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実施機関名：入善町商工会（富山県下新川郡入善町入膳 5232-5） 

参加商店街：中町共栄会、銀座商盛会、二十四軒町商栄会 

テーマ：中心市街地商業と地域コミュニティの活性化に向けたビジョン策定 

 

●入善町中心商店街の現在の様子 
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入善町中心市街地商店街エリア 

 

                            

 

 

 

 

 

大阪屋・コメリ・ヤマダ電機（H24） 

 

 

 

 

                            

  

 

 

きららの里（H8） 
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１. 事業目的 

（１） 対象地域の背景と課題 

 

●入善町の概要 

入善町は富山県の東部地域に位置し、平成 27 年１月現在の人口は 26,067 人

（世帯数 8,900）である。町の産業としては、肥沃な黒部川扇状地の恩恵を受け

県内有数のコシヒカリの産地として、また地域を代表する特産品入善ジャンボ

スイカ、チューリップ球根の栽培は県内トップクラスなど農業が盛ん。 

また、富山県の特徴であるものづくり企業も多く、県内でも早い時期から自

動車、電子部品製造業の大きな工場が進出し、そこで働く従業員を中心とした

町内消費支出額（月額）は約 21億円程度（推計）の現状となっている。 

 

●入善町中心商店街の沿革と概要 

現在、入善町の中心市街地区域には任意の商店街組織が 3 つ存在しており、

平成 26年 3月末で中町共栄会 54事業者、銀座商盛会 17事業者、二十四軒町商

栄会 15事業者を合計すると 86事業者がＪＲ入善駅を中心とした直径約 800ｍの

半円状に集積している。3 商店街組織への加入率は 90％を越えているものの、

この 20年の間に中心市街地商店街ではスーパー、肉屋、魚屋等の生鮮小売店が

移転・廃業し、今では商店街の構成は殆どが買い回り品店の状況にある。 

入善町における商業の変遷としては、中心市街地外縁部において平成 4 年

（1992年）に SC｢コスモ 21｣、平成 8年（1996年）にはパワーセンター型｢きら

らの里｣が開業している。これにより、20余りのお店が中心商店街にあった店舗

を閉鎖して新たな商業施設に移転、旧店舗の多くが住居化し、一部が空店舗と

なった。一方で、黒部川右岸の商圏は入善町約 2.6 万、朝日町約 1.3 万人の人

口規模であることから、大手資本の進出は此まで殆ど無く、比較的他地域より

も商業・サービス業者の新陳代謝が緩慢であった。加えて、入善町中心市街地

商店街の商圏は町内全域のほか、県境に位置する新潟県糸魚川市の一部住民の

生活圏となっており、大小の製造工場などの就労環境により隣接する朝日町等

からの流入、また、地域公共交通の要であるＪＲ入善駅を中心とする立地や、

北陸銀行、富山第一銀行、にいかわ信用金庫、富山銀行、郵便局などの金融機

関が中心市街地商店街に集積していたことにより中心性や吸引力を大きく損な

うことなく、中心市街地商店街が急激に衰退する事態とはならなかった。 

しかし、1990 年代以降は基幹道路である国道 8 号線沿線を中心に飲食店やコ

ンビニ、ドラックストア、ファーストフード店などのロードサイト型商業施設

の集積が進み、地域消費者の買い物行動が次第に変化して行った。 

最近では、中心商店街から車で 5 分程度の目と鼻に先で、平成 24 年（2012

年）9月に大手資本のヤマダ電機、コメリ、食品スーパーの大阪屋が同時に進出

し集積、中心市街地商店街は新たな転換期を迎えている。 
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●入善町中心商店街が抱える課題 

中心市街地の 3 任意商店街組織（中町共栄会、銀座商盛会、二十四軒町商栄

会）は、平成 4年（1992年）SC｢コスモ 21｣、平成 8年（1996年）｢きららの里｣

の開業により、コンパクトな当エリア内でほぼ同時期に 20余りのお店が無くな

った。しかし、当中心市街地街特有の中心性や吸引力が功を奏し、創業者等に

より店舗数緩やかに回復、3商店街エリアで現在の空店舗数は 7店舗である。 

大きな契機としては、平成 20 年 10 月に町当局が中心市街地商店街での創業

支援策として開業資金助成制度を設けた事により、制度を利用して平成 26 年 6

月迄に 11人が新たに創業している。業種は主に美容業・飲食業に偏ってはいる

が、30～40 代の比較的若い年代が創業し、個性的・魅力的で若者向けのお店が

増え、高齢化が進む商店街に新しいマンパワーが生まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）商店街次世代リーダーの育成 

