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◆ゲストスピーカー 長谷 渉 氏（帯広電信通り商店街振興組合理事長） 

◆聞き手 東 朋治 氏（株式会社商業タウンマネジメント代表取締役）  

◆講演内容 高齢者や障害のある方と協働・共生する商店街づくりについて            

※以下、敬称略。 

 

東：続きましてのご登壇者は、帯広からお越しいただきました長谷理事長です。まず最初に、長谷さん

ご自身は生まれも育ちも帯広ですか。 

 

長谷：生まれは釧路です。でも数カ月しかいなかったので帯広ですね。 

 

東：商店街にいらしたのですか。  

 

長谷：いえ違います。実は本業は看板屋を創業して、他のところでやっていました。たまたま、親戚が

この商店街に事業所を持っていて、それを是非買ってくれというのが縁で、商店街に移転してきました。 

 

東：そうなんですね。では、スライドを見ながらお話をお聞きしていきたいと思います。この写真の左

側は帯広電信通り振興組合のシンボルでしょうか。 

 

長谷：そうです。これはシンボルタワーですね。でも、ここの（シンボルタワーの下の部分の建物に入

ゲストと話そう！ 

「キーパーソンによる取組みのプレゼン及び会場とのトークセッション」③ 
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っている）銀行が統合されて無くなってしまったので、ここをまちづくり会社で買いました。 

 

東：なぜ買ったのですか。 

 

長谷：商店街の顔となるシンボルタワーのある建物を他の事業所に買われてしまっては、商店街の顔が

なくなってしまうという事情もありましたので。 

 

東；なるほど。この右側の写真はなんでしょう。 

 

長谷：これは本願寺帯広別院です。私のところの商店街は、静岡県松崎町の依田勉三という人が、明治

16 年にこの地に入り開拓してできた土地にあり、門前町として発達してきました。当時は、依田勉三さ

んの名前を取って、依田通りとか勉三通りと呼ばれていましたが、明治 30 年に、十勝の川の河口の方

からずっと電信柱が立ち、商店街にも電信柱が立ったことから、電信通り商店街という名前になりまし

た。 

 

東：電信通りの由来ですね。お寺はどこにあるのですか。 

 

長谷：この銀行の隣です。私どもの商店街は開拓という部分で結ばれていて、現在でもこの区画に 5 つ

のお寺と神社が 1 つあります。門前町ということで以前は商店街が元気のいい時もありました。 

 

東：北海道でそういう場所って珍しい気がしますね。 

 

長谷：開拓当時は、人がたくさんいたので自然発生的に商店街ができたのですが、古い時代にできた商

店街は狭くて利便性がなかったり、郊外に大規模なショッピングモールなどの開発が進んだことで、お

客さんが移ってしまったところもあります。 

 

東：難しい課題がたくさんあるのではないかと思います。次のスライドの上の方からご説明いただきま

しょう。春の花壇整備、これは商店街だけでやっているのでしょうか。 

 

長谷：地域の企業の方も参加しています。平成 23 年 3 月に、地域商店街活性化法（地活法）の認定を

北海道第 1 号で受けまして、それを機に従来バラバラにやっていた花の整備事業を、地域全体で一緒に

やろうということになったんです。地域の人を巻き込んだ形で花を植えて、その活動終了後に、私ども

の商店街に就労支援施設が入ったので、商店街の駐車場にテントを張る場所を提供して、春先に花や野

菜の苗を販売できるところもつくりました。 

 

東：地域の方や企業と一緒に花壇整備とのことですが、商店街の活動で、地域の方を巻き込むのは難し

いことだと思います。どうやって協力してもらえているのでしょうか。 



    
商店街フォーラム IN 熱海 

               於 KKR ホテル熱海 / 2019.11.20 

 

3 

㈱全国商店街支援センター 

 

長谷：「よーいどん」ですぐにできたわけじゃ

ないです。最初は難しい問題もいろいろあり

ましたが、商店街から 300ｍ離れたところに

ある建設会社が、商店街に対していくら出し

ますよって支援してくださったんです。僕は

昔のことは詳しく知りませんが、その会社は

商店街と歴史的なつながりがあったのかな

と。 

 

東：昔から続いている人脈もあるということ

ですね。この写真の下のコミュニティサロン演奏会とは、どういった事業か少しご説明いただけますか。 

 

長谷：地活法の事業を行った結果、ここ 10 年間で障がいがある方の就業施設・児童施設などが 9 施設、

それ以外に一般の人とかコミュニティサロンが 8 施設、全部で 17 施設が商店街に加わったのですが、

その中の一つです。ここは、もともとずっと使われていなかった古民家でした。きちんとしたコミュニ

ティ施設が欲しいと考えていたところ、ここのオーナーが「ここ無料で使っていいですよ」と言ってく

れたんです。それで商店街で補助金をいただき改装して、地域のコミュニティ施設にしました。またこ

このオーナーは商店街の理事なので、その方に管理を一緒にやってもらいました。現在、大体 300 人／

月くらいの利用があります。物を売ることもできますし。ワンデーシェフみたいな形でランチを出した

り、いろいろな方がここを利用してくれています。 

 

東：17 の施設をお持ちということですが、みなさんが一番気になるのが、この就労支援食堂ですね。こ

れはどのような事業なのでしょうか。 

 

長谷：商店街ができた昭和 46 年には店舗数が 50～70 あったと聞いています。ところが、平成 22 年の

調査では 32 軒になって。私どもの商店街は北海道の田舎の商店街なものですから、例えば間口が 100

ｍあるコンビニでも 3ｍのお店でもいわゆる 1 区画として月 2500 円、年間（組合費は）3 万で、それだ

けではとても運営ができない。地活法の事業をやるにしても商店街があまりにも弱い。なので、社会福

祉法人と NPO 法人とコンソーシアムをつくって、地活法の認定の申請をさせていただきました。（個人

店の創業の場合、）補助金を受けてスタート時はうまくいくけれども後から経費の問題もあって現実的

にはやめていくところも多いと聞きました。だったら社会福祉法人と一緒になって、新しい形の商店街

づくりができないだろうかと。物を売るだけではなく地域貢献をしてこそ商店街ではないだろうか、と。

息の長い事業にしていきたいということで、福祉事業者の方たちと一緒にやっています。ここは食堂な

んですが、福祉施設です。 

 

東：人によってコミュニティという言葉のイメージは違うと思いますが、長谷さんの商店街は、それを
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目に見える形でハード事業として整備し、それを使うことで「こういうコミュニティもあるんだな」と

みなさんが目に見える形で体現されてるのかなと。お聞きしてると、“ハード”と“ソフト”の両輪が必要

なんだと感じました。まだたくさんスライドがあるので見ていきます。ドーナツラボ、クッキーハウス

ぶどうの木、まんじゅう屋さん、お店が 3 つ出てきますが、これはどういったものでしょうか。 

 

長谷：商店街が地活法認定を受けるにあたり、支援センターの支援を受けて、継続的に取り組める方法

はないかと考えた時に、「商店街だけでなく地域の人もこれなら一緒にできるというコンセプトをもっ

てやらないと途中で挫折しますよ」というアドバイスをいただいたんです。私どもの商店街は「お年寄

りや障がいがある方と、協働・共生する商店街」というコンセプトをつくったのですが、そのコンセプ

トをつくる時に、短期目標として「福祉とスイーツ」というものも掲げたのです。商店街に福祉の施設

を充実させながら、お菓子のお店もつくろうと。帯広のある十勝は北海道の道東で、この地区の食料自

給率は 1000％以上です（笑）。というわけで、おいしいお菓子屋さんがいっぱい、朝ドラにも出てきた

お菓子のお店もあります。そこでお菓子の店を商店街にもいっぱいつくろうというのも短期目標にした

んです。 

 

東：この写真は新しくできたお店でしょうか。 

 

長谷：この高橋まんじゅう屋は昔からある行列ができるお店です。

クッキーハウスぶどうの木は障がい者就労施設で、ドーナツラボは

福祉施設ではなく、新たに商店街で事業をやりたいと創業された個

人の方のお店です。 

 

東：長谷さんは今、さらっと言っていますが、商店街でコンセプト

をつくり、そのコンセプトに合わせたお店を他所から呼ぶのは、実

はそう簡単なことじゃないですよね。スイーツのお店を 3 店舗入れ

たいなって思っても、どうしたら入ってもらえるのか、というとこ

ろが非常に難しいと思います。特にドーナツラボさんは、福祉とス

イーツでやろうという特色付けをしようとする時に、どのように事

業所の方にアプローチしたのですか。 

 

長谷：実は、私どもから直接アプローチしたことは一度もありません。地活法の事業は 5 年間できるの

ですが、私どもの商店街は 4 年間でやりました。最初に福祉事業者と一緒に、こういうお店があったら

いいね、ということで 5 軒が出来たのですが、その後は、どうにかなるだろうと思い、特にアプローチ

はしなかったんです。でも、マスコミの力が非常に大きくて、周りから「あそこの商店街はよく新聞に

出るなあ」と言われるくらい、ひと月に 10 回くらい記事が出まして、そのくらい続くと皆にも知られ

るようになります。お店をやっている人が向こうから「是非この商店街でやってみたい」と言ってきて

くれるようになって。今年もパン屋さんが 1 軒とあのブツブツの・・・タピオカ屋さん（笑）が 1 軒、
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起業してくれました。 

 

東：確かにコミュニティの担い手として就労とか福祉施設ばかりが並ぶと、どうしても一般のお客様に

とっては遠い商店街になるかもしれませんが、スイーツの、しかもまんじゅう、ドーナツと非常に多岐

にわたっているスイーツストリートみたいになっていると、お客様も来やすいですよね。 

 

長谷：それは、ちゃんと目標をつくったという部分ではありますので。 

 

東：やはりしっかり目標立てたことを実現するということが大切。行動力がありますね。 

 

長谷：結果は後から付いてきただけです。行動力はあまりないですよ。 

 

東：でも、5 年の計画を 4 年でやってしまったそのきっかけというのはありますか。 

 

長谷：人間って、5 年間でやろうと思ったらだらだらやるんですよ。1 年短くしようと思ったら一所懸

命やる。 

 

東：やっぱり巻いて巻いてしっかりやっていくってことですね。なるほど。次のスライドを見ましょう。

この収穫祭はどんなイベントですか。 

 

長谷：これはお寺の境内を借りて福祉事業者の方と一緒にやった新しい取組みです。皆さんご存じない

かもしれませんが、福祉事業者の方というのは、チーズとかソーセージとか野菜とか、いろいろな就労

支援の事業でものをつくっているんです。それを販売しようとする時に商店街がどうぞ使ってください

と無料で場所を提供しています。看板設置から宣伝など全部商店街がやっていているのですが、それも

無料で使ってもらっています。駐車場の一角にテントを張って、社会福祉法人の方たちにそこを使って

もらい、秋に収穫したものなども販売してもらっています。 

 

東：無償で貸すということに対して、組合の皆様は、反対される人もいらっしゃいませんか。 

 

長谷：ないですね。うちの商店街は就労支援に対しては今までいろいろとやってきたものですから理解

がありまして、反対する人はいなかったです。 

 

東：ハロウィンパレードについては、今、全国でこの取組みをしているところは多いと思いますが、こ

れは何年くらい前からやってますか。 

 

長谷：これは 3 年前からですね。実は組合員の中にブラジル人でカフェをやっている人が、是非ハロウ

ィンをやらしてくれ、と商店街に言ってきて。「それなら実行委員会もやってね」ということで、そのブ
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ラジル人が中心になって他の商店街のメンバーと協力して、ハロウィンをやっています。私は（この写

真で）着ぐるみに入ってます（笑）。 

 

東：この夏祭り・盆踊りは昔からやってるんですか。 

 

長谷：これは組合設立の 2 年後からですね。確か振興組合になってから今年で 48 回続いている地域の

盆踊りです。今帯広の田舎でも地域のこういうお祭りがなくなってきているということですが、これは

お寺と一緒に、お寺の境内でやらせていただいています。 

 

東：本当にいろいろな事業をされてるんですね。このようにいろい

ろなことをやって、組合員の数は何店舗になったんでしょうか。 

 

長谷：現在、32 が 52 になりました。 

 

東：今、組合員数が減るところが多い中、倍近い数になったんです

ね。振興組合の賦課金が 3 万円くらいで、これだけのいろいろなこ

とができるというその財源は何でしょうか。 

 

長谷：まちづくり会社の活動で稼いでいます。地活法の認定を受け

て、採択事業費の 3 分の 2 の補助をいただき、残りの 3 分の 1 は商

店街が負担しています。でも少ない組合費じゃ何もできないという

ことで、平成 23 年にまちづくり会社を立ち上げました。地活法の事業のスタートの年です。株主は商

店街の年寄り組 4人、それから次の時代を担う若者 4人、それから商店街を支援してくれるＮＰＯ法人、

社会福祉法人と個人の 3 人、全部で 11 人に 5 万ずつ出資してもらって 55 万円でつくりました。 

 

東：事業では地活法で補助金があっても自己負担の部分が発生してくるかと思いますが。 

 

長谷：株式会社をつくった後に、銀行を口説き落として、当初 5000 万円くらい借金しました。たまた

ま土地付き建物の物件が出たので、それを 2 か所買わせていただきました。それとスタート時に 5 か所

くらいの空き地をまちづくり会社が賃借し、整備して月ぎめや店舗の駐車場として使ってもらうように

しました。そうやって活動費を稼いでいます。 

 

東：今の主な収益源は駐車場なのですか。 

 

長谷：これは私の個人的な感覚なのですが、活性化するためには人に商店街に住んでもらうのが一番だ

と感じています。そこで、買った家と、店舗の 2 階部分に 3 戸ずつ 6 戸のワンルームマンションと、新

築で２戸をつくりました。地域で働いている若い人たちと、障がいのある方を入れようということでワ
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ンルームマンション 8 戸を確保しました。それと駐車場は当時 70 台くらいを運営管理していました。

あと、空いている店をまちづくり会社で大家さんから借りて、創業者に又貸しみたいな仕事もしていま

す。又貸しすることによっていいのは、例えば（大家さんが）10 万で貸したい所を、商店街が責任をも

つから 8 万で貸してくださいと。それを、うちは一銭も儲けないで敷金礼金なしの後払いで、創業者に

「商店街と大家さんとの関係があるので 8 万で大丈夫ですよ」と 8 万円で貸しています。創業者は最初

はお金があまりないので、そういうことをしています。 

 

東：空き店舗を使用したい場合、いわゆる物件オーナーや地権者とは、どのような交渉をすればいいん

ですか、というご質問が会場から届いていますが、今のがまさにそこに触れているお話ですね。 

 

長谷：そうですね、実は古い商店街はシャッターが閉まっていても、店舗じゃなくて住宅に使っている

というのがほとんどです。ただ商店街としては、「空き店舗を売買する時はまちづくり会社に声を掛け

てください」と言っています。当初は、「そんな上手い話ないだろう、商店街が大家から店を借りて商店

街を通してテナントを連れてきて、そんな上手い話があるなら世の中みんなやってるよ、そんなことで

きるわけない」とう人がほとんどでした。でもそれが、1 軒出来て、2 軒、5 軒、6 軒出来るようになっ

たら、「嘘じゃなくて本当だね」と。（今地活法の事業から）10 年間経って実績もできました。事業でで

きた店は続いていて、やめた店はありません。ただいろいろな事情があって（店主や業態が）変わった

店はありますが。先程話した統合された銀行も、「商店街が使ってくれるなら商店街に売りますよ」とい

うことで、店舗をまちづくり会社が取得させていただきました。 

 

東：たまたまかもしれませんが、今日登壇の 3 名の皆様は、さまざまな地域の相談ごとを受けたり、そ

の相談ごとを受ける組織をまちづくり会社や NPO など、それぞれの形で受け皿となる人であったり組

織であるんだなというのを共通点として感じました。また、会場からご質問があったらお受けしたいと

思います。長谷さんにご質問したい方はいらっしゃいますか。 

 

質問者：当初銀行から 5000 万の借り入れをされたとのことですが、それはもう返済できているんです

か。まだ残っているんでしょうか。 

 

長谷：基本的に改装工事にあてた（借入金の返済）期間は 10

年で、土地については 15 年です。ですから若干当時の分は残

っていますが、その後も借りていますから---、ざっくり言いま

すと、今まちづくり会社の収益の 3 分の 1 は会社の借金の返

済に当てて、残りの 3 分の 1 は各商店街のオーナーから借り

ている物件の賃料に払っています。残りの 3 分の 1 で商店街

のさまざまな費用や国などからの補助金の負担分を払ってい

ます。そうやって、うまい具合に回っています。 
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質問者：まちづくり会社は何人体制でやっていらっしゃるんですか。 

 

長谷：社長の私 1 人と専務 1 人です。余計なことかもしれませんが、今日は行政の方も来られていると

いうことで、是非そういう事務局のノウハウなどを行政から商店街に教えていただきたいと思います。

そうすると銀行との交渉などのさまざまな問題を解決することできる機会が増えるのではないかと思

います。私どもは、無い知恵を絞ってやったのですが、是非、行政としてサポートしてやっていただけ

たらいいのではないかなと、そんなふうに思います。 

 

東：事務員さんもいないのですか。 

 

長谷：いないです。朝の 1 時間を私は事務の仕事に充てています。 

 

東：それでこれだけの仕事をできるものなのですか。 

 

長谷：できます。地活法をやる時に、支援センターから支援を受けてさまざまなことを教わり、助かり

ました。1 年目にそうやって教えてもらいましたので、それ以降は国に出す書類など何から何まで全部

商店街でやっています。ですから行政の方には是非、行政の方が全部やってしまうのではなくて、商店

街の方にノウハウを教えていただいて自分たちでできるようにしてやって欲しいなと思います。 

 

東：行政の方、嬉しいお話ですね。ノウハウを伝えてあげれば、自分たちで書類作成をやらなくてよく

なりますね。他にご質問はありますか。 

 

質問者：一旦は結構な数の空き店舗が増えて、お客様も減ったと思うのですが、それが新しい店が入っ

てから、お客様はどんな感じで回復していったのですか。客層がどう変わったのかをお聞きしたいと思

います。 

 

長谷：地活法の事業で最初に 5 軒を増やすことをクリアしました。その後、現在までずっと（取組みを）

続けています。施設やお店が増えて全部で 17 施設。当時は、経済産業省は交通量を増やしなさい、空

き店舗を減らしなさい、と言っていたのですが、私どもの商店街はその時、商店街の中の就労者を増や

そうという第 3 の目標も持っていました。私どもは古い商店街なので、家族経営の店がほとんどです。

でも、そこに就労支援業者が入ることによって、（従業員が）2 人から 4 人ぐらいになります。そんなこ

とも含めると大体延べ 130 人ぐらