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中島：ここからはパネリストの皆さんにさらに深い話をしていただこうと思います。お話していただく
街については、人口が雫石は 16,400 人、熱海が 36,500 人、帯広は 166,000 人。そういう規模の街のお
話だとイメージしていただければと思います。第 3 次産業については、熱海が 8 割くらいで、雫石と帯
広はだいたい 7 割くらいです。これらのことをイメージとして頭に入れていただき、お話を聞いていた
だければと思います。まずは今までの発表を受けて、ゲストの皆さんの中でお互いに質問があれば是非
伺いたいと思います。市来さんからお願いします。
市来：地域の人たちとの関係という点で、例えば雫石の櫻田さんは、指定管理という行政とのお仕事を
されているということですが、地域の人たちからの反発とかはなかったんでしょうか。僕は熱海のど真
ん中の商店街で活動していますが、“行政と”ってなるといろいろな声も入ってくるので、
（行政の指定管
理というのは）なるべくやめておこうみたいなのはあるんですが、そういう面ではどうなのかを質問し
たいです。
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櫻田：はい、もしかしたらそういう反発もあるのかもしれないのですが、私が気にしていないというの
と、雫石って 16,000 人くらいのすごく小さな町なので、行政関係者も住民と顔見知りなんですよ。そう
すると行政の人も住民とみなされている場合があります。なので、住民としてひとつの指定管理を受け
させているという感覚が強いのかなと思います。
中島：長谷さんはいかがですか。
長谷：行政との関係はですね、良くも悪くもというか、アテにしているようであんまりアテにしていな
いということです(笑)。でもコアの部分ではつながっていますよ。
中島：そうなんですね。櫻田さんは何かご質問はありますか。
櫻田：うちの法人（まちサポ雫石）もセンター（雫石町まちおこしセンターしずく×CAN）もですが、
私は“若者の雇用”にとても困っていて、次世代を雇用するというのがすごく難しいなって思っています。
私自身の給料はいくらでもいいんですけど、現実的に 20～30 代の方を雇用しながら育てていくという
のが難しくて。市来さんはそれをすごく上手にやられているようなので、それについてお聞きしたいで
す。
市来：うちはいま社員が 14 名、その半数以上が、20 代半ば～30 代後半です。もともと熱海に縁もゆか
りもない人たちばかりで、それがなぜ集まって来たのだろうというと、ゲストハウスという場をやって
いることが大きいかな、と。今はゲストハウスで働きたいという人は多いけれど、そこで働いて、正社
員として雇用されるというところがそうそう無いそうで。しかもまちづくりに関わりたいとなると、な
かなか全国的にも選択肢が無いということなんだなと。うちは給料はそんなに高いわけではないですけ
れど、入ってきた社員の子たちには、去年は金融機関出身が、今年はメーカー出身が何人かいて、転職
してうちに来るということが多いです。また、いきなり社員で入ってくる子もいれば、ゲストハウスに
は“ヘルパー”という泊まるところだけを提供されるボランティアのような（雇用の）入り口があって、
そこから入ってバイトから社員になる、みたいなこともあったりして、多様な雇用の入り口を持ってい
るというところも大きいのかなと思います。最近は複業で関わり始める人たちもいますし、そこはひと
つのポイントなのかなと思います。
中島：なるほど。長谷さんのところは、商店街の中に働く場所をつくっているということですよね。そ
の辺りはどうですか。実際には商店街の中で暮らし、働くという形をとっていますよね。
長谷：そうですね。やはり街区内で働く人が増えればマイナスになる要素は何もないと思います。現状
では働く場所と住まいを多く提供したいと考えています。ところで市来さんは、今は商店街の理事もさ
れているということですが、よそ者だった立場も含め、これからの商店街にはどんなことを希望します
