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事業の概要

　「まち全体で創業支援に取り組み 人材の発掘・育成による持続可能な商店街づくり」
高齢化や後継者不足による空き店舗の増加は、持続可能な商店街づくりにとって大きな課題である。そこで田辺で
は、商店街をはじめ、関係機関が連携し、まち全体として創業希望者を受け入れる体制づくりを行ない、空き店舗を含
めた様々な情報の集約・発信のシステムと、地域住民（消費者）のニーズ把握と分析による創業促進戦略を構築しつ
つ創業支援を行なった。

事業の目的

　本事業では、商店街における創業者の受入れ体制づくりや、創業者誘致の仕組みづくりを行い、最近市内で徐々に
増加しているフリーマーケットや朝市等では、雑貨や作品を販売する若者を商店街に創業者として誘致し、空き店舗
の利活用や商店街活動の担い手不足の解消につなげ、街中再生を図る事が本事業の目的である。

取組みの背景・商店街の課題

　「店主の高齢化・後継者不足による空き店舗の増加や商店街活動の担い手不足が非常に大きな問題に」
○人口約8万人の紀南地方の中心都市であり、平成21年に「中心市街地活性化基本計画」の認定を受け官民挙げて街
　づくりに取り組んできたが、消費および人口流出が顕著であり、中心市街地空洞化（空き店舗の増加）が進んでい
　る。平成24年の商店街後継者調査では約半数が「後継者なし」と回答。また、回答者の内60代以上が6割以上を占め
　ており、商店街への新規創業者誘致が喫緊の課題であることがあらためて明確となった。
○商店街での創業の課題として、「賃貸料の高止まり」、「空き店舗の物件や周辺情報の不足」、「経営に関する不安」等
　が挙げられる。
○これらの課題を解消するには、商店街のみならず、支援機関（商工会議所）、行政（市役所）、関係団体、専門家等が
　連携して取り組む事が不可欠であるが、現在まで創業支援に取り組んだ事例はなく、手探りの状態が続いていた。
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田辺では

商店街や支援機関が一体となった
創業希望者受け入れチームを結成しましょう！

　新たな人材発掘のため、空き店
舗解消のため、商店街組合が創
業希望者を積極的に商店街で受
け入れる場合、まずは商店街を取
り巻く多様な関係者が参画する
受け皿組織が欠かせません。単
発ではなく継続的に、持続可能な
取組として受け皿組織のメンバー
に変更があっても持続可能なシス
テムを確立する必要があります。

　田辺市駅前商店街組合員から理事長らで創業支援担当を決め、市や商工会議所、アドバイザーを加えて商店街創業促進
チーム「ビジネスサポートTANABE」を設立しました。中心市街地に拠点を構える不動産事業者やデザイン事務所など外部
エキスパートの協力を得ながら毎月1回ペースで会合を開いてきました。また、必要に応じて適時ミーティングを繰り返して
きました。駅前商店街も加盟する田辺市商店街振興組合連合会（商連）とも連携し、商連の議題として創業支援に関する内
容を単発ではなく定例化していただき、商連の会議に出席する商店街代表者から定期的に新たな出店および退店状況など
欠かせない情報を得ることができるシステムを確立することができました。空き店舗対策や若手商業者育成につながる創
業支援事業は、一つの商店街ではなく地域全体で取り組む方が多様な選択肢が生まれ、効果的でした。

なぜ？
　商店街役員（創業受け入れ事
業担当者がいればなお望まし
い）、市役所商業部局、商工会議
所など軸に創業に詳しいアドバ
イザーも交えて基本となるチー
ムを立ち上げます。不動産事業
者、地元金融機関、デザイン事業
者、イベント事業者など必要に応
じて外部エキスパートを加え、多
様なニーズに応えることのでき
る体制を整えます。

