
 
 

 

（株）全国商店街支援センター 

       平成 24 年度 商店街の現地マネージャー育成事業 
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支援機関 
KITABA・道振連コンソーシアム 

商店街の現地マネージャー育成ノウハウ 



 
 

1 

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 
 
商店街は古くから、商業地として栄えていたところや、人通りの多いことに期待した商店

が集い、自然発生的に形成されてきたといわれている。そこでは人々の交流が生まれ、娯

楽の場としても、地域の核として機能を果たしている。 
しかしながら、近年の日本経済の低迷や、生活スタイルの多様化などにより、商業を取り

巻く環境が大きく変化し、大型店の需要が増したことにより、全国的に見ても多くの商店

街は衰退の傾向にある。 
一方で、少子高齢化が進んでいる中で、独居の高齢者の孤独死や、子育て中の主婦が頼れ

る存在の居ないまま、苦しい思いをしているなどの社会問題も発生している。 
 
このような社会的な課題も、旧来、人々の集いの場であった商店街が図らずも解決してい

たのだと考えられる。現代においても、商店街が地域のコミュニティの核となり、担い手

となることで、様々な社会問題を解決できるものと考える。 
 
そのためには商店街が元気になり、人々を呼び込む力を持たなくてはならない。 
 
商店街単独で活性化をめざすよりも地域で一丸となり、賑わいをもたらす取組を行う事が

活性化への近道だと考える。本事業では、商店街を軸に地域全体を先導していく人材とな

る現地マネージャーを育成することを目的とする。 
 
全国の商店街で、構成員の高齢化や商店街活動の担い手不足が叫ばれる中、現地マネージ

ャーの存在は求められているはずである。そういった商店街のためにも、本事業を経て得

たノウハウを整理し、全国の商店街活性化の一助なるよう事業を実施する。 
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（２）育成カリキュラムの概要 
 
１）目指すべき現地マネージャー像の設定 
■ 現地マネージャーのあるべき姿 

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

様々なアイディアや人材、支援を充実させる必要がある。 

そのためには現地マネージャーが各組織との連携をとり、円滑に進めるための調整役

を担う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）育成カリキュラムの指針 
■ 現地マネージャーにもとめられる４つの能力 

商店街の活性化を目指した現地マネージャーは、商店街と地域・行政等、さらには

商店街内部でのつなぎ役を果たしながらエリアマネジメントを実行できる人材が求め

られる。 

その中でポイントとなる「活性化事業に関する知識」「事業の進捗を管理する広い視

野」「地域全体を統括するマネジメント力」を有する人材を育成する。 
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■ 現地マネージャー育成のための研修 

上記の４つの能力を習得するために各研修メニューを設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

知識 

経験 

スキル 

行動力 

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

イベント、事業の参加、企画立案 

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

イベント、会議の運営、地域の合意形成 

事業の策定、事業予算の管理 
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３）事業の流れ（スケジュール） 

事業実施期間：平成 24年 8月 22日～平成 25年 2月 15日 

 釧路第一商店街 

鈴木正憲氏 

くしろ北大通商店街 

廣島悠作氏 

旭川みずほ通商店街 

高山由香氏 

８
月 

基礎研修① 札幌合同研修（株式会社 KITABA社内） 

【地域商店街に関する基礎知識】 

９
月 

現地 OJT 

・地域商店街活性化法について

の理解 

・現地マネージャーの役割 

現地 OJT 

・地域商店街活性化法について

の理解 

・現地マネージャーの役割 

現地 OJT 

・地域商店街活性化法について

の理解 

・現地マネージャーの役割 

10

月 

基礎研修② 先進地視察研修（株式会社 KITABA社内） 

【各商店街の特徴と課題】 

・商店街活性化事業と合意形成 

・実践組織との意思統一 

・改題解決に向けての検討 

・連携に係る調整 

・事業計画の検討 

・次世代の担い手の発掘と育成 

・実践組織と意思統一 

・課題解決に向けての検討 

・連携に係る調整 

・事業計画の検討 

・次世代の担い手の発掘と育成 

・商店街活性化事業と合意形成 

・連携強化の方針の検討 

・連携体制の明確化 

・事業計画素案作成 

・実践組織と意思統一 

11

月 

・課題解決に向けての検討 

・連携強化の方針の検討 

・ニーズの分析、計画への反映 

・事業計画の検討 

・課題解決に向けての検討 

・連携に係る調整 

・事業計画素案作成 

・事業計画の検討 

・次世代の担い手の発掘と育成 

・連携強化の方針の検討 

・連携体制の明確化 

・事業計画素案作成 

・実践組織と意思統一 

12 

月 

基礎研修③ 3商店街合同研修（室蘭・中島コンソーシアム） 

【活性化事業における現地マネージャーの役割】 

・課題解決に向けての検討 

・計画案のコンセンサス形成 

・事業計画の検討 

・課題解決に向けての検討 

・連携強化の方針の検討 

・事業計画素案精査 

・次世代の担い手の発掘と育成 

・事業計画の検討 

・事業計画策定 

１

月 

・計画案のコンセンサス形成 

・次世代の担い手の発掘と育成 

・実践組織の確立、役割分担 

・事業計画素案作成 

・事業計画の検討 

・次世代の担い手の発掘と育成 

・実践組織の確立、役割分担 

・事業計画策定 

・実行計画策定 

・次世代の担い手の発掘と育

成 

・実践組織の確立、役割分担 

2

月 

成果報告会 

（東京・全国商店街支援センター） 
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２．実施内容 ～各地域の取組～ 