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か。熱海の商店街が将来的にどうなったらいいのかなど
ざっくばらんに聞かせてほしいと思います。
市来：私は商店街の理事もすでに 5 年くらいやっていて、
自分自身も商店街の一員としてやっているという感じで
はありますが、商店街としては、今は基本的にはあまり
何もやらない、自分たちの労力のかかることはやらない、
というスタンスをとっています。でも、もし商店街を使
って何かイベントをやりたいという人たちがいるのであれば、それはどんどん精力的に受け入れようと。
要はいろいろな人たちと関係をつくり、関わってもらえるような場にしようということで、ぼく個人も
そういう方がいいと思いますし、商店街自身もそういう方向性が一番良いと考えています。よそ者がや
ってきたときにいきなり地域に溶け込むのは大変なので、商店街の振興組合などがきちんと窓口になっ
て、入り口として話ができれば、商店街で何かやりたい人たちがもっとたくさん出て来て、そうして人
が集まってくるんじゃないかと思っています。
中島：市来さんのところは人を募集しなくてもだいぶ希望があるようですが、櫻田さんのところは雫石
で働きたいと若者が来たりとか、新しくお店を開いてみたいとかありますか。その受け入れはどうです
か。
櫻田：今、中小企業は人手不足なのに、なかなか働くところはないと若者は言いますけど、
「ありますよ
ね」って私は思います。ただどう高望みするかという価値観の問題かなと。そこの価値観を上手に説明
してあげられたらいいのかなと思ったりします。創業に関しては逆に、したいしたいと言っているんで
すけど、店舗を貸してもらえない。そこがまだまだ雫石の弱いところで、お店は閉まっているのに貸し
てくれない。そこをなんとか貸してもらえるように、来年は頑張りたいなと思っているところです。
中島：同じような貸店舗の悩みは市来さんのところもあるんですか。
市来：ありますね。熱海銀座の場合は、現在はほぼ入るところが無くなってしまったんですけれども、
最初はありましたね。今まさにやろうとしているところも、オーナーさんにアプローチし始めて実際に
その物件を使えるようになるまで 4 年かかっています。ここぞという物件、この人はというオーナーさ
んには、地道にアプローチし続けるみたいなことは、ずっとやっていますね。
中島：東さん、今、空き店舗になってもなかなか貸店舗にならないという問題は全国的にはどうですか。
東：全国的な悩みで一番多いのはそこで、おそらく空き店舗のうち貸店舗という表示が出ているのはほ
ぼ 1～2 割なんですね。最近の創業したい人の悩みは、開業資金や家族の理解などはもちろんあるので
すが、物件の確保が非常に難しい。貸す方にすれば、お店を全くやったことのない人に貸すというのは、
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かなりリスクがあると思うんですね。それに、不動産屋さんに出ている空き物件情報は、なんぼよくて
も 70 点です。100 点の物件はまず見つからないです。というのは 100 点の物件というのはすぐに次が
決まってしまいます。実際まちづくり会社が理解のある地権者を口説いて、「ここだったら貸してもい
いよ」というようなことになると、80 点 90 点の物件が手に入る。ただ大家さんに本当に納得してもら
おうとすると、一店舗一店舗とにかく当たっていって、
「貸してもリスク無いんだな、貸そうかな」って
思ってもらえるようなことを、商店街全体で取り組まないと難しいのかな、と思います。ただ、商店街
として空き店舗創業支援対策を取り組むのはすごく難しいというのが私の実感です。なぜかというと、
空き店舗対策は、直接商店街の構成員の方のお店の利益に繋がりにくいんですね。例えば販促であった
り、まちゼミとか直接お客様に来店いただける事業だと割と熱心に取り組んでいただけるんですけど、
隣の店や離れたところにある店を開けることに対して商店街として取り組む、それを理解してもらうの
には少し時間がかかるのかなと思っています。
市来：私たちも最初の頃は、
「空き店舗を貸してくれ」と言ってもなかなか貸してくれない、ということ