どうやって？
　多様な関係者が定期的に会合
を開き、空き店舗の状況や出退店
情報、イベントや各種補助制度な
どの情報を共有することができ
ます。チームを結成することで認
識を共有しながら意識を高める
こともできます。特に商店街連合
会にも創業希望者受け入れに関
する協力を得ながら連携を密に
することで、双方にメリットが生
まれます。

効果は？
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田辺では

ダウンサイジングの考え方

繁栄期 店 店 店 店 店 店 店 店

店 空 店 空 店 空 店 空

店 店 店 空 空 空 空

創業希望者受け入れのための
ビジョンをつくり、共有しましょう！

　創業希望者を商店街で受け入
れる際、業種・業態を絞るのか（絞
らないのか）、年齢制限を授ける
のか、営業時間や定休日のルール
を設定するのか、商店街組合への
加入を条件とするのかなどの諸
条件を検討することから始まりま
す。また、空き店舗といっても賃
貸できる物件は限られています。
空き店舗とはどのような状態の
物件なのかを知り、チームで共有
することが欠かせません。

　外部コーディネーターにより商店街で創業を促したい出店者を様々な意見を出し合
うことで具体化していきました。飲食店舗へはランチ営業もお願いすること、若年層に
絞らずに定年を控えたセカンドキャリア層へも幅広く訴えていくことになりました。
　不足業種を補うテナントミックスも検討しつつ、あえて同業種の集積を促して商店街
として個性化を図るアイデアも他地区の事例から検討しました。ダウンサイジングの手
法についても認識を共有しました。空き店舗に関して、様々な活用事例やチャレンジ
ショップ成功の秘訣、空き店舗の現況を分類する手法、共同セルフスーパー運営のコツ
など、チームに加わるアドバイザーから全国各地の事例から基本的な内容まで幅広くア
ドバイスを受けました。これらを基に、創業希望者をイメージ付けていきました。

なぜ？
　客観的な視点も不可欠なため、
外部からコーディネーターを招
聘し参加者の意見を出し合いな
がら、方向性を定めていきます。
アドバイザーによる他地区の事
例や空き店舗解消のために必要
なステップをセミナー形式で学
習していくことも効果的です。
ワークショップ形式で意見を吸
い上げていくこともよいでしょ
う。

どうやって？
　商店街で受け入れたい創業希
望者をより具体的にイメージす
ることで、方向性や将来ビジョン
が見えてきます。ビジョンがある
程度統一できれば、将来の商店
街像が他地区と異なった個性的
な魅力を描くこともできます。た
だし、あまり条件を絞りすぎると
出店ハードルが上がり空き店舗
の解消にも人材発掘にもつなが
りにくいので注意が必要です。

効果は？
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田辺では

床サブリース事業の仕組みと
メリット・デメリット

商店街活性化・まちづくりのエンジン
「まちづくり会社」の果たす役割

民間でも行政でもやれないことで存在感

●効果的サブリース

町づくり まちづくり 街づくり行政や会議所等公的機関に対しては賃貸を認める
地権者は多い

①同時３者契約（甲乙丙）締結
②不足・必要業種の導入
③手数料（斡旋時・月次請求時）

●要注意サブリース
①地権者とまち会社のみの契約
　（タイムラグによる空家賃の発生）
②危険業種進出を防ぐため

行政等が直接一般テナントと個別で契約できない場合、
まちづくり会社が（一括で）借上げし、テナントに賃貸する。

　商店街に空き店舗が多数あって
も、オーナー（地権者・建物所有者）
が「No！」といえばシャッターは閉
まったままです。所有物件を貸すこ
とに消極的なオーナーの協力を得
ることも欠かせません。そのために
は、オーナーと創業希望者を結ぶ
支援組織の役割が大きくなってき
ます。

　既存のまちづくり会社（南紀みらい㈱）をサブリース事業者として位置づけるか、振興組合が地権者と交渉するかなどを
検討してきました。また、まちづくり会社の役割と意義やサブリース手法のメリットとデメリットについても、アドバイザー
から講義を受けました。