一方で、これまで長きにわたり 3 つの任意商店街組織では、中心市街地の商

業活性化に資する事業等について、入善町商工会の事業に協力や参画しながら

取り組んできた。最近では、商工会主催イベントへの協力が商店街活動という

マンネリ化を招いており、商店街事業＝商工会活動の構図から商店街事業は形

骸化し、商店街組織を引率し活性化を目指すリーダーが不在と言える。 

地域間競争が激化する中で、中心市街地商店街の再興と地域づくりに向けて、

リーダーの牽引力強化と次世代リーダーの発掘・育成が急務である。 
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２）明確なビジョンによる商店街の未来設計 

商店街関係者はみな将来の事業継続に不安を抱いており、超高齢化社会への

対応が必要と感じていても、地域とのコンセンサスも無く明確な将来ビジョン

を持っていないため、どうすれば良いのか分からない状況にあると言える。 

商工会がサポートして、平成 26年 2､3月に（株）全国商店街支援センターの

支援を受けて｢商店街の組織力強化事業｣で 10年後を目指したビジョンづくりに

取り組んだ。3任意商店街事業者を中心に、商業者の視点で未来の商店街・中心

市街地のあり方について考える初めての機会となったが、思い掛けず参加者の

活発な発言や貴重な意見があった。 

商店街のあるべき姿について、誰がどの様な想いや考えを持っているのか、

お互いが知り合うことで共感や刺激を受けると共に、また、商店街組織の枠組

みを超えて意思疎通を図る場となった。 

商店街将来ビジョンでコンセンサスを得て“未来希望図”を完成させた処で

あるが、より具現化に向けては“未来希望図”構想の優先順位や課題を整理し、

目指す商店街の未来設計を明確にしていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標（塾生の育成像） 

 

１）セミナーなどを通じ、先進的な商店街組織を引率するリーダー決断力や行

動力、人柄やなどの魅力を直に体感し、塾生の意識改革やリーダー像を学ぶ。 

２）視察研修により、先進的商店街の組織運営、活動状況、リーダーや実践者

の姿を現場で実際に見て理解を深め、塾生の新たな視点や気付きを喚起する。 

３）先進的な商店街の成功要因やそのツボを学び、今後の活路・ビジョンを塾

生自らが考察する。 

４）セミナー等で学んだ事例や手法を参考にワークショップを開催し、全員で

本中心商店街の未来設計プランをまとめ、塾生間のコンセンサスを形成する。 

５）本事業を通じ、塾生自らが商業活性化の実践者であり、リーダーとなるべ

きことの自覚を促す。 
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２. 事業内容 

（１） カリキュラム 

（座学研修：全 7回、コーディネーター：越沢 勝 氏（中小企業診断士）） 

日時 講義テーマ 講師 

9月 22日(月) 

19:00～21:00 
元気な商店街の成功要因 

(株)全国商店街支援セン

ター代表取締役社長  

桑島俊彦 氏 

10月 9日(木) 

19:00～21:00 

地域と共に地方商店街が目指す 

次世代まちづくり 

岩村田本町商店街振興組

合理事長 阿部眞一 氏 

10月 21日(火) 

19:00～21:00 

地方都市における 

人が集う商店街とは 

（有）会社協働研究所  

東 朋治 氏 

10月 24日(金) 

19:00～21:00 
中心市街地復活の七つのツボ 

中小企業基盤整備機構 

商業復興支援課 

課長 長坂泰之 氏 

12月 2日(火) 

19:00～21:00 

入善町中心商店街活性化のツボを

考えるワークショップ① 

コーディネーター 

越沢 勝 氏 

12月 16日(火) 

19:00～21:00 

入善町中心商店街活性化のツボを

考えるワークショップ② 

コーディネーター 

越沢 勝 氏 

12月 22日(月) 