 
（１）商店街の概要と背景 
 

１）釧路第一商店街振興組合 

■ 釧路市の概要 

 釧路市は、北海道の東部、太

平洋に位置し、「釧路湿原」「阿

寒」の二つの国立公園をはじめ

とする雄大な自然に恵まれてい

る地域。大規模な食品・製薬工

場、製紙工場のほか、全国唯一

の石炭鉱業所が操業しており、

地域の主力産業として地域経済の核となっている。 

 人口は、約１８２千人、世帯数は約９４千人（平成２４年１２月末現在）で道内第４

位。主要都市からのアクセスは、札幌市からは JRで約３時間５０分、自動車で約５時間

１０分。 

 平成１９年度の商業統計調査では、小売業の年間商品販売額は 1,872 億円、商店数は

1,573店でいずれも減少傾向にある。 

■ 釧路第一商店街振興組合の概要 

 釧路第一商店街は釧路市の中心市街地に位置し、ＪＲ釧路駅から釧路市のシンボル「幣

舞橋」にかけて伸びる「北大通」のうち、南側にあたる国道３８号線沿線周辺に存在し

ている。また、釧路市内で一番の繁華街「末広町」に最も近い商店街である。 

 市内唯一の百貨店「丸三鶴屋」を擁する商店街として繁栄したが、昭和 50年代から外

来大型小売店の進出が始まり、それに伴い中心市街地での消費行動が低下し、大型百貨

店も次々と閉店、跡利用の目処も立っていない状況にある。 

 商店街の店舗構成は組合員 39 店舗のうち、小売業が 25 件を占める。うち、食料品等

の「最寄品」を扱う店は 6店で、他は「買回り品」「サ－ビス業」「飲食店」等である。 

 平成 24 年 4 月 13 日「地域商店街活性化法」の認定を受け、コミュニティホ－ルを核

に、市民生活に貢献し、かつ持続する商店街づくり事業に着手した。 

 認定事業を推進するうえで、まちづくり会社「㈱釧路第一商店街」を設立、平成 24年

3 月 2 日に登記、商店街区域の空きビル１階 426 ㎡をまちづくり会社が賃借、改装を行

い、平成 24年 8月 13日、「幣舞ふれあいホ－ル」としてオ－プン。会議・会合・講習・

講義・宴会・葬儀(約 200人収容)・ギャラリ－・展示会・物販・展覧会・ダンスホ－ル・

コンサ－ト・イベント等、多目的に利用できる自由空間として運営している。 

  

札幌市 

釧路市 
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２）くしろ北大通商店街振興組合 

■ くしろ北大通商店街の概要 

 ＪＲ釧路駅と幣舞橋につながる釧路市のメインストリ－トである北大通の中央部にあ

る約 400m の区間に 30 店舗で構成する商店街。これまでの商店街としての位置付けだっ

た「北大通中心街」のメンバ－の大半が集まり、平成 22 年 10 月に「くしろ北大通商店

街振興組合」を設立した。 

 当商店街地域は、釧路市の中核的な商業地区・業務地区として位置付けされているが、

当商店街を含む中心市街地は商業機能の低下が著しく、移転や廃業に伴う「空き地」「空

き店舗」も多く存在している。 

 商店街のにぎわい再生を図るべく平成 23 年度より具体的な活動に着手し、同年 5 月、  

空き店舗を活用した、まちなか情報拠点「くしろまちなかコンシェルジュくるる」を開

設。市民や観光客に対する情報発信やレンタサイクル事業を継続展開している。 

 また、平成 25 年度から 27 年度に向けた重点活動事業を計画中であり、新たな顧客の

発掘による来街者の増加、個店の売上増加、空き店舗の減少等の課題克服に向けて、コ

ミュニティカフェ機能としての「くるる」のバ－ジョンアップ、まちゼミやミニイベン

トの実施、ポ－タルサイト・フェイスブック・ツイッタ－による情報発信やク－ポンの

発行、商店街独自のオンラインストアの開設、キャラクタ－開発、商店街担い手(商店主、

従業員)のスキルアップ、空き店舗対策等を計画中である。 

 

 

 

 

  

 

 

くしろ北大通り 
商店街振興組合 

釧路第一 
商店街振興組合 
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３）旭川みずほ通商店街振興組合 