がありました。でも、成功事例が出てくるとだんだんオーナーさん側から相談が来るようになったと実
感しています。なので、どれだけ実績を積み重ねられるかなというところだと思います。そういう意味
では、
「空き店舗なのに皆さん貸してくれないです」っていろいろな地域から相談されるんですけど、そ
れを聞いて、
「本当に皆さん貸してくれません？一人くらい貸してくれる人がいるんじゃないですか？」
って思うんです。僕らに最初に貸してくれた不動産オーナーさんは、
「街もなんとかしたいし、自分たち
もなんとかしたい、だから（物件を）使って欲しい」という人で、そういう人が一人くらいいるのでは
ないか、と。その人を探し続けたというのが最初であって、一人二人と（仲間が）増える中で、オーナ
ーさんと一緒になってリスクを取り合いながらやっていこうということになって。そういう心を持った
オーナーさんだからこそ、広めてくれるわけですよね。
「何かあったらあいつらに相談すればいいよ」と
言ってくださって。そうして自分たちの使える武器が増えていくという感じがしていました。
中島：櫻田さんは、何かありますか。今の話にこだわらなくてもいいのですが。
櫻田：ここ 3 年間ずっと雫石の商店街に関わってきて最近見えてきたのは、雫石にとっての活性化は、
自分たちの暮らしを支えることなのかなと。それが活性化という手段で、仲間ができて、買い物支援が
できたり、空き店舗を皆で探すのをやってみたり、そういうことになるのかなと気が付きました。活性
化って、その地域によって違うと思うので、自分の街の活性化ってなんだろうって考えると良いのでは
ないかと思いました。
中島：先程の櫻田さんのお話の中に、
「他人事ではなく自分事に」とありますが、みんながそういう姿勢
になってきましたか。
櫻田：
「行政がやればいいじゃん」というのがまだまだ根強いかなって思うんです。それは商店街支援だ
けじゃなくて、コミュニティ支援、自治会支援のほうでもそうなのですが、そこを少しづつ、
「いや、そ
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うじゃないよね、自分たちの街は自分たちで」って。私は今 38 歳なんですけど、あと 20 年後、58 歳に
なってもここで暮らしていけるようにするにはどうしたらいいかなって、リアルな感じでお話したりし
ています。じゃあ 60 歳の人は 20 年たったら 80 歳、まだ死んでないよね（笑)、みたいな感じで。そう
やって“我が事化”していけるといいなと思っています。
中島：さて、長谷さんはどうでしょうか。全体を通じて追加しておきたいというところがあれば。どう
でしょうか。
長谷：特に商店街という側面から言いますと、やはり空き店
舗という課題がどうしても出てくるのかなと。どうしたら大
家さんが商店街や出店者に対して店を貸してくれるのかなと
いうことについては、やはり皆さんが苦労している通りです
ね。一年一年実績を積み上げていくより仕方ないかなと。あ
とはプラスアルファで行政の後押しが、非常に重要かなと思
います。やってみてこれでいいと思うことはおそらくいつま
でたっても無いのではないかと思いますが、やはり努力する
ことによって、言葉が妥当かどうかわかりませんが、商店街の寿命が延びるということは確実だと思い
ます。１軒より 2 軒の店があったほうが、それだけ寿命は延びるので、そのための努力を一つ一つする
ことにより、地域の人たちから理解してもらえて、お店でものを買ってもらえる。私どもの商店街もお
店が増えたと自慢していましたが、実は、その中には、8～9 軒、店主が高齢で辞めてしまった店もあり
ます。それを商店街が何とかしようというのは現実には大変厳しい部分。まちづくり会社や NPO をつ
くったりという単純な問題ではないと思います。現実的に夫婦とも高齢になってもう限界だと、息子娘
も継いでくれないし、もう廃業しようと、そういう選択もあるということも事実だと思います。そうい
う状況も汲んで行政や支援機関等で商店街の寿命を延ばすような政策をやっていただければと思いま
す。
中島：皆さんが今まで活動をされながら、当然町や市、商工会、商工会議所などさまざまな機関とおつ
きあいがあると思います。役所の方にはよく「商店街が何を求めて、どんな要求があるのかよくわから