19:00～21:00 

入善町中心商店街活性化のツボを

考えるワークショップ③ 

コーディネーター 

越沢 勝 氏 
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（２） 視察研修 

日時 内容 

 

11月 

4日 

(火) 

 

14:00 

～ 

15:30 

【先進商店街視察①】 

視察先：烏山駅前通り商店街（東京都世田谷区烏山） 

テーマ：スタンプ事業運用の現場、コミュニティカードの活用状況 

街の賑わい状況確認 

 

視察の成果等： 

・平日の日中であったが非常に賑わっている状況が確認できた。 

・単なる現金値引きではなく、より割安感を演出できるスタンプを使

った販促により、きっちり利益を確保することの重要性。 

・近隣の商店街でスタンプ事業が失敗したところもある。やはり愚直

進呈が成功の鍵としか言えないのではないか。 

・全国的にも珍しい駅前広場が、日常的には憩いの場として、そして

休日にはイベント等で活用されていた。 

・スタンプ事業の収益を宣伝費、イベント費に積極活用 

・夏祭りは今年で 40回目、約 20ブースが屋台として出店、恒例行事

となっている。 

・一杯になったスタンプカードがイベント時には通常よりお得に使え

ることにより、イベントの集客に寄与している。 

・世田谷区の農地が宅地に変わり、周辺人口は増え続けている。その

中で 30 歳代～40 歳代の家族が増えており、そのターゲットを取り

込む店舗づくり、商店街づくりをしていかなければならない。 

◎この様な商店街事業は、桑島理事長が商店街青年部時代から同世代

の商業者を巻き込んで積み上げてきた事業。ポイントカードなど、

桑島理事長の魅力でみんなを引き込み、時にブルドーザーのパワー

で突破しながら、今日の商店街経営を実現してきたとのこと。 

現在も、お客様本意の経営理念が商店街全体に見て取れた。 

 

写真（研修の様子） 写真（研修の様子） 
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日時 内容 

 

11月 

5日 

(水) 

 

10:00 

～ 

11:30 

【先進商店街視察②】 

視察先：戸越銀座商店街（東京都品川区戸越） 

テーマ：同商店街の話題作り、宣伝・ブランド構築手法の視察 

観光商店街化手法の視察、街の賑わい状況確認 

 

視察の成果等： 

・半径１ｋｍの商圏、自家消費だけでは今後の発展は望めない 

   ⇒ 都市型の商店街観光地化を決断 

・三商店街連携によるスケールメリット創出 

⇒ 組織運営は別、イベント・宣伝展開は共同 

・「戸越銀座」のブランド化  

⇒ ロゴ・キャラクター作成、共同イベント・宣伝、商品開発 

⇒ なければつくる、どこかから持ってくる 

⇒ 内部から批判、それならお客に聞いてみる 

・かつては昔ながらの商店街、現代の生活習慣に営業時間が合わない

と言われた ⇒ 注目されるようになったら、顧客が営業時間に合              

わせてやってきてくれるようになった 

 ⇒ 顧客に迎合するのではなく、真に求められていることを追求 

・中心顧客に徹底的なエコひいきを ⇒ 60歳代のハレの場を提供 

・インバウンド対策 

 

◎根幹である商店街連携をどの様に実現したのか 

・合意形成、全員説得は困難 ⇒ まず一人を説得 ⇒ 成果を出す

⇒他を説得 ････ 亀井哲郎氏（戸越銀座銀六商店街振興組合現理

事長）を中心に、若手商店街リーダーが真摯にお客様の声やニーズ

と対峙し、「戸越銀座ブランド」などを実践しながら検証して継続、

古参店などの意識改革を図りつつ関係者を引込んでいった。 

 

写真（研修の様子） 写真（研修の様子） 
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日時 内容 

 

11月 

5日 

(水) 

 

15:30 

～ 

17:00 

【先進商店街視察③】 

視察先：岩村田本町商店街（長野県佐久市岩村田） 

テーマ：空き店舗対策の各施設の運営状況、街の賑わい状況確認 

 