■ 旭川市の概要 

 北海道のほぼ中央の上川盆地に

位置し、石狩川や忠別川などの約

170 の河川と、大雪山連峰の豊かな

自然に囲まれ、盆地特有の寒暖差

が激しい気候である。また、川の

まち旭川のランドマ－クである

「旭橋」は北海道三大名橋のひとつで北海道遺産に登録されている。 

  平成 8年より駅周辺開発「北彩都あさひかわ」事業による土地区画整理の着手がはじ

まり、科学館や合同庁舎、平成 23 年には JR の高架化による旭川駅の新駅舎の完成や神

楽地区と中心部を結ぶ「氷点橋」が開通した。 

 旭川市の人口は約 350千人、世帯数は約 175世帯(平成 25年 1月末)であり、人口は平

成 10年を境に減少傾向が続いており、高齢化や核家族が進行している。 

 商業の中心は郊外へと分散し、中心部の商業機能の低下が懸念されている状況であり、

昭和 47 年に日本で初めて恒久歩行者専用道路として誕生した平和通買物公園内の大型

集客施設の撤退や空き店舗の増加、経営者の高齢化や後継者問題など課題が山積してい

る。 

 産業面では、集散地、物流拠点として発展。農業が盛んで道内における良質米の生産

地として知られる。また、リンゴやサクランボなどの果樹の生産、ソバの生産も盛んで

ある。家具の製造(旭川家具)でも有名で、日本の五大家具産地の一つにも数えられてい

る。近年は旭山動物園の躍進によって観光客数も増加している。 

 平成 23年 3月 25日、中活法による中心市街地活性化計画の認定を受けた。 

■ 旭川みずほ通商店街の概要 

 旭川から稚内に向かう幹線道路である国道 40号線が石狩川を越える「旭橋」を起点と

して、沿道約 1km の区間にある商店街。明治時代、旧第 7師団に通じるこの道筋に商店

が立地し商店街が形成されていった。戦後、名称が「師団通り」から「みずほ通り」、現

在は「旭橋みずほ通り」へと変わってきている。 

 商店街の性格付けが「近隣型」であるように、周辺は住宅地となっており、地域との

コミュニティを重視した活動を行っている。 

 特に、「七夕まつり」は子供達のふるさと作りイベントとして 30年以上継続実施し、

その間、地元高校や町内会との連携関係を積み上げ、毎年地元の高校からボランティア

として生徒が参加し、子ども向けイベントの企画・運営を担っている。地域における連

携関係は拡大し、地元 30町内会で組織する北星地区市民委員会や、小中学校、高校、教

育大学などに広がっている。 

  

札幌市 

釧路市 
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（２）現地マネージャー人材の選定 
 

１）釧路第一商店街振興組合 

■ 鈴木 正憲 氏 

  大学卒業後、㈱新生広告社（釧路第一商店街振興組合員）、

㈱スタッフ、㈲パートナーズに勤務し、本年 2月に退職。

この間、広告デザイン、イベント企画、商店街の活性化

企画などを行ってきた。釧路第一商店街については、過

去に個店の広告宣伝やイルミネーション事業、イベント

企画などを手掛けた実績もある。  

     釧路第一商店街と関わりもあり、これまで商店街や個店

向けの広告宣伝やイベント企画、商店街活性化に関連す

る知識や経験を有している。 

 

２）くしろ北大通商店街振興組合 

■ 廣島 悠作 氏 

大学卒業後、平成 16年に「ＮＰＯ法人くしろ・わっと」

に入社し、中心市街地活性化の一環として設置された市

民活動センターの運営に携わり、平成 19年からは同法

人の事務局長として運営の中核を担ってきた。平成 23

年 5月から「まちなか情報拠点くるる」のマネ－ジャ－

として活躍し、まちなかのイベントや商店街情報の発信

や案内などの取り組みを実施してきた。また、各種ＮＰ

Ｏ法人の中間支援を目的として、新たにＮＰＯ法人ＢＯ

ＮＯＳを設立し、理事長も務めている。 

 

３）旭川みずほ通商店街振興組合 

■ 高山 由香 氏 

平成 22 年度から旭川商店街コンシェルジュとして、

商店街活性化に向けた業務に携わってきた。２２年度は

旭川平和通り商店街の案内所にて、個店へのヒアリング

やアンケート、イベントの企画運営等の業務などを行っ

てきた。平成 23年度からは、市内の商店街へ派遣され、

商店街の活動補助等を行った。事業終了後、業務期間中

の実績や取り組む姿勢が商店街に認められ、商店街事務

局員として商店街活動を行っている。 
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（３）育成目標の選定 
 

１）釧路第一商店街振興組合：鈴木 正憲 氏 

■ 活性化事業の推進と改善提案 

 地域商店街活性化法認定事業の推進にあたって、商店街の各個店やまちづくり会社、

関係団体との調整役を担い、事業の結果を検証しながら、より効果的な事業の推進と改

善提案を行い、商店街活性化事業計画を円滑に進めることができる人材となる。 

 

 

２）くしろ北大通商店街振興組合：廣島 悠作 氏 

■ 商店街活性化事業計画の策定 

  まちなか情報拠点のコミュニティの場としての利用拡大、来街者の商店街各個店への

誘導のための事業の企画や関係者との調整の役割を担うとともに、商店街活性化事業計

画の策定に向けて関係者などとの協議、検討の中心的な役割を担う人材となる。  

  

 

３）旭川みずほ通商店街振興組合：高山 由香 氏 

■ 多方面との合意形成と商店街活性化事業計画の策定 

  様々な商店街活動に参加し、商店街メンバーや地域住民、町内会、学校、NPOなどと

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

的な役割を担う人材となる。 
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（４）実施体制 
 

１）釧路第一商店街振興組合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）くしろ北大通商店街振興組合 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