ないのですが」と聞かれたりしますが、お三方で行政にはこんなことを応援してもらいたいということ
をお話していただけますか。
市来：商店街でいうとあんまり無いんじゃないかなと思うんですけど。先ほど道路を（イベントで）使
うとかのときに（市が）紙一枚出すだけで（警察から許可が出て）使えるようになっていたりするとい
う話をしました。つまり、民間だけでは出来ないところですよね。公共空間などの場所を民間で活用す
る時だったりとか。そういう意味では、難しいかもしれませんが、熱海銀座でいうと、これからの時代、
別に熱海の街なかを車が通らなくていいんじゃないかなと思ったりしています。そういう長期的な街全
体のグランドデザインや交通のあり方などを考えていくというのは民間だけではできません。そこは行
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政と一緒に、街がより良くなっていくためにお互い何をしていきましょうかっていうことをきちんとデ
ィスカッションしてビジョンを共有していくことが一番大事。一緒に現場に入っていくなかで何をすべ
きかを自ら生み出していくことが大切なんじゃないかなと思ってます。
中島：熱海市は行政と一緒に一所懸命にやっていることもたくさん出てきてますよね。櫻田さんはいか
がですか。
櫻田：民間としても NPO としても町や市や商工会も頑張って横軸をつくってやっているんですけど、
行政の方も良かれと思って頑張って、各課ごとにヒアリングにきたりとか、補助金を出したりとかされ
てますが、まず行政の中で横軸をつくっていただいて一括でやってもらうと、効率化を目指していただ
けるのではないかなと思います。住民の意見をワークショップで聞いて行政の施策を考えていくという
のが、福祉のこと、商工のこと、観光のことなど各課ごとにいらっしゃるのですが、こちらの受け皿は
一つなんです。こちらから言うことは一緒なので、そこは共有していただけるとすごく良いんじゃない
かなと思います(笑)。
中島：長谷さんはどうですか。
長谷：今年度は商店街活性化・観光消費創出事業の交付がありましたが、その中では協議会を立ちあげ
て、極力やるようにしています。それは行政も、民間も、シンクタンクも、さまざまな大学も入ってい
ますし、いろいろな意見を聞きたいということですね。たいして大きい街でもないのですが、個人的に
も、何かに特化して考える時に商店街として、なかなか連携が生まれないということも事実だと思って
います。そういうときに、行政のお知恵を借りて、こういうことならあの人が専門家だよと紹介しても
らったり、一緒に枠の中で協力してもらう、そういうことがあるとより効率的に進むのかなと思います。
これは自分の商店街の実体験ですが、今は事務局を置かず専務と私二人で活動しているのですが、将来
的には商店街の中に事務局を置き人を雇ってと考えています。その辺りの施策が多少なりともあればい
いのかなと、例えばまちづくり会社とか商店街に対して税務上の施策などがあったら助かるなと、それ
は実体験として思います。
中島：ありがとうございます。
市来：もう一言だけ、僕の言葉よりも熱海市役所の職員の方の言葉を紹介したほうがいいんじゃないか
なと思います。その人は他の街からの視察を受けた時に、
「どうやって支援してるんですか」と質問され
て「支援なんてしたことありません。だいたい民間の方が先をいっているので、民間のスピードに負け
ないようにどれだけ付いていくかです」というのと、「行政がどれだけ民間を邪魔しないかを意識して
いる」と、
「邪魔があればそれを取り除いていくことを考えているんだ」ということを答えていたんで
す。その言葉は民間としてはすごく嬉しいです。いかに民間がやっていることを強力に後押ししていく
かということを意識しながらやっていく、とその市の方がおっしゃっていたので、皆さんにご紹介した
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いなと思いました。
中島：東さんその辺りはどうですかね。
東：私自身がもともと第 3 セクターのまちづくり会社という、
行政が出資していないと認められないというものをやっていた
当時は、先ほどの補助金の申請代行とか細かいことを事務方と
してやっていたんですね。今、私が全国の商店街に行って個人
的に感じることは、行政の方は、研修とか会議に出席していただくと良いと思うんです。それで、出席
するなかでいろいろな悩みが出てくるのを聞いてもらうのが一番いい。関心ある人に話を聞くというよ
りは、一緒に仲間として普段の商店街の組合とかの会議に出てもらい、ストレスやプレッシャーを感じ
ずに一緒に考えていけるという場が商店街支援という面では必要だと思います。私自身がよそ者でまっ
たく知らない商店街に飛び込んで、商店街の皆様と一緒に取り組ませていただく時に、商工会議所や行
政の方が傍にいらっしゃると、やっぱり安心感があります。その場で役所の方が「こんな制度があるよ」
と紹介していただいたり、そういった関係が一番美しいかなと感じてます。
中島：いろいろあるんですね。私も行政に何を望むかという調査をやってまして、結果は補助金が上位
かと思ったんですが、第１位は「現場に来て話を聞いてもらいたい」でした。なかなか商店街の実態を
わかってもらえてないのかもしれない、という話がありますね。
東：理事長のところだけにヒアリングに来るのでなはく、皆が集まっている場に来ていただきたいなと
思います。
中島：さて会場の皆さんからいただいた質問の中に、
「これからどんなことを考えて、どんな取組みをし
ていくのか」というのがあったのですが、それをお聞かせいただきたいです。
市来：いくつかありますが、一つは熱海銀座という場所は再生して、今はほぼ空き店舗も無くなり、い
ろんな数字を見てもとても改善している状況ですが、まだ熱海銀座は中心市街地としてはごく一部のエ
リアなので、他のエリアにも展開していくということを考えています。熱海の街のど真ん中の飲み屋街
にディープで非常に面白いエリアがあるのですが、そのエリアを、今までは（熱海銀座を中心に）8 年
かけて再生してきたのですが、次は 5 年以内で再生していこうとしているところです。ちょっとエリア
が広くなるし課題も状況も全く違うのですが、そこをやっていこうと。それを考えるにあたり今までみ
たいに同じやり方ではいかないので、まずひとつは、この熱海の街なかに今後 5 年間で住宅、宿泊施設
を 100 室ずつつくることを考えています。まずインフラとして、住宅、宿泊施設に人が滞在している状
況をつくらなくてはいけない。それをきっかけに、その周囲に必要なお店を誘致したりしながら再生し
ていこうと。熱海の街なかを観光だけの街ではなく、きちんと人が住める状況にしていこうと考えてい
ます。熱海の街なかは働く場所は多くあるけれども、そこには人が住んでいないという状況なんです。
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若い人達が街なかに住みたいと思うようなリーズナブルな家がないんです。それを早く作って「熱海に
住みたい！」という方向に変えていきたいと思っています。これが一番のやりたいことです。
櫻田：私は二つやりたいことがあります。よしゃれ通り商店
街は以前あった組合が解散してなくなり、3 年前に任意団体
の「よしゃれ通り周辺ＪＶ」を立ち上げたのですが、今は任
意団体にもできることが結構たくさんあって、関わりやす
い団体として皆で商店街を盛り上げていっている、という
段階です。そこでまず一つは仲間を増やすという意味でも、
来年は空き店舗を減らして、そこに誰か新しい人に入って
もらって仲間づくりをやっていきたいと思っています。ま
た、雫石は雪深い土地で、アーケードが無いよしゃれ通り商店街では「雪灯り」というイベントもやっ
ているのですが、大雪が降ると除雪しないと歩きにくい商店街になってしまうんです。でも高齢化が進
んでいるので雪かきもなかなか難しい。ロードヒーティングや、融雪溝という雪を捨てる側溝をハード
事業でつければいいのか、住民で考えているところなんですが、最近「インフラを整備してもそのうち
朽ちるだろうし人口が減ったときに、自分達は税金でそれを補えないんじゃないか」ということが分か
り始めてきたんです。それならば、自分達でソフト事業で工夫できる範囲で、例えば、雫石にたくさん
ある軽トラで除雪をしてみるとか、少しずつアイデアを出して仕組みづくりをがんばろう、というのが
もう一つの来年の目標です。
中島：雫石は一度、組合が無くなり、今、任意団体で新しい取組みが始まっているとのことですが、国
などの公的支援や、支援センターの事業は特にそうですが、振興組合だけではなく、頑張っている団体
は応援できるようになっていますから、任意団体でも頑張れるようになってきているのではないかと思
いますね。長谷さんはこれからの取組みについてはいかがですか。
長谷：店を持続させる人材を考えるという部分では、高齢者が増えているので、後継者の育成の問題が
あります。後継者候補に店を継がせるという実証実験をやってみて、1 軒ですが成功しています。それ
と私たち帯広商店街は 10 年を一区切りにコンセプトをつくって取り組んできましたが、10 年経つと飽
きがくるのか、なかなか説得力がなくなってくる。そこで、10 年を一区切りとして、現在よく言われて
います SDGs、持続可能な社会や商店街をつくるということを考えています。商店街は（SDGs に）一
番取り組んでいるところでないかなと私は思っています。SDGs には環境や貧困などの社会的な問題な
どもありますし、そういう問題に私どもの商店街が少しでも役に立てば、と考えています。
中島：ありがとうございます。SDGs の話は深い話ですね。商店街の活動はすでに SDGs の多くの項目
に当てはまるのではないかと思いますが、改めてこの SDGs を商店街の取組みとして意識してみるのも
良いかもしれません。さて、質問には「活性化に取り組みたいけれど何をやればいいか」というものが
多いのですが、その中で「こんなところに気を付けたらいいと思うよ」とか、何かアドバイスやヒント
8
㈱全国商店街支援センター

商店街フォーラム IN 熱海

於 KKR ホテル熱海 / 2019.11.20

をいただけないかと思います。商店街の話を聞いていると、「このままではだめになるから自分達で取
り組みたい。しかし、店舗も従業員も減ってきて、なかなか（取組みへの）時間が取れないし予算もな
い。でも何とかしたい。どこからやればいいんだろう」という悩みが多くあります。支援センターの事
業にもいろいろメニューがありますが、その前の段階で、「第一歩として始めるにはこんなことしてい
たらいいよ、ここに気を付けたらいいよ」ということがあれば、教えていただきたいと思いますがいか
がでしょうか。
櫻田：冊子 EGAO の取材時にもお話しましたが、私、怒られるのがすごく苦手なんです(笑)。それもあ
って、言葉は悪いですが、何か事業を始める時はすごく丁寧に根回しをしています。商店街にはそこに
もともとの暮らしがあって商売をやってきた重鎮の方々がたくさんいらっしゃいます。そこでちょっと
難しいことになりそうなときは一店舗一店舗に先に根回しをして話を通す。そして行政や自治会にも話
を通す、この根回しをすごく大事にしています。
中島：会議が行われる前に仲間をつくって根回しをするということですか。
櫻田：そうです。本番の会議の前の準備です。親子カフェを始めた時も、従業員は一人いましたが、最
初は一人でした。自分の味方をつくってから本戦にいく、みたいな。
中島：なるほど。根回しの術ですね
市来：自分の視点よりも、僕と会社を一緒に立ち上げた二見一輝瑠（ふたみひかる）という、2012 年に
始めた CAFÉ RoCA の隣にある店舗の老舗干物屋の五代目若旦那の視点からお話ししたいと思います。
要は商店街の中に僕みたいなやつを引っ張り込んだっていうことなんですが、一緒に会社をつくって、
他のエリアではなく自分のエリア、しかも自分の店舗の隣でやらせるという、隣に人が集まってきたら
自分のところも儲かるだろうっていう、したたかなところもあると思いますが(笑)、いかにやりそうな
やつを見つけてくるかということがすごく大事なことだと思います。そしてきちんと関係をつないでや
るということですね。CAFÉ RoCA の物件の話を最初に持ってきたのはその彼ですが、地域の中での信
頼もあるからこそ、そういう情報も得られるわけで。やっぱり外から来た僕みたいな人間が何かやろう
としている時に準備を整えてあげれば、その人間も恩義を感じてその場所でやっていくことになるだろ
うし。そういう人間を見つけてくるというのがいいし、見つけられなかったら、見つけてこられそうな
人を見つけてくるっていう。
中島：長谷さん。頷いてますが。
長谷：根回しは必須ですね。会社だから、商店街だからとかは関係ないです。人の気持ちを推し量ると
いうことが大切です。市来さんもお話しされているように、ネットワークが大事。連携する方々、信頼
する方々、物事を進めるにあたり、自分の右腕になる人や右腕以上になる方々、最後は人間同士のネッ
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トワーク、繋がりが何より大事。立場がその人をつくると言いますが、実は私は、そういうことを自分
も商店街の理事長になるまでは一切わからず、自分が好きなことを好きなようになっていました。趣味
もそうですし、仕事もそうでした。ところが商店街の一員になり理事長の立場になったときに、はじめ
てこれらのこと、連携なり人付き合いが必要でないか、そういうことに時間を割かなければならないと
いうことを感じたわけです。そういうことがあまりできないようであれば、行政なり支援してくれる方
の知恵、チカラを借りることも手っ取り早いのではないかな、と思います。
東：私もタウンマネージャー時代は、段取り、根回しが 9 割で実際にやっていました。何でもそうです
が、当日、突発的要因があって対応するためには普段から根回し、段取りをしっかりやることには気を
付けていました。ただ、仕事を始めた当初は根回しの仕方がわからなくて。
「根回ししてこい」って言わ
れても、
「どうやってするんですか？」って。そこでとにかくまずは名前を覚えてもらおうと。用事がな
くても「こんにちは」って行って、まずは顔を覚えてもらってから、いろいろな根回しができるように
なったのかなと思います。あと知識がなかった頃は、イベント時の道路の使用方法なども知らなかった
ので、
「こういう時にはこれが必要なんだよ」と教えていただけるような環境づくりと言いますか、先輩
や経験のある人が担い手に教えてあげるとか、マニュアルという程ではないのかもしれませんが、教え
てあげることが大事なのではないかと感じました。
中島：根回しの一歩手前で自分が一緒にやっていこうという人を見つけるきっかけ、共感して一緒にや
っていこうというスタートがあったんだと思います。商店街の役員会に提案しても突っぱねられてしま
う時になんとか自分の気持ちを反映する取組みをするにはどうしたらいいか、というような相談もあっ
て、そういう時に「仲間はいるの？」という質問がでるのですが、その仲間というのが、どんな風なイ
メージなんでしょうか。市来さんの場合は熱海に帰ってきて、まったく見ず知らずの人と一緒にやろう
というところから始まったんですか。
市来：見ず知らずですが、でも当時、僕が発信していること
に対して集まってきてくれた人も多くて。見ず知らずの人
ですが、価値観や問題意識を共有してくれていた人が集ま
ってくれたのかな、と思います。
中島：櫻田さんも自分が生まれたところではなく違う所に
行ってやっているわけだから、見ず知らずの人と、ってこと
ですね。
櫻田：そうですね。私は仲間づくりを「この相談はこの人に、この場合はこの人に」とミッション型で
やっています。強みと弱みをお互いに見せ合うということをしていくと、課題に対して誰とやろうとい
うのがおのずと見えてくるので、「自分はこれが得意でこれが苦手です」という話を日常会話でするよ
うにしています。
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中島：自分の話をした時に、そういう話をしていくということですね。長谷さん、先程の話では「理事
長は頼まれて受けた」と言っていましたが、内心では商店街にだいぶ関心があったのではないかと思う
のですが。
長谷：
「理事長というポジションをやって欲しい」と言われたのは、たまたまその時期に理事長にちょう
どいい年齢でちょうどいい人がいなかったから、というのはその通りなんです。でも後々、先輩たちに
商店街に対しての熱というものがあったり、いろいろな歴史があることが分かりました。昭和 46 年に
任意団体として設立した時から、毎月 7 日、もう数十年欠かさずに役員会などで、皆で酒を飲んだりし
て言いたいことを言って騒ぐというようなことをやっていて。結果的に、この積み重ねが商店街の意思
疎通、地域の人たちとの関係づくりになりました。他の商店街の皆さんもそういう場を是非設けていた
だくのも大事ではないかなと思います。ちょっと市来さん櫻田さんとは年代が違うので、時代遅れかも
しれませんが、腹を割って話すという人間同士のつきあいも大事ではないかと思います。
中島：もう一つ質問がありまして、商店街がグループ、団体で何かをやる時に意思統一をしていかなけ
ればならない。長谷さんのところはコンセプトづくりをして地域商店街活性化法の認定を受け、それに
基づいて進んでいるというところがありました。市来さんからは、SNS で情報発信することで共有して
いったというお話がありましたが、事業をするときにそのコンセプトづくりや意思統一をどう進めて行
ったらいいのか。市来さんのこれからの活動は、市来さん一人の胸の中にあるものを実現していくのか、
それともこういう取組みをしていこうと皆と話し合って決めて進んでいるのでしょうか。
市来：私たちはもともと既存の団体の中で意思統一を図ろうというものではないし、それは難しいと思
ったので、まずは、意思統一できるメンバーで始めます。少数人で意思統一をして始めてから、他の方々
にも伝える。
「こういうビジョンでこう考えています」ということは、早い段階で数十人の方に伝える場
を設けますが、実際に始めるのは、本当に数人の仲間。その仲間で一つの事業をやって、それがどうい
うことかが皆が分かってくると意思統一できるメンバーが少し増えて、もっと事業をやっていったら、
そこからまた人が増えて、ということの繰り返しかな、と。その意思統一できる場をどんどん広げてい
くというやり方で広げてきました。
中島：基本的には合議制でやっているということですか。
市来：合議制というわけではなく、基本的には僕が全部決めています。僕が決めると言っても、徹底的
に議論していろいろな意見を聞いて、最終的には自分が決める、あるいは、誰が決めるかを決める、と
いうやり方です。僕が決めないときも、スタッフだったり、あるプロジェクトのリーダーだったり、そ
の人が決める。誰かがリスクをとって決めないと、その後が回らないと思っているので、決める人を決
める、というやり方をとっています。
中島：わかりました。櫻田さんはどうですか。
11
㈱全国商店街支援センター

商店街フォーラム IN 熱海

於 KKR ホテル熱海 / 2019.11.20

櫻田：NPO 法人では私がリーダーシップをもって決めればいいと思っています。ただ地域や商店街の
ことに関しては、それぞれが主体なので、2 人 3 人のグループでも、そこで決めたことをサポートする
立場なので、どんなグループでも、意思表示をしていただければ、それを尊重してお手伝いするという
ことです。
中島：長谷さんはどうですか。
長谷：まちづくり会社に関しては、銀行にお金を借りるのも何かをするのも最後に決めて腹をくくるの
は自分です。ただ、商店街に関しては意思疎通、統一が当然必要です。どちらかというと賛成する人を
増やす、というのではなくて、反対しそうな人を早めに説得する。きちんと説明して納得してもらう。
ある程度やっていくと、うまくやっているから大丈夫だと理解してもらえますけどね。商店街は最終決
定機関が総会ですので、現実的にものごとを決めるのは難しいです。きちんと決まりをつくって、商店
街からまちづくり会社の方へ、委員会の方へ移管して少人数で進めていくということをしないと、1 年
間に 3 つも 4 つも事業の取組みはできません。
中島： 今日のテーマは、
「個人の地域への思い」
。一人の強い思いが地域の人々に通じ、地域全体の取組
みへと広がっていく、ということを感じていただきたいというフォーラムでした。3 人に十分にお話し
いただけたのではないかと感じています。以上を持ちましてパネルディスカッションを終了させていた
だきたいと思います。
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