視察の成果等： 

◎地域のお客様と共に暮らす・働く・生きるための商店街づくり 

・夕方という時間帯でもあり、正直通行客は少なかったが、本町おか

ず広場、寺子屋塾、三月九日青春食堂、岩村田コンシェルジュなど、

その先進的な商店街事業の現場を見ることができた。 

・自己満足で結果を産まないイベントの反省から、商店街の真の目的、

理念から住民ニーズやサービスを考え出したことが原点 

・右手にソロバン、左手にコミュニティの担い手 

＝ 住民ニーズ、生活に密着した商店街づくり 

・不足業種を商店街が運営 ⇒ 本町おかず広場、本町手仕事村 

・地域の教育問題・子育て支援 ⇒ 寺子屋塾、子育てお助け村 

 

 

 

 

 

 

 

・人が集まる⇒ 新たなニーズの発掘 ⇒ 施設の運営に反映させる

⇒ 更に新たなニーズに対応する施設を立ち上げる、継続的なスト

ーリーを作り続ける 

・地固めをした上で大手ショッピングセンターとの連携 

・商店街の将来を担う次世代の若手育成 

 

写真（研修の様子） 写真（研修の様子） 
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３. まとめ 

（１） 活性化プラン 

プラン図・表など 

A：未来希望図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B：各事業の実施時期検討 
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C:商店街マップの活用（ロジックツリー） 

 

D:チャレンジショップ開設（ロジックツリー） 
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E:商店街マップの活用（6W3H） 

 

F:チャレンジショップ開設（6W3H） 
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G:チャレンジショップ開設のために 

 

 

プランの考え方・内容説明等 

（１）平成 26 年度作成の「未来希望図」（A）の各項目に関して「ハード」「ソ

フト」事業に分類、さらに優先順位としていつ実践するか「短期」「中期」

「長期」で分類、表にした。（B） 

 

（２）上記 B より、「商店街マップ活用」と「チャレンジショップつくり」の 2

項目を選定し、それぞれ「ロジックツリー」によって具体的な実践方法

を抽出（C、D）、さらにそれぞれ「６W３H」のフレームワークで行動指針

を検討した。（E、F）） 

 

（３）さらに「チャレンジショップつくり」に関して「現在」「今後」において

「必要な人材」と「各自は何をするか」を検討した。（G）その検討にお

いて、各事業を実施するにあたり、法人格を有するまちづくり会社の早

期の設立が重要であるとの合意に至った。 
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（２） コーディネーターの総括（本研修のポイント、重点的に指導した点等） 

 

コーディネーター：越澤 勝氏（中小企業診断士） 

 

・本研修は前半 4 回が街づくりを実践してきた実績のある講師による講義、後

半 3 回は講義を踏まえた上でのコーディネーターによるワークショップ、そ

の間に先進商店街の視察という構成で、最終的に活性化プランを作成すると

いう内容であった。 

 

・講義に関しては、講師それぞれの講義内容が濃密なもので、開催時間 2 時間

をほぼフルに使用されると思われたため、質疑応答の時間に手短な要約、そ

して更に理解が深まるような質問を心がけた。 

具体的には、 

１）桑島俊彦氏：スタンプカードの愚直進呈を徹底する方法 

       街づくりのハードとソフトの優先順位とその連携に関して 

２）阿部眞一氏：商店街イベントを成功させるためには 

       チャレンジショップ運営のポイント 

３）東 朋治氏：イベントを一過性のもので終わらせないためには 

４）長坂泰之氏：100円商店街、バル、まちゼミ、それぞれ成功させる為には 

などについてポイントをお聞きした。 

 

・ワークショップの 1 回目で、講義 4 回の振り返りを行い、今回のワークショ

ップにおいて到達すべき 

１）具体的な活性化プランの検討 

２）個店および商店街の現状認識 

３）現在及び将来的なターゲット顧客の明確化 

４）具体的な行動計画 

５）行動主体が誰かを意識 

６）優先順位の決定 

などの要因に関しての気付きを得られるよう設問を検討した。 

 

・ワークショップ 2 回目以降も前回の振り返りを行い、各回の目標地点のイメ

ージを明確に持っていただくよう心がけた。 

 

・全員が積極的に意見を提出し、それらが議論されるようにポストイットやホ

ワイトボード、そしてスライドを使って相互理解や情報共有を心がけた。 
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（３） 実施機関の総括（成果や新たな課題、今後の活動方針等） 

