は、募集期間が短かったこともあり、初期投資が大きいショップやカフェの応募が無かった（問い合わせはあった）。

　このプロジェクトについては、「平成24年度商店街の創業促進事業」終了後も、活動を継続する予定であり、引き続き入

居者募集を行う。また、１次募集の応募者とは４月の開業に向けて活動を継続する。

８．商店主や出店予定者とのコミュニケーションによる関
　  係構築
　新規出店者が長続きしない理由の１つに、商店街という特殊なコミュニティのなかで、出店者同士または、地域や商店

街とのコミュニケーションがとれず、孤立するケースがあるのではないか、という懸念がある。実際に商店街などでヒア

リングすると、商店街組合はアーケードなどの資産管理（借入金の返済）を行うための組織である場合が多く、その場合

は「大家」のみが組合員となるケースが少なくない。隣接するテナントとは全く面識や交流がないばかりか、大家や古株

の商店主と、若者を中心とするテナントが対立していたり、お互いの不信感が積み重なっている場合も見られる。

　そこで、入居予定者や商店街関係者・市民などに呼びかけて、ペンキ塗りを学ぶワークショップを実施し、交流を深め

た。

　　　　

 講師　　1 （後ろ）より、マスキングの仕方を教えてもらいながら実践。

 入居予定者　　2 （手前および上）とオーナー（中央）が一緒にペンキ塗り。

　　 自分の手で仕上げることを学び、　　3 ローラーを使うと初心者でも失敗が少ないことが分かった（手前は入居予定者）。

　　 入居予定者、　　4 商店街関係者他大勢が参

22今後も、商店街イベント2020積極的なコミュニティづくりが大切だと考えている。202011
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１．商店街関係者による体制構築

①体制構築のためのメンバー候補者選定とそのポイント
　このような事業を行うためのプロジェクトチームを構築する上で、商店街のキーパーソンとなるのは次のとおりである。

■不動産オーナー
・全てを動かすための最大のキャストである可能性が高い。諸課題に対して積極的なオーナーを巻き込むことがポイント。

・特に本事業で行った空き店舗対策などの類似事業については、「物件オーナーへの提案」が最大の目的である。今回はオーナーが初期段

階より積極的に関わったため、結果として、リスク分散を行うための信頼ある中間組織によるサブリース組織が不要となった。

■地主兼商店主
・しがらみもあるが、まちづくりを考えた場合、運命共同体である。

■テナント経営者
・商店街のまちづくりを行う上で新しい風＜よそ者＞であり、しがらみにとらわれない新しい発想と、概して行動力が期待できる。ただ

し、退店の可能性を否定できない。

■商店街で積極的に動いている人
・組合や街づくり委員会などの役員（押さえておくべき人）

・役員ではないがイベント開催時などに積極的な参加がある人

■様々な世代の人
・これまで取り組んできた人（過去の経緯や思いを語っていただく。概して商店街内で一目置かれている人だと思われる）

・今後20年商売をするであろう人（当事者であり、一緒にまちづくりをやっていきたい人でもある）

・問題意識を持っている人（現時点では積極的に関わっていなくても、見落としがちな情報に気づいていたり、他の事例などの資料を蓄積

している可能性がある）

②本事業におけるメンバーの役割分担

■オーナーとの交渉係（兼・総括）

(A)物件オーナーが嫌がること
・入居者は創業間もない個人

・家賃を低額にすること

・入居者が複数（一棟貸しに比べて）

・手間暇がかかる

(B)新しいパイロット事業
・身近に成功事例がない

・サブリースなどスキームが確立されていない

・試行錯誤する必要がある

　以上を行うものであり、オーナーとの交渉力や信頼関係が、事業の成果に大きく影響した。交渉係となるものは、商店

街内で実績があるなど信頼され、事業の内容を理解し、できればオーナーとすでに信頼関係がある方が望ましい。

■まちの情報提供係（内部調整）
　ショップリーシングを行うための指標となる街のコンセプトの再構築を行った。そのため商店街の歴史や、これまでのまちづくり活動

などの過去の経緯や思い、まちの顔となる商店主を紹介してもらうなどの役割が必要であった。

■商店街内外への広報・告知係（外部交渉）
　新しいスキームづくりであり、サブリースの事業主体として「組合」も候補としてあった。仮に「組合」がサブリース事業主体となった場

合、収益事業となるが、赤字になる可能性（特に初期段階）もあり、商店街内での理解や情報共有（情報発信）が、重要である。

また、入居希望者を募集するにあたり、様々なメディアへの発信力が必要である。

③商店街（振興組合）の役割
・事業を精査し承認すること。

・今回は、不動産オーナーの問題意識が高く、また理解もあったため、事業の早い段階で不動産オーナーが物件の小割り（サブリース）機能 

を担うことになったが、当初計画では、組合がサブリース事業者になる最有力候補者として検討する予定だった。
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⑤考察　美殿町商店街の体制構築におけるノウハウ
　商店街の未来に危機感を持った若手商店主を中心に組織された「美殿町街づくり委員会」の主要メンバーであり、美殿

町商店街振興組合の役員でもある３名が、創業促進チーム「まちでつくるビル企画室」のメンバーとなった。

　さらに、そのメンバーの中に、候補物件のオーナーが含まれていたことから、事業開始時点から問題意識が高く、また

意思疎通ができたため、スピーディーに試行錯誤を重ねることができた。「美殿町イラストマップ製作」「美殿町春祭」

「美殿町ガス灯夏祭」「美殿町秋祭」「みとのまちハロウィン」そして「キモノマーケット」など商店街のまちづくりに関し

て実績があったこともあり、組合員への理解も得られた。

　今回、創業促進チームのメンバー以外にも、美殿町にテナントとして出店し、街にとけ込んでいる方の参加も得られた

ことは、今後の活動を行っていく上でも大きいと思われる。

・事業に賛同する不動産オーナーの確保。

・地域の中に事業の応援者がいること。

シ
ョ
ッ
プ

支援機関
一般財団法人

岐阜市
にぎわいまち公社

ショップ

ディレクター

商店街

美殿町商店街
振興組合

創業促進チーム

連携

家賃交渉 不動産オーナー

サブリース事業者

賃
貸
借

支援

コンセプトづくり

ショップ内のコミュニティづくり

ショップ外のコミュニティづくり

地元商店街との連携

派遣

賃
貸
借

提案

岐
阜
市

商
工
会
議
所 シ

ョ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
プ

シ
ョ
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シ
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ッ
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④事業体制図
　本事業を進めるにあたり、美殿町商店街振興組合内に「創業促進チーム（組合員３名）」を組織し、支援機関である岐阜

市にぎわいまち公社と連携し、商店街での創業者受入れの仕組みに係る体制構築を行った。

　なお、事業の遂行にあたっては、公社側が、コンセプト作りや創業者募集、コミュニティづくりおよびショップづくり

のコーディネーターとなる「ショップディレクター」を派遣し、この３者によるチームにより事業を行った。

　また、具体的な事業の検討や実施に際しては、支援機関である公社、ショップディレクター、商店街組合内の創業促進

チームを中心に、不動産オーナー、および岐阜市や商工会議所、地元商店街などの外部組織の助言や支援を受けて実施し

た。
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美
殿
町
の
強
み

美
殿
町
の
弱
み

機会 （伸びしろ・チャンス） 脅威 （ほかとの差別化がしにくい）

・本物＝専門である店が多い
・メンテナンスできるものを売っている
・売りっぱなしにしないこと
・目利きができること
・うんちくを語ることができる商店主
・ハンドメイドのお店
・オーダーメイドのお店
・人情味ある店主
・イベントなどを自主運営できる組織
・問題意識の高い商店主
・昔からの講組織・まちづくり会
・アーケードがない商店街

・伝統文化
・レトロな街並み
・和文化・モダンキモノ
・梅林公園梅まつり
・信長・道三まつりの取り込み

・老舗・職人の店の後継者が不在
・顧客は先代に付いている
・修理やメンテナンスを商売にしにくいこと
・商店街特有の「バリア」
・目利き・商品の良さを発信できていない
・イベント時の集客を顧客にできていない
・まちづくり活動への商店主の参加、後継者が少ない
・街の核となるものが不足
・近隣との連携が不足

・価格競争
・子ども向け商品
・ナショナルブランドの店
・日常品を扱う店

攻める守る
今の優位を
死守する

パワーは
いるが必要

捨てる育てる
腕の
見せどころ

優先順位が
低い

2．創業者受け入れの仕組みづくり
「どういう創業者を受け入れるか」を考えるには、まずは、どういう商店街（まち）にしたいかを考える必要がある。そこ

で、商店街（創業促進チーム＋商店街関係者）、支援機関、ショップディレクターによる「ガヤガヤ会議」を定期的に開催

し、街のコンセプトの再構築を行った。

　会議では、これまでの商店街のこと、いまの商店街のこと、これからの商店街のこと、そして美殿町のコンセプトづく

のための「キーワード」などについて、話し合った。

①商店街の強みと弱みの抽出

②商店街のポジショニングの整理及びブランディング
「ガヤガヤ会議」で議論した商店街の強みや弱み（課題）や、これまでの美殿町の歴史やまちづくりの取り組みなどをも

とに、美殿町のまちづくりのコンセプトを確認し、街のブランディングを行った。

　特に本事業では、「入居を希望する人であれば誰でも良い」というものではない。美殿町のまちづくりの方向性を確認

した上で、ビルのコンセプトを設定し、そのコンセプトを理解し合致した人をコーディネートする必要があり、そのため

の「街のブランディング」と「ビルのコンセプト」を検討した。

つくるがある町・美殿町／まちでつくるビル
・「若手クラフトマン」や「若手クリエイター」など、何かをつくる人に入居してもらい、新しいものづくり世代の呼びかけ

を図る。

・「まちでつくるビル」には商店街やクリエイター、美殿町のファンが集まる「サロン」的な機能を持たせ、コミュニティの

形成を図る。

・この「まちでつくるビル」を中心に、美殿町全体で、クリエイター系などコンセプトにあった各種イベントの開催や、も

のづくりのワークショップの開催、また既存店のオーダーメイド（修理を含む）を紹介したりと、町全体で持続的な生活

スタイルを提案するものである。

→P.17参照

③空き店舗情報及びオーナー情報など

■空き店舗情報
→P.21参照

■オーナー情報
・美殿町商店街振興組合の役員であり、美殿街づくり委員会の中核メンバーかつ、本事業の「創業促進チーム」メンバー     

でもある。

・修業先から帰って老舗の家具店を継ぎ、商店街のまちづくり活動でも中核を担う立場になった際に、これから一緒に美

殿町のまちづくりを考えていく「後継者」がいないことに危機感を覚え、これまでも様々なまちづくり活動を行ってき

た。

・従前より、店舗を小割りし、将来の美殿町まちづくりを担う若手の入居を促進させることの必要性を感じていたが、出

店にはつながらず、次の一手を決めかねていたところであった。

・今回の創業促進事業に対し、不動産オーナーとして積極的な関わりがポイントの１つである。



2012

know-how book 2012Mitono-machi  Shopping  Street

④考察　美殿町商店街の創業者受け入れの仕組みづくりにおけるノ

　ウハウ
　今回は、単純な空き店舗対策ではなく、美殿町のブランディング・コンセプトに合致した出店者、かつ美殿町のまちづ

くりを一緒に考えていく仲間（創業者）を募集するというハードルの高い課題であり、さらに、個人には広すぎる物件を、

複数の入居希望者によりシェアするという仕組みづくりであった。

　前者については「つくるがある町・美殿町」「まちでつくるビル」というコンセプトを設定した。後者については、事業主

体の問題と、小割り・シェアの方法の検討という課題があったが、今回は、オーナーが積極的であり、「小割り・シェアの方

法の検討」を中心に検討することができた。

「小割り・シェアの方法の検討」については、様々な案を検討したがどれも一長一短があると思われる。今回は試行錯誤

の結果、「コーポラティブハウス型」がベターではないかという結論になったが、物件の性格や状態、オーナーの考え方、

コンセプトの設定によっては、今回検討した方式以外も含めて検討する必要があると感じた。

コーポラティブハウス型【応募者と話し合って事後調整】　　　　　　
　ショップディレクターのコーディネートにより、単独で応募があった応募者（入居を前提とした人）同士が話し合い、

間仕切などの仕様を話し合って調整を行う方式。調整の結果、今回の事例では、１フロアを３つ程度（８坪前後）に分割し

てシェアを行うことになった。

3．創業促進プランの実施

①出店候補者の募集
　既述したとおり、データで街を判断する企業にとっては検討に値しないということは、個人であってもビジネスを行

う場所としては不利だということになる。それにもかかわらず「なぜ、わざわざまちなか（中心商店街）に出店してもらう

か。」

　プロジェクトの意義やコンセプトを明確にし、街や取り組みの強みやポテンシャルを明確にし、そしてターゲットと

する層がまちなかに求めているものは何か。そして、プロジェクトを行っている商店街をはじめとするチームの熱い思

いを訴求することが重要である。

→P.25参照

②出店候補者の選定
　本事業期間中に応募した希望者は６名（社）であったが、面接などの過程を経て、４名（社）の入居が決定した。面接では

今回のプロジェクトの趣旨を説明し、応募者がこの街やビルで何をしたいかなどの話を聞いた。

　今回、せっかく応募をしていただいたがお断りした会社があった。その会社の経営者は本プロジェクトの趣旨を大変

良く理解していただいていたが、「つくる」内容が、ビルのコンセプトと若干異なっていたため、苦渋の選択となった。こ

の判断は正しかったと信じているが、「コンセプト」の重要性を実感するきっかけになった。（なお、この会社には美殿町

商店街内外の他の空き物件を紹介できないか検討したが、入居可能な空き物件の情報を商店街として持っていなかった

ため、結果として紹介することができなかった。）

③店舗づくりワークショップ
　入居者の出店費用を軽減するための手法として、内装などを自分で行う「セルフビルド」を推奨するため、ペンキ塗り

を学ぶワークショップを実施。入居予定者同士やビルオーナー、商店街、支援機関、市民有志などとの交流が行われた。

　現在の、入居予定者はオフィス系の利用が多いが、それぞれの得意分野で、街との関わりを重ねていくことが、重要だ

と考えており、ワークショップは継続的に行っていくことがコミュニティづくりとして大切だと考えている。

　また、このプロジェクトは、美殿町商店街の内外の商店主にも認知されているが、まだ遠巻きに様子を眺めている段階

である。入居してからの商店街の創業促進チームの役割が重要になってくると考えている。

④考察　美殿町商店街の創業促進プラン実施におけるノウハウ
「美殿町商店街」に出店してもらうためには、出店者を納得させるだけのコンセプトと、街の魅力（潜在的なものも含

む）、そして創業促進チームの熱い思いが不可欠である。そのコンセプトがぶれてしまうと、入居希望者が現れたときに、

ぶれてしまうことになり、結果としてプロジェクト自体がぶれてしまうことになりかねない。

　このようなパイロット的な事業は、試行錯誤しながら進めることになり、
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001212　もう１つは、出店を考えてくれるかもしれないという候補者のストックが大切だということを学2020111212ュールに余裕がなかったという要素はある22 ので20201212る。

　本プロジェクトは、事業の終了後も継続22 ねた001212くりに力を入れて継続することが大切であ22
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4．開業に向けた実践取組
a.創業者への開業支援