なぜ？
　オーナーと創業希望者の間に
入ってそれぞれと賃貸契約を結ぶ
「サブリース」という手法がありま
す。商店街組合がその仲介をする
こともありますが、商店街や市、会
議所などが参画する「まちづくり会
社」がその役割を期待されています。
その際、不動産事業者から様々な
点で協力を得ることが不可欠です。

どうやって？
　経験のない創業希望者に賃貸す
ることは拒む地権者でも、信用の
高い第3者機関（商店街振興組合・
事業協同組合・まちづくり会社）等
が関わることで賃貸を許可された
例が数多くあります。また、まちづ
くり会社などにとっても月々の手
数料収入などが期待できます。一
方、空家賃が発生しないよう注意
も必要です。

効果は？

賃料請求

賃料支払

依頼

自治体の
「町づくり」？

民間連携・
ハード＆ソフト

「まちづくり会社」とは非営利株式会社？

事業所・店舗の
収益向上

「間接的に」将来に向けた
営利の追求

民間でも行政でも
やれないことの推進

・市民 ⇒ ＮＰＯ？
・事業者 ⇒ まち会社？

・様々な事業の受け皿機能
・地域内経済循環の促進
 （税収向上）

「住みたくなる商業地域」へ

中心市街地の
都市整備？

賃料＋手数料請求

賃料＋手数料支払い

手数・
手数料 照会

新規開業・
ハッピーリタイア

更なる価値＆
利便性の向上

まち（地域）の価値向上

定住人口・交流人口の増加

創業希望者受け入れのための手法や組織を
様々な角度から検討してみましょう！03
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田辺では

地域住民（消費者・お客）の
ニーズをつかみましょう！

　地域住民の嗜好・ライフスタイ
ルは大きく変わってきています。営
業時間帯や商品・サービスの質、接
客、品揃えがお客（住民）のニーズ
と合っているかを見直す必要があ
ります。お客が望む業種・業態、
サービスなどを各種調査によって
把握・分析することで、お客のニー
ズと乖離しない創業者の受け入れ
体制を確立することができます。

　幼稚園（保育所）に通う幼児がいる田辺在住の若い主婦が数名集まって商店街に対する要望や不満、入ってみたいお店、
ライフスタイル、嬉しいサービスなどを座談会形式で2時間程度自由に語り合う「地域住民座談会」を実施しました。
座談会のコーディネーターは田辺在住ではない外部人材に依頼する方が自由な意見が飛び交います。また、将来の主要顧
客として期待したい若い主婦の方が思い切った意見を述べて下さります。
　ただし、座談会メンバーがすべて初対面では盛り上がりませんので、商店主や関係者を通じて児童の母親の一人に依頼
し、その友人を数名声がけしていただくと良いでしょう。時間帯は平日の午前中が最も集まりやすいです。
口を滑らかにしていただくためにも、地元洋菓子店の美味しいケーキとドリンクのご用意を忘れずに！

　調査の結果、子育て世代の主婦は普段の買物にあまり商店街
を利用しておらず、特に思い入れももっていない事が判明しま
した。
　但し、イベント等へは比較的参加している様子であり、目的の
店には駐車場がなくても買物に訪れています。
　また、商店街への創業希望業種として、ランチの美味しい店
（飲食店）や、お洒落な雑貨店を希望しており、小売店でも「商品
へのこだわり」や「接客の良さ」等価格面以外の付加価値を出す
事で成功する可能性があると思われます。
　本調査結果を基に、
今後商店街での創業
促進事業において、
募集段階での絞り込
みは行なわないが、
創業希望者への情報
提供（アドバイス）に
活用しています。

なぜ？
　地域団体や商店街組合員で協
力し合い実施する「来店・来街アン
ケート調査」、専門の調査機関に依
頼する「訪問アンケート調査」、地
域住民が集まって商店街への要望
や不満、普段のライフスタイルや
必要業種・サービスを自由に話し
合っていただく「地域住民（お客
様）懇談会」などを実施します。調
査結果は専門アドバイザーを交え
組合員で分析、共有していきます。

どうやって？
　調査分析結果を基に、成功する
確率の高い業種を優先して受け入
れることができます。創業セミ
ナー開催時は分析結果を創業希望
者に伝えることで販売戦略の参考
にすることもできます。また、創業
者（創業希望者）だけでなく既存店
舗の営業形態（営業時間・定休日・
品質・価格・接客・各種サービスな
ど）も見直しに活用することもでき
ます。

効果は？
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地域住民座談会の様子

地域住民座談会の結果まとめ

普段の買物（特に食品）はスーパーが中心。
 　　　　　　    商店街（専門店）は目的買い。

100円商店街等へのイベントへは参加するが、
　　　基本的に商店街への思い入れは少ない。

子供連れのため移動は車中心であり、
　      店舗前に駐車できないお店は敬遠傾向。

商店街にあったらいいなと思う店
●高齢者向け（近くの病院に来るついで等）野菜、仏花等
●主婦向けなら美味しいランチの店　雑貨店
●キーワード（こだわり、接客、古民家）
●高校生向けならお金をかけずに時間をつぶせる等

STEP 02STEP 02 調査と分析・現状の認識調査と分析・現状の認識

5



田辺では

創業可能店舗（シャッター店舗）の現況を
調査・分類し、戦略を練りましょう！

　シャッター店舗といってもその
広さ、設備、地権者の区分（土地所
有者・建物所有者）、賃料、賃貸の可
否など条件や状況は多岐に渡りま
す。いわゆる「シャッター通り」で
あっても、実際に出店可能な物件は
一般的には１割から２割程度である
ことがほとんどです。戦略的に
シャッター店舗対策に取り組むた
めには、まずその現況を調査、分類
することが欠かせません。

　まずは商店街組合員や創業者受け入れ検討チーム員が手分けしながら商店
街全域をフィールドワーク。住宅地図などをベースに空区画（シャッター店舗）を
チェックしていきました。その作業と並行して「シャッター店舗調査表」を作成し
ました。目視やヒアリングによってシャッター店舗をまず６分類（貸店舗・売店
舗・住居・バックヤード〔作業場・倉庫〕・その他）し、当該店舗の現況を分かる範囲
で記入します。具体的には面積、賃料、管理共益費（ビルの場合）、敷金・礼金、店
舗専用駐車スペースの有無、仕様（制約）、内装の状況や使用可能設備、浄化槽の
有無、前店舗（前業種）などが挙げられます。また、当該店舗が位置する商店街の
会費等も記入しました。今事業の核となる駅前商店街以外でも、田辺市中心市
街地商店街すべてで同調査を実施。調査店舗数の中から貸し出し可能店舗（貸
店舗）を抽出し、さらにオーナーが積極的かそうでないかもチェックしていきま
した。
　これらの情報を不動産事業者とも連携を密にしつつ、商店街理事会や連合会
役員会でも継続議題として定例化し、
シャッター店舗の情報収集や更新を図っ
ていきました。創業希望者の受け入れは、
多様な選択肢を提供するためにも単一商
店街で取り組むのではなく、複数の地域
商店街が連携して取り組むことで効果が
増幅します。結果として地域全体で早急
に取り組むべき課題として意識の向上と
共有を図ることができました。調査結果
で判明した貸出可能店舗数をさらに増や
していくための手法の検討も始めました。

なぜ？
　一般的にシャッター店舗は「貸
店舗」「売店舗」「住居」「車庫」「バッ
クヤード（作業場・倉庫）」「その他
（競売・オーナーに貸す意思がな
い）」の６種に大別できます。所有
者や不動産業者、商店街役員、近
隣店舗からヒアリング等を通じて
調査協力を得ながら物件を分類し
ていきます。その中から「貸店舗」
を抽出し、条件等を踏まえて創業
希望者へ紹介する物件の優先順位
をつけていきます。

どうやって？
　数あるシャッター店舗の中から
「貸店舗」を抽出することで、対策
の優先順位が明確になります。貸
店舗は所有者も賃貸に積極的なた
め賃料交渉や設備状態の把握も容
易になり、不動産業者とも連携が
密になり情報交換が活発になりま
す。商店街の理事会や連合会の役
員会でも情報の提供と更新に対し
て協力を依頼しながら現況を共有
することで、意識の向上を図ること
ができます。

効果は？
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【調査実施商店街】
駅前商店街・湊本通り商店街・
北新町商店街・栄町商店街・
銀座商店街・アオイ通り商店街・
宮路通り商店街・駅前通り商店街・
弁慶町商店街

※平成26年10月30日現在連合会会議の様子

調査空店舗数 64店舗 ⇒ 貸出可能店舗数 38店舗

STEP 02STEP 02 調査と分析・現状の認識調査と分析・現状の認識
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田辺では

商店街創業セミナーを開催しましょう！

　創業セミナーは様々な機関で開
催されています。しかし、商店街に
特化した創業セミナーは少ないの
が現状です。シャッター店舗を新た
なチャレンジの場として提供する
だけでなく、商店街に根付いて長く
商売を続けていただくためにも基
礎知識を学び、商店街で創業する
魅力を直接伝えることができる商
店街創業セミナーは極めて有効な
手段です。

　2014年8月から9月にかけて、日曜日の午後1時から3時間半、集中的に創業未経験者を対象とした5回のカリキュラムを設
定しました。中小企業診断士や経験豊富なコンサルタント、マーケティングの専門家、地元金融機関職員らを講師として商
店街で創業する魅力や物件探しのポイント、マーケティング、開業に必要な基礎知識、開業資金や財務を中心とした座学に
加え、複数のシャッター店舗を見学して実地で理解を深める「物件お宝探しツアー」、受講生によるワークショップ形式によ
るビジネスプランの作成や成果発表会も実施しました。
　また、「創業者によるアドバイス」は実際に田辺で創業して5年以上経過した創業者2名による経験談や苦労話、商売の醍醐
味や田辺で成功するコツをパネルディスカッション方式で実施。受講生も実践的な体験談に熱心に耳を傾けていました。
全5回の創業セミナー終了後も、受講生のフォローや新たな創業希望者の発掘も視野に入れ、補講の意味合いも含めた中級
編として専門家による「DIYによるお店づくりセミナー」も2015年1月に開催しました。
　定員は20名としましたが、当初は受講生集めに苦労しました。チラシ作成だけでなく、地元マスメディアによる情報提供、
告知時期とその回数を試行錯誤を繰り返ながら商店街創業促進チーム一丸となって注力。
　結果的に多くの受講生を集めることができました。様々な媒体を駆使して
何度も告知を繰り返すことが効果的です。クチコミも大きな効果を発揮しまし
た。
　また、受講生が参加しやすい曜日や時間帯の設定も重要です。田辺では日曜
の午後としましたが、土曜日や平日の夜間も有効でしょう。消費者ニーズを踏
まえ、業種を絞ったセミナーも効果的でしょう。受講料は今回無料としました
が、継続実施と受講生の本気度を図る上でも有料化を今後検討していきます。
　創業セミナーは開催するだけでなく、受講生を出店までサポートしていくこ
とも大切です。セミナー終了後は講師による個別相談会も希望者対象に実施
しました。

なぜ？
　基礎知識や創業成功者からのア
ドバイス、経営計画の作成や開業
までに必要な手続きなどカリキュ
ラムとする創業未経験者のための
「初級編」や、第二創業および創業
経験者を対象とした内装工事、法
人設立、労務等の内容も盛り込ん
だ「中(上)級編」を企画します。様々
な媒体で広報し、月1回から2回ペー
スで集中的に講座を実施します。

どうやって？
　創業希望者同士の交流が進んで
切磋琢磨しながら基礎知識を取得
し、お互いの事業展望を発表を通
じて共有し合うことで刺激を高め
ます。地域にとっても将来のリー
ダーとなる人材の発掘や雇用の促
進が進み、商店街にとってもシャッ
ター店舗対策と組合加入の必要性
を直接訴えることもできます。そし
て、既存商店主と創業希望者の距
離を縮める効果も期待できます。

効果は？
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第1回 創業セミナーの様子

STEP 03STEP 03 創業希望者の支援創業希望者の支援
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①実施時期…8月中旬～9月下旬
②時間…日曜 午後1時～4時半
③会場…田辺商工会議所及び中心商店街
④カリキュラム…
　創業のポイント
　地元創業者に聞く
　マーケティング・資金計画・開業に関する基礎知識
　空き店舗見学会
　ビジネスプランの作成と発表（ワークショップ形式）

実施概要

受講生数

広報媒体

募集期間
受 講 料

16名（男性9名　女性7名）

平成26年7月中旬～8月初旬
無料

①……地元記者クラブへの広報依頼（記事掲載）
②……地元紙への広告掲載
③……関係機関等へのチラシ配布　　
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講師の先生方もとて
もわかりやすく教え
ていただき、もしかし
たらできるかも･･･と
いう気持ちになりま
した。

創業された方のお話
しを聞くことができ、
刺激を受けました。
空き店舗の見学会で
は、予想以上に空き店
舗が多いと実感。

楽しかった。で終わ
らず、実現に向けて学
び続けていきます。
ありがとうございま
した。

日曜日に開催して頂
いたので参加できま
した。（平日だと参加
できないので）

私は創業の計画が
あったため、具体的に
大変参考になること
が多かった。期間的に
も2週間毎と、ほぼ集
中的になっていたの
も良かった。

創業ゼミ
参加者の声

9



田辺では

　創業セミナーなどの座学で得た
知識を実践にいきなり移すことは
リスクも伴います。特に創業（出
店）未経験者にはアルバイトを含
め少しでも多くの実践経験が必要
です。いきなりシャッター店舗に出
店を促すよりも、現在の実力や来場
者の反応を直接感じることができる
お試しチャレンジ出店は有効です。

なぜ？
　集客力の高いイベント開催時の
出店や、月1回の屋台デーなど、1日
または2日程度のイベント参加を促
す手法があります。または3か月か
ら1年程度の期間で「チャレンジ
ショップ」を開設することも効果的
ですが、その際は通行量の多い1階
区画など好立地を提供しましょう。
チャレンジショップも1日だけのお
試し出店も、商店街の戦略や消費
者のニーズとマッチングさせるた
めにも特定の業種に絞ることも有
効です。

どうやって？
　期間限定のお試し出店を経験す
ることで、本格開業に向け足りない
部分を把握することができます。
受け入れ側の商店街も創業希望者
と交流を図ることができると同時
に改善点をアドバイスすることも
できます。また、マナーの悪い希望
者も事前に把握できます。創業希
望者には商店街活動を深く理解し
様々な活動に積極的に関わってい
く意識の醸成が期待できます。

効果は？

07 お試しチャレンジ出店の機会を
提供しましょう！

　平成26年10月19日（日）、商店街の空きビルで
「ママ達のパワーで街を元気にする一日」をコン
セプトにチャレンジショップ「カワクママル
シェ」を開催しました。イベントの企画運営は、
地元の子育て中のママさんグループにお願いし
ました。その結果、ワークショップや食品・手作
り雑貨の販売の他、子供向けの紙芝居読み聞か
せや、昭和初期に撮影された田辺市街の風景の
映像作品「懐かしの田辺」の上映等子供からお
年寄りまで沢山の人が楽しめるイベントとなり
ました。
　イベント当日は親子連れを中心に若者から年
配者まで、2千人を超える来場者で大変賑わい
ました。出店した創業ゼミ受講生も本格開業に
向けた貴重な経験を積む場となり、その内の1件
は12月に無事商店街に新店舗をオープンさせる
事ができました。
　また、地元商店街の皆さんも告知ポスターの
掲示や臨時駐車場の準備等様々な面で協力頂
くと共に、会場付近の空き店舗のＰＲもされ、そ
の内の1件はマルシェ出店者の方の入居が決ま
るなど、大きな成果を挙げる事ができました。

STEP 03STEP 03 創業希望者の支援創業希望者の支援
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田辺では

　賃貸物件は不動産業者を通じて
見学することはできますが、心理
的ハードルは特に未経験者にとっ
て高いものです。商店街創業受け
入れチームが不動産事業者や地権
者（物件所有者）と連携し、複数の
オススメ物件を解説付きで一度に
見学できるシャッター店舗見学会
は極めて有効です。創業希望者も
思い描く自店のイメージが明確に
なり、意欲が高まります。

なぜ？
　内装が施されていない「スケル
トン」物件と小規模な改装で使用
可能な「居抜き物件」を数多く組合
せます。不動産事業者や工事施行
業者ら専門家が同行して物件選び
や内装工事のアドバイスを適時行
います。参加者には事前に物件の
詳細を記載した資料を配布すると
よいでしょう。1回だけでなく定期
的に実施することが大切です。

どうやって？
　事前に見学可能店舗を調査、交
渉することにより優先的に希望者
に勧めたい物件の情報を把握でき
ます。不動産事業者や賃貸に積極
的な物件所有者だけでなく、賃貸
に消極的な所有者に対しても交渉
機会の増加によりプラスに転じる
こともあります。創業希望者にとっ
ては多面的に様々な情報を入手で
きる貴重なフィールドワークの場
になります。

　物件ツアー単独ではなく、創業セミナーの講座と組み合わせて実施しました。広域に渡る商店街において不動産事業者
や物件所有者から協力を得られた様々なタイプの物件をリストアップ。効率よく巡回できるコースを設定しました。1回あた
り60分から90分が妥当でしょう。
　参加者が多数になると、物件によっては一斉に見学できなくなるだけでなく、説明者や専門家のアドバイスの声が届きま
せん。定員を15名程度まで絞るか、説明者や専門家を多く手配できれば複数のグループに分かれて巡回するとよいでしょ
う。
　物件によっては飲食の可否、アーケードや街路灯の負担金の有無。飲食等に欠かせない浄化槽の有無なども出店の判断
材料になります。「居抜き」物件では現状の有効な活かし方や修繕ポイントなどを解説。DIY講座と組み合わせた専門家によ
るシャッター店舗ツアーも実施しました。
　物件を判断する際は、つい賃料に目が向
きがちですが、創業希望者の多くは当初は
一人または家族での運営を想定していま
す。広すぎる物件はマネジメントも品揃え
も煩雑になります。創業希望者の業種業
態、資金等を理解し、的確にアドバイスす
ることが求められています。創業セミナー
実施前後の個別相談は実情を把握するた
めにも欠かせない要素です。効率よく巡回
するためには、事前に鍵を借りる（開けても
らう）といったことも必要です。普段から不
動産事業者や地権者と連絡を密にし、協力体
制を構築しておくことが何よりも大切です。
 

効果は？

08 シャッター店舗見学会を開催しましょう！

ツアーの様子

STEP 03STEP 03 創業希望者の支援創業希望者の支援
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田辺では

　創業セミナーの実施がゴールで
はありません。創業希望者の多様
な業種に伴うニーズや状況に応じ
たきめ細かい個別のサポートが欠
かせません。創業後も軌道に乗る
までは商店街や支援機関が一体と
なってフォローしていく必要があ
ります。商店街の人材発掘と育成
のためにも、組合への加入を促し
活動に理解、参画してもらう必要
があります。

なぜ？
　商工会議所経営指導員による臨
機応変な個別相談や財務・労務関
係のアドバイス、融資相談や金融
機関への仲介などがあります。
ニーズで集中する項目があれば、
その分野の専門家によるミニセミ
ナーも効果的です。開業後はその
店の積極的なPRや参加可能なイ
ベントやセール情報を提供します。
定期的な財務チェックも不可欠で
す。商店街組合への加入を促すた
めにも、商店街で創業する魅力の
発信を忘れずに。

どうやって？
　スムーズなシャッター店舗への
出店を可能にし、財務諸表を定期
的にチェックすることで現状を客
観的に把握し、適時効果的なアド
バイスの実施が可能になります。
組合への加入促進で新たな人材の
発掘や育成も期待できます。従来
のイベントに新たな創業者が加わ
ることで、マンネリ化を防ぎ新たな
魅力を付加することができます。
特に店舗運営経験のある「第二創
業」は成功する確率が高いです。

　商工会議所経営指導員らが個別に面談を繰り返し、開業に
至るまで様々な点でサポートしました。「まちゼミ」や「まちな
かバル」をはじめ様々なイベント情報を提供することで、地域
住民へのPRを後押しします。開業間もない時は商店街（商店
主）や支援機関が該当店舗を積極的に利用していくことも重
要なサポートになります。廃業率が開業率を上回る昨今、創
業促進はシャッター店舗の解消だけでなく組合員の高齢化対
策や新たな商店街リーダーの発掘に繋がります。
　商店街で創業する魅力を支援チームでしっかりと再確認
し、発信していく必要があります。居住の街なか回帰は田辺市
中心市街地に限らず全国の商店街にとって追い風です。お客
様の高齢化もきめ細やかな接客やサービスを積極的に実施
することで大型店との差別化を図ることもできます。商店街
の魅力は「集積」にあります。集積することで「点」ではなく
「線」「面」として多様なお客様の来街を促し、ビジネスチャン
スが拡大します。集積することは防犯面からも「安全・安心」の
提供につながるのです。
　少子高齢化が進み平均寿命は延び続けている昨今、商店街
での創業はいつまでも現役で地域社会と接点を持ち続けるこ
とができる「定年のない幸せ」という魅力を秘めています。

効果は？

09 10
開業まで
個別サポート
しましょう！

関係者一丸となって
軌道に乗るまで
フォローしましょう！

個別相談の様子

STEP 03STEP 03 創業希望者の支援創業希望者の支援
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商店街名：
商店街データ田辺市駅前商店街振興組合

田辺市北新町商店街振興組合
田辺市湊本通り商店街振興組合
田辺市栄町商店街振興組合
田辺市銀座商店街振興組合
田辺市アオイ通り協同組合
田辺市宮路通り商店街振興組合
田辺市駅前新通り商店街振興組合
田辺市弁慶町商店街振興組合
支援機関名：田辺商工会議所

株式会社 全国商店街支援センター
平成26年度トライアル実行支援事業検証モデルコース

JR紀伊田辺駅

弁慶町 駅前新通り

湊本通り
アオイ通り

宮路通り

銀座

闘鶏神社

栄町

北新町

駅
前
通
り

［店舗数］ 273店舗　空き店舗数 64店舗
［商圏］ 広域型
［商圏人口］ 約15万人
［商品］ 買回り品を中心に最寄り品、飲食、宿泊等
［１日の来街者数］ （平日）約1,500人 （休日）約1,300人
［和歌山県田辺市の人口］ 約8万人
［紀伊田辺駅からの距離］ 約50ｍ      
［核となる施設］ ギャラリー駅前
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