利用 

意見 

連携 

連携 

支援・アドバイス 

相談 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

（株）釧路第一商店街 

釧路第一 

商店街振興組合  

  産直団体 

まちなか冠婚葬祭事

 

市民イベント団体 

橋南西部地区連町 

錦北町内会 

現地マネージャー 

KITABA・道振連 

コンソーシアム 

釧路市産業振興部 

  

くしろ北大通 
商店街振興組合  

  
釧路市産業振興部 

NPO 法人 

BONOS 

釧路商工会議所 

釧路市文化振興財団 

連携 

支援 

アドバイス 

相談 

KITABA・道振連 

コンソーシアム 

助言 

現地マネージャー 
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３）旭川みずほ通商店街振興組合 

 

 

 

 

 

  

  

利用 

  

協働 

実施 

旭川みずほ通り 

商店街振興組合  

  
現地マネージャー 

旭川商工会議所 

北星地区 

市民委員会 

大町小学校 PTA 

大有小学校 PTA 

連携 

支援 

アドバイス 

相談 

KITABA・道振連 

コンソーシアム 

北海道教育大学 

ボランティアサークル 

「ありんこ倶楽部」 

支援 
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（５）指導内容と成果 
 

１）基礎研修 

■ 地域共通プログラム  札幌合同研修（１回目） 

（平成２４年８月２９日（月） 株式会社 KITABA 社内打合せスペースにて） 

 

 

 

本事業のキックオフでもある合

同研修であるため、株式会社全国商

店街支援センターの担当者も来札

され、全国商店街支援センターの概

要や現地マネージャー育成事業の

説明を講話頂き、商店街における現

地マネージャーのあり方の理解を

深めた。 

また、株式会社 KITABA 取締役副

社長神長が講師となり、商店街活性

化の考え方、エリアマネジメントに関しての考え方等の講義を行った。併せて、ファシ

リテーションの模擬実習など、商店街において情報整理を行う手法を学んだ。主に、商

店街活性化の考え方や商店街の課題と活性化の考え方について講義を行い、各現地マネ

ージャーの商店街に置き換えた課題の抽出のしかたなど、それぞれに見合った進め方を

講義した。 

最後に各自担当の商店街における現状や課題などについてディスカッションを行い

ながら、それぞれの情報交換を行った。 

 

  

テーマ：商店街活性化における現地マネージャーの役割 

講 師：株式会社 KITABA 取締役副社長 神長 敬 
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■ 地域共通プログラム  札幌合同研修（２回目） 

（平成２４年１０月１５日（月） 株式会社 KITABA 社内打合せスペースにて） 

 

 

 

商店街の現状認識の手法として、各商

店街について SWOT分析を行った。 鈴木

氏、廣島氏については、SWOT分析の手法

は既知であったが、この機会に講師が居

る中で、さらには他の商店街の課題を俯

瞰する機会となり、改めて商店街の現状

を見直すこととなった。 

それぞれの商店街の課題や強みを分

析したところで、それらの分析に基づい

た商店街活性化のストーリーづくりを

行った。強みを活かしながら如何にして商店街の課題を克服していくかを各自考え発表

を行った。 

 

■ 先進現地マネージャーからの指導 

（平成２４年１２月４日（水） 室蘭・中島コンソーシアム「ほっとな～る」にて） 

 

 

 

平成 23年度現地マネージャー育成事業の

対象であった室蘭中島コンソーシアム事務

局員の石岡氏より、地域商店街活性化法認

定事業を推進している室蘭中島コンソーシ

アムの状況、現在の石岡氏現地マネージャ

ーの役割や、活性化計画の内容についての

講義を行った。 

同コンソーシアムは、近隣の室蘭工業大学

の学生や教授と連携し、商店街に若者を呼

び込むべく、方針を定め活動しており、コ

ミュニティスペース「ほっとな〜る」を核とした事業を展開している。 

このほか、これまでも多くの共同の取り組みは行なっているが、4商店街の各個店に客

がまんべんなく回遊し、収益が確実に入り、顧客満足と並行して参加した店舗の達成感に

つながる仕掛けがづくりを行うことが、石岡現地マネージャーの役割となっている。  

テーマ：商店街の課題と解決のシナリオづくり 

講 師：株式会社 KITABA 取締役副社長 神長 敬 

テーマ：商店街活性化事業推進における現地マネージャー 

講 師：中島コンソーシアム 現地マネージャー 石岡 春男氏 
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２）基礎研修 

 ■ 釧路第一商店街振興組合の現地 OJT（個別指導） 

地域商店街活性化事業計画の事業推進および、「幣舞ふれあいホール」の利用促進イベントな

どの事業について現地OJTを行った。 

 

① エリアマネジメントのスキルを習得 

商店街をはじめとした地域全体の活性化のためのノウハウを習得することで、活性化事業の

推進や新規立案のために役立てることを目的として実施した。 

昨年度認定を受けた地域商店街活性化法の申請時に、収集した商店街周辺地域の基礎情報の

整理を行った。そこへ、これまでの商店街の取り組みや、人口動態、通行量、課題などに最新情

報を加え、今後の方針について検討した。 

整理した基礎情報の分析を行い、商店街の方向性を見出しながら、役員との会議を行い、事

業内容について検討を行った。会議の設定や内容については現地マネージャーがコーディネート

し、進め、事業を実施する実践組織が形成されつつある。 

② 町内会等の他団体との連携促進 

商店街活性化には切り離すことのできない、他団体との連携をスムーズに行えるように、現地

マネージャーが他団体とのコンセンサス形成やコーディネートを行えるようにすることを目的

に研修を行った。 

商店街近隣の錦北町内会及び橋南西部地区連合町内会との連携は、商店街を利用する観点から

より効果的な事業の実施に向けて意見を聞く必要がある。 

活性化計画づくりから協力体制にある釧路市産業振興部は、商店街活性化事業計画に基づく各

種事業が円滑に進むよう、手続やスケジュール調整、計画全体の進捗についてご意見を頂くなど、

今後の事業推進にはより深い連携体制が必要となってくる。 

こうした団体との連携を構築するためには、商店街の目指すべき方向性を定め、共有していく

ことが必要であることを指導した。 

③ より効果的な事業の推進 

現地マネージャーが中心となり、地域商店街活性化法認定事業の効果をより高めることを目的

に研修を行った。 

地域商店街活性化法認定事業は、今年度１年目として、主軸となっている「幣舞ふれあいホー

ル」の改装が完了し、運用を開始している。その中でより利用してもらえる施設とするために、

地域のニーズ把握、並びにニーズを踏まえたプロモーション活動についての指導を行った。 
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④ 実践組織の強化 

現地マネージャーと共に活性化事業計画の推進や、その他の既存事業及び新規イベント事業を

推進していくことを目的に研修を行った。 

釧路第一商店街には、慢性的な人手不足が生じており、一部の組合員のみ事業に従事している

業況であった。より効果的な事業の推進に、現地マネージャーが中心となり事業を動かすことは

もちろんのこと、実践体制の構築が求められる。 

鈴木現地マネージャーは、商店街加盟店での勤務経験があるとは言え、しばらくブランクがあ

ったため、まずは個店への挨拶回りから始めるよう指導を行った。地道な作業であるが、今後商

店街の一員として、参画するためには必要な第一歩と考える。 

 

■ くしろ北大通商店街振興組合の現地 OJT（個別指導） 

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

などを中心に現地OJTを行った。 

① 対象商店街の状況把握 

商店街や地域の課題などを洗い出し、活性化の事業の基盤をつくることを目的に研修を行っ

た。地域商店街活性化法の認定を目指しているくしろ北大通り商店街には、商店街の現状把握や

それに伴う課題の抽出が必要となる。過去に株式会社KITABAで申請の補助を行った書類などを

元に、状況の把握の手法などをレクチャーした。 

② エリアマネジメントのスキルを習得 

商店街をはじめとした地域全体の活性化のためのノウハウを習得することで、活性化事業の

推進や新規立案のために役立てることを目的として実施した。 

商店街単体で活性化することは難しく、他商店街との連携や、大学、町内会、病院など、多様

な分野との連携が必要になってくる。そのなかから商店街の課題や地域のニーズに応えるために、

必要な能力を持つ団体との連携を行う事となるが、その際には意見の集約を行いながら活性

化への取り組みを見出し、商店街を含めた他団体と合意形成を行い、エリア全体の総

意の得る必要があることをレクチャーした。 

③ 町内会等の他団体との連携促進 

商店街活性化には切り離すことのできない、他団体との連携をスムーズに行えるように、現地

マネージャーが他団体とのコンセンサス形成やコーディネートを行えるようにすることを目的

に研修を行った。 

くしろ北大通り商店街は隣接する釧路第一商店街同様に商店街近隣の錦北町内会及び橋南西

部地区連合町内会との連携において、商店街を利用する観点からより効果的な事業の実施に向け

て意見を募る必要があり、釧路市産業振興部は、商店街活性化事業計画に基づく各種事業が円滑

に進むよう、手続やスケジュール調整、計画全体の進捗についてご意見を頂くなど、今後の事業

推進にはより深い連携体制が必要となってくる。 

こうした団体との連携を構築するためには、商店街の目指すべき方向性を定め、共有していく

ことが必要であることを指導した。 
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④ 商店街活性化計画策定 

商店街の課題と対策を明確化させ、活性化事業計画を組み立てることを目的に研修を行った。 

全体研修でのSWOT分析、個別研修を経て収集した基礎情報を元に、活性化事業計画を組み立

てていった。研修では進捗状況を確認しながら適宜進め方などのアドバイスを行った。 

⑤ 実践組織の強化 

現地マネージャーと共に活性化事業計画の推進や、その他の既存事業及び新規イベント事業を

推進していくことを目的に研修を行った。 

釧路第一商店街と同様に、まず現場の意見をヒアリングするため、個店への挨拶回りから始め

るよう指導を行った。地道な作業であるが、今後商店街の一員として、参画するためには必要な

第一歩と考える。その上で、商店街活動に協力してくれる人材を発掘していくよう指導を行った。 

 

■ 旭川みずほ通商店街振興組合の現地 OJT（個別指導） 

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

などを中心に現地OJTを行った。 

① 対象商店街の状況把握 

商店街や地域の課題などを洗い出し、活性化の事業の基盤をつくることを目的に研修を行っ

た。 

旭川みずほ通商店街は、これまで地域ニーズの把握や基礎情報の把握を行っていないため、

「地域には高齢者が多い」ことや「地域が交流できる場所を求めている」ことも、あくまで想定

の範囲を超えていない状況であった。商店街の現状把握やそれに伴う課題の抽出が必要となるこ

とを現地マネージャーに認識してもらうため、過去に株式会社KITABAで申請の補助を行った書

類などを元に、状況の把握の手法とともにそのデータ活用方法などをレクチャーした。 

② エリアマネジメントのスキルを習得 

商店街をはじめとした地域全体の活性化のためのノウハウを習得することで、活性化事業の

推進や新規立案のために役立てることを目的として実施した。 

商店街単体で活性化することは難しく、他商店街との連携や、大学、町内会、病院など、多様

な分野との連携が必要になってくる。そのなかから商店街の課題や地域のニーズに応えるために、

必要な能力を持つ団体との連携を行う事となるが、その際には意見の集約を行いながら活性

化への取り組みを見出し、商店街を含めた他団体と合意形成を行い、エリア全体の総

意の得る必要があることをレクチャーした。 
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③ 町内会等の他団体との連携促進 

商店街活性化には切り離すことのできない、他団体との連携をスムーズにするために、現地マ

ネージャーが他団体とのコンセンサス形成やコーディネートを行えるようにすることを目的に

研修を行った。 

旭川みずほ通り商店街は、従前より地域の市民委員会との強力な連携体制が築かれているため、

商店街単体で活性化することは難しいことや、他商店街との連携や、大学、町内会、病院など、

多様な分野との連携が必要になってくることは理解していた。 

しかしながら、現状では毎年ルーチンで実施しているイベントでの連携が主体であるため、地

域と協働で事業を行うことも必要になってくる。そういった場合に前述の根拠からもたらされた

計画を共有する必要があることをレクチャーした。 

 

④ 商店街活性化計画策定 

商店街の課題と対策を明確化させ、活性化事業計画を組み立てることを目的に研修を行った。 

全体研修でのSWOT分析、個別研修を経て収集した基礎情報を元に、活性化事業計画を組み立

てていった。研修では進捗状況を確認しながら適宜進め方などのアドバイスを行った。 

 

⑤ 実践組織の強化 

現地マネージャーと共に活性化事業計画の推進や、その他の既存事業及び新規イベント事業を

推進していくことを目的に研修を行った。 

旭川みずほ通り商店街には青年部が存在し、次期商店街活動の担い手候補が見つかりやすい環

境になる。しかしながら、現状では積極的に青年部が活動しているとは言い難い状況にあるため、

如何にして若い世代を商店街に引き込むかが課題となる。 

より参加しやすくなるよう商店街の既存事業を整理する方法などレクチャーした。 
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（６）指導以外の支援 
 

１）釧路第一商店街振興組合：鈴木 正憲 氏 

■ 遠隔地の打合せサポート 

  ITを活用した商店街情報発信事業を計画している中で、札幌の事業者との打合せが発

生するため、支援機関が事業者との間を取り持ちながら、商店街活性化に相応しい要件

となるかなど、考慮しながら打合せを行った。 

広い北海道では移動するだけでも、高い費用と長い時間を消費してしまうため、支援

機関が間に入ることで、活性化事業との整合性を保ちつつ、現地マネージャーへ情報を

伝えることができた。 

 

２）くしろ北大通商店街振興組合：廣島 悠作 氏 

■ 商店街活性化事業計画に関連する活性化事例の紹介 

  商店街活性化計画の中で他商店街の活性化計画の事例の紹介や、事業に付加価値を付

け充足日を測るなど、実現可能な取組とするアドバイスを行った。  

 

３）旭川みずほ通商店街振興組合：高山 由香 氏 

■ ホームページ制作に関するアドバイス 

  旭川みずほ通商店街では組合員店舗の紹介やイベント告知など、ホームページを制作

し、情報発信事業を計画している。そのなかで、効果的な情報発信の方法や良いホーム

ページとあまり人が訪れないホーページの違い、継続的に情報発信を行うことの大切さ

とその方法についてアドバイスを行った。 

  

４）その他の支援 

■ 商店街活性化セミナーの参加（道経産局、道振連、(株)全国商店街支援センター主催） 

  「地域との協働・共創が商店街を再生する」と題した、道内の商店街活性化事例を紹

介するセミナーに参加してもらい、商学連携による若者の視点での活性化のアイディア

の事例や、商店街と障がい者支援機関が連携したコミュニティ形成事例などを学んだ。 
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（７）商店街の役割 
 

１）釧路第一商店街振興組合 

■ 活性化事業の共有と人脈の提供 

地域商店街活性化法認定事業の推進のため、事業内容共有のため、鈴木現地マネージ

ャーと支援機関へのレクチャーや、本事業を有効的に活用するための現地マネージャー

の位置づけなど、事業開始当初から積極的にご協力頂いた。 

また、イベントでは商店街から人員を配置し、現地マネージャーとともに、運営スタ

ッフとして活動しながら、イベントにかかる OJTを実施して頂いた。 

幣舞ふれあいホールの活用では、現地マネージャーの企画提案を、古くから関わる商

店街の一員としての視点でアドバイスを行いながら、より効果的な取組になるようアド

バイスを頂いた。 

今後の取組として、IT を活用した商店街の情報発信事業を勘案しており、東京にあ

る商店街の事例収集や、その担当社とのコネクションの形成を商店街が担い、現地マネ

ージャーへと引き継いでいる。このような現地マネージャーの持つ人脈と商店街の築い

た人脈など、相乗効果を図りながら活性化の道を歩んでいる。 

 