①経営相談の実施
　創業に関する事業計画や、中心商店街出店時の公的支援、個店の魅力づくり、インターネットモールへの出店、ポップの作り方などの経

営相談などを、必要に応じて実施する予定であったが、本事業内においては、その段階まで至らなかったため、実施しなかった。

　ただし、本事業の実施体制図にあるように、商工会議所や行政と連携して、必要に応じて実施できる体制は整えた。（別事業などで、経営

相談などの実績あり）

②美殿町商店街の商店からの聞き取り
　創業支援チーム以外の組合員からも、商店街の活動の様子や店のこだわりなどについて聞き取り調査を行った。とくに、つくる店の「こ

だわり」は、街のコンセプトを検討する上で重要な役割を果たした。また入居者募集パンフレット内の「Focus」にて紹介し、ブランディン

グコンセプトを紹介する上でも核の１つとなっている。

　本事業に対しては、商店街関係者も期待しており、「新しい入居者（よそ者）と話し合い、一緒にまちづくりを行いたい」「若者たちの力

で”一歩”前へ踏みだしたようなので応援している」「自分も空き店舗オーナーなので、小割りの方法に関心がある」などの声が聞かれてい

る。

　今後も引き続き、まちのこだわりやつくるを「Focus」していくとともに、比較的新しく入会したテナントなどの経営者から情報収集を

図ることが大切である。

③商店街イベントとの連携
　今回の事業では、入居者の募集スケジュールと、街づくり委員会が始めた新しいイベントなどとの連携ができなかったが、次年度以降

に向けて、どのように発展させるかということが議論されている。それらのイベントへの参加も含めて、コミュニティの形成や、候補者の

ストック、新しい方法での情報発信につなげていくことが大切である。

④考察　美殿町商店街の創業者への開業支援実施におけるノウハウ
　本項目は、応募者が決まってから重要性を増す内容であり、スケジュールの関係で、本事業内で取り組むことがあまりできなかった。次

年度以降に検討し、活動を継続したい。

b.空き店舗再開促進

①美殿町商店街内の他の空き店舗の情報収集
　応募があった「ゲームソフト開発会社」の事例にあるように、今回の対象店舗以外の入居できる空き物件の情報収集も課題となった。物

件の情報に加えて、オーナーの考え方をヒアリングし、例えば本事業でいうなら、サブリース事業者が必要かどうかなど、最適な方法を検

証する必要がある。

②出店者募集用の広報・情報発信
　本事業に限らず、支援機関の問題意識として「出店希望者」へどのような方法で情報を発信し届けるかは、大きな課題である。本事業の

場合は、若手のクリエイター系の方を出店候補者のターゲットの１つとしたため、「フェイスブック」や「クラフト展」「クラフト系の店頭

にチラシ設置」という、いわば人脈を利用した情報発信が有効であった。

③店舗運営の規程づくり
「ガヤガヤ会議」の中では、募集要項に関する部分について議論をおこない、「最初のルール」を受け入れ側で検討した。「お互いの活動を

尊重すること」「共用部分の管理などは、みんなで交代でおこなう」などである。

　今回の募集は、出店希望者と商店街が試行錯誤しながら、「まちでつくるビル」をつくりあげていくものである。したがって細かいルー

ルは出店希望者を中心に話し合いのうえ作り上げていきたいと考えている。よって募集要項に該当する部分は最低限のものとした。

④考察　美殿町商店街の空き店舗再開促進におけるノウハウ
　本事業では、「つくるがあるまち」「まちでつくるビル」など、まちやビルのコンセプトを設定した。そのため、主なターゲットを「若手ク

リエイター系」と想定することができ、「若手クリエイター系」をターゲットに情報発信する媒体も想定することができた。具体的には、ク

ラフト系のイベントやショップ、およびフェイスブックなども含めたクリエイター系の人脈である。

　仮に２店舗目を計画した際のビルのコンセプトが違うものになった場合、それに合わせた情報発信の方法をさぐる必要がある。そうい

う意味でもコンセプトの設定が重要である。