 

●目標に対する成果 

 本事業は、結果として 26年 2,3月に実施した｢商店街の組織力強化事業｣で 10

年後を目指したビジョンづくりを経て実施に至っており、時間をおかずにステ

ップアップに取り組んだことで塾生の商店街再興に対する想いやリーダーシッ

プが芽生え始めるなど、目標達成に向けて有意義な事業となった。 

 特に、烏山駅前通り商店街の桑島俊彦氏、岩村田本町商店街の阿部眞一氏、

戸越銀座商店街の亀井哲郎氏など、商店街カリスマリーダーと直に触れ合って

その資質を肌で感じとり、夢を叶えるために必要な要素を強く感じ取った処で

ある。 

また、ワークショップでは先のビジョンづくりで 3 商店街関係者が中心とな

り作成した“未来希望図”の具現化を検討し、次のステージの問題・課題を整

理しながら塾生がコンセンサスを共有した。塾生自らが構想の優先順位を考え、

特に短期ソフト事業＝｢商店街マップ｣の活用、中期ハード事業＝｢チャレンジシ

ョップ｣開設を実現するための課題等を検討し、塾生自らが商業活性化の実践者

でありリーダーとなるべきことを自覚したと言える。 

 

●新たな課題等 

 ワークショップでも必要性が唱えられたが、まちづくり事業を推進し受け皿

となる母体組織＝まちづくり会社の早期設立が求められる。 

 塾生がそれぞれの商店街組織、同業者団体、カード会などに働きかけて和を

拡げていくと共に、まちづくりの新たなリーダーに育っていく必要がある。 

 

 

●今後の活動方針など 

 まちづくり会社等の設立に向けて、塾生が中心となる準備委員会の立ち上げ

を支援しながら、リーダーの育成に今後も注力していく。 
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（４） 参加者（塾生）の感想・今後の意気込み等 

（塾頭）宝飾・メガネ小売（60代、男性） 

  我々商業者・商店街関係者の視点で、昨年度から中心市街地商店街再興に

向けて協議してきた。｢商人塾｣事業では、素晴らしいリーダーの方と出会い、

また、先進的な商店街事業を学ぶことが出来た。これからも、この良い流れ

が途切れることがないよう、関係するメンバーと議論を深めていきたい。 

関係機関との連携を図りながら、短期、中期、中長期で掲げている目標に

ついて、実現できるよう自ら積極的に取り組んで行きたい。 

 

（若手塾生）飲食業（30代、男性） 

  桑島社長や阿部理事長をはじめ、本事業で学んだ講師の方全てが実践的な

まちづくりのお話で、大変感銘を受けました。イベントや空店舗対策など、

ただやれば良いと言うことではなく、どのリーダーの方も何のためにやるの

か目的・目標を持って行動させていました。また、一人でなく仲間を巻き込

んでまちづくりを実践中です。目標を共有し、みんなで行動するしかないと

再認識しました。商人塾メンバーの雰囲気も良く、これまでと違ったことが

何か出来るのではないかと感じており、この機会を捉えて次の一歩を踏み出

すべきと思います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） その他成果物・報告事項等 

●ソフト事業を実施 

１）第 1回まちゼミを開催 H26.11.22～12.20 

  商工会が主管し、多くの塾生が中心店となり企画参画して実施した。 

 

２）地域内資金循環等新事業検討委員会 H26.10～H27.1 

  主な塾生が委員として参画し、円滑な地域内資金の循環を目的に、北陸新幹

線開業により第 3セクター化されるＪＲ入善駅の今後の在り方、活用策等を検

討。塾生がワークショップで検討した、まちの顔＝ＪＲ入善駅の役割や機能を

委員会へ提言し、報告書に盛り込んでいる。 
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平成 26 年度 商人塾支援事業 

 

委託元：株式会社全国商店街支援センター 

〒104-0043 

住所：東京都中央区湊 1-6-11 八丁堀エスワンビル 4 階 

 TEL：03-6228-3061 

 

委託先：入善町商工会 

 〒９３９－０６２６ 

住所：富山県下新川郡入善町入膳５２３２－５ 

TEL：０７６５（７２）０１６３ 

 