２）くしろ北大通商店街振興組合 

■ 二人三脚での商店街活性化事業計画の策定 

廣島現地マネージャーは、大谷理事長と共に文字通り二人三脚で活性化計画の基礎と

なる部分を築いてきた。大谷理事長は３０代と若く、今年度より理事長に就任され、理

事長としての日は浅いものの、商店街の関わりは古くその人望が厚い方である。そうし

た理事長が、３０代前半の若い現地マネージャーと共に、商店街の活性化を目指した計

画づくりを行う上で、お互いに良き相談相手であったことが伺えた。 

活性化計画が定まったため、今後は地域商店街活性化法の認定を受けるべく、理事３

役やその他の組合員も巻き込みながら、事業を推進していくものと思われる。そのため

には、廣島氏が商店街内部、外部問わずにつなぎ役として、既存事業も含めた各種事業

に取り組む体制づくりを行う事が求められている。 
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３）旭川みずほ通商店街振興組合 

■ 現地マネージャーのバックアップ役にもなる 

 旭川みずほ通り商店街では、年間数多くのイベント事業を行っている。昨年度より旭

川市商店街コンシェルジュとして関わってきた高山現地マネージャーには、氏の人柄も

あって、これまで築いてきた人望と人脈がある。 

そのような中で、イベントなど事業を行う際には、商店街が高山氏のバックアップ役

となり、円滑な実施、運営を行うための道筋を付ける作業を行っている。例えば、商店

街の中でやや癖のある店の元へ赴く際には、つきあいの長い専務理事が事前に電話連絡

し概要を伝えたり、その人にあった説明の仕方をレクチャーしていくなど、業務が円滑

に進むよう手助けしている。 

そういったバックアップ体制の積み重ねが、現地マネージャーの自信に繋がり、より

事業を推し進めたり、活性化計画の策定に繋がるものと考えられる。 
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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 
 

１）現地マネージャーの役割 

■ エリアマネジメント能力 

釧路第一商店街とくしろ北大通商店街は隣り合っている。しかしながら、旧来より

両商店街組織の仲が良いとは言えず、歴史的な根深い確執等があるようだ。しかしな

がら、個人間では交流もあり、本事業でも両現地マネージャーは協力しながら事業を

考えていった。 

このように個人間は問題ないのに、組織同士になると仲が悪いというのは、エリア

全体の目的が共有されていないことも要因のひとつだと考えらる。これまで複雑な理

由により軋轢が生まれた両商店街が、一朝一夕で改善させることは難しいが、現地マ

ネージャーはそれぞれの振興組合にも特徴や課題、振興組合間の連携にも気を配る必

要がある。 

また、現地マネージャーが組織のあらゆる運営業務に関わることが理想となるが、、

すべてを兼ね備えた人材を各商店街で探すのは困難と思われる。つまり、現地マネー

ジャーとを支える人材が必要にもなる。そういった、人材を発掘、育成させることも

現地マネージャーの役割として必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

商店街 
商店街 

行政 

地域 

他団体 

現地 

マネージャー 
現地マネージャー 

サポーター 



 
 

22 

（２）現地マネージャー候補の確保（選定） 
 

■ 現地マネージャーに求められる資質 

現地マネージャーには、以下のような資質が求められる。 

 

 ▶ 現状を把握し、分析する能力 

商店街組織の運営を安定させ活性化させていくためには、現状を把握することが重

要であり、地域のニーズを具体的に知っておく必要がある。それらを、どういう形で

商店街の事業で具体的に対応していくか、分析を行い活性化へと活かす必要がある。 

 ▶ コミュニケーション能力 

商店街の中では多種多様な業種があり、また振興組合間でも連絡や報告が欠かせな

い。また、商店街の外の地域の子どもから高齢者まで多世代と関係し、要望や意見を

聞くことから、日常的にコミュニケーションをとる必要がある。 

 ▶ ファシリテーション能力 

いくつもの商店街振興組合から形成される組織では、振興組合間の調整が非常に重

要であり、理事会や会議で意見交換を行う必要がある。組織で掲げる活性化への目的・

目標に沿った形で意見を集約し、課題を解決していくことが求められる。 

 ▶ プレゼンテーション能力 

連合組織においては特に各振興組合の理事だけでも人数が多く、商店街事業につい

て協力や理解を得るのは容易ではない。特に昨今では高齢者の理事が多いため、事業

の目的や活動についてわかりやすく説明し、様々な協力を得ることが必要となる。 

 ▶ 向上心を保つ能力 

上記４つの能力は、学習により備えることができるが、向上心を保つことは、本人

の資質によるところが大きいと言える。学習意欲が高く、笑顔で人と接することが、

フットワークの軽さに繋がっていく。  

 
■ 現地マネージャーの選定 

商店街としては、おかれている状況や課題などを鑑みて、理想のマネージャー像を設

定することが大切である。その上で、実際に現地マネージャーを選定する場合には、就

任意欲や資質など面接を行い、理想とするマネージャーになりうるか判断することが必

要である。 
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（３）育成目標の設定 
 

現地マネージャーを選定したら、理想とする現地マネージャー像になるための目標を

設定する。理想像に到達するためには何が不足しているのか等、現地マネージャー候補

の能力などを鑑みながら設定する。 

  
 ■ 目標の設定例 

 ▶ 現状を把握し、分析する能力 

・商店街周辺の人口動態や通行量両差などの基礎データの分析ができるようになる。 

・アンケートや懇談会などを開催した際の回答から得られるデータの分析ができるよ

うになる。 

 ▶ コミュニケーション能力 

・商店街や連携団体から信頼を得て、現地マネージャーとして認められるようになる。 

 ▶ ファシリテーション能力 

・会議などの参加者の意見を公平に吸い上げることができるようになる。 

 ▶ プレゼンテーション能力 

・会議で吸い上げた意見を整理し、参加者や関係者に真意を理解してもらえるように

なる。 

 ▶ 向上心を保つ能力 

・商店街活性化の事例を○○件収集する。（学習意欲の向上） 

・商店街ですれ違った人全員と笑顔で挨拶する。（信頼の獲得） 

向上心を保つ能力を育成するには、具体的な数一に落とし込めるか、達成・未達成が

判断しやすい目標を設定し、一定期間で評価をしていくことが大切である。 

 
■ 重点的に指導する点 

商店街の現状や課題、さらには地域住民ニーズを把握し、それらを解決していくた

めに、連携した事業の推進のための合意形成を行うようことができる人材へと育成し

ていく。 

▶ 商店街や地域における現状と課題の把握 

▶ 市民ニーズの把握と商店街の活性化の方向性 

▶ 商店街活性化計画の策定と、合意形成および実践組織の調整 
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（４）育成ツールと手法 
 

１）全体指導（共通の育成課題と対策、ツール） 

■ 育成の共通手法 

現地マネージャーとなる人材には、地域の活性化についての座学から研修を行い、商

業の活性化、地域商店街活性化法に関する基礎知識や他の商店街の取り組み事例等を習

得してもらう。また商店街の地区全体についても、地域の環境や取り組みを把握する必

要があるため、エリアマネジメントについても同様に基礎知識から習得する必要がある。

これらの研修によって、現地マネージャーに現在の地域・商店街の状況を知り、解決し

ていかなければ活性化へとは結びつかない課題を把握する。 

まずは、地域や商店街の状況を把握するためには、総合計画・都市構想・地区計画等

から調査し、地域の状況を知り商店街との関連する計画を把握する。地域の計画等につ

いては市町村で入手することができる。次に、地域住民のニーズやライフスタイルを知

る必要もあります。地域の人々がどういうものを必要と感じているか、どういう生活習

慣を送っているかを把握するための調査も活性化には必要である。地域の今後のために

街がどのように発展をしていくか、構想が練られているか、地域に住む人々がその中で

どういう状況で生活を送っているか、基礎となる状況を把握しなければ明確な課題が浮

かび上がってこない。そのための調査は、地域住民の交通量を計測する手法、地域住民

のニーズを把握するためのヒアリング、アンケート調査用の設計、段取りや、意見交換

会やワークショップの企画等の手法のノウハウを現地マネージャーに提供することがで

きる。 

 

  地域の将来像 商店街の現状 

総合計画 

都市・地区計画 基礎調査の手法 

ニーズ調査の手法 

商店街の将来像の設定と共有 

 
現地 

マネージャー 
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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） 

■ 属性別の共通手法 

一概に現地マネージャーといっても個人の資質や経験など、必然的にそれぞれの個性が

影響する。大きく分けて判断すると、「年齢」と「商店街との関わり」という２つの属性

が、その個人や育成方法に大きく影響する要因であることがみえてくる。 

また、育成にあたり、設定した目標を達成できるように導くことで、やりがいを感じ、

モチベーションの向上につながるので、現地マネージャーとして個人の存在意義を気づ

かせることを根幹においた育成対策を設定することが大切と思われる。 

世代属性別に一般論として分類すると、以下とおりとなる。 

 

 若年層（30～40 歳代） 

強み：フットワークの軽さ 

年配層（50 歳代以上） 

強み：経験 

商
店
街
内
部
の
人
材 

【育成課題】 

経験不足 

 

【育成課題】 

過去の経験にしばられやすい 

 

【育成対策】 

フットワークの軽さを活かし、ネットワーク

をより強固にする 

【育成対策】 

視野を広げるために外の事例を紹介、提

案し、違う考え方、方法の気づきの機会

を作る。 

商
店
街
外
部
の
人
材 

【育成課題】 

信頼を構築しなければならず、得るにも時間

がかかる 

【育成課題】 

地域に適応しなければならない 

【育成対策】 

役割を明確にさせる 

商店街に必要とされるようになる目標を設定

することが大切 

【育成対策】 

人生経験から自分の立ち位置や役割を

判断できる事が多い 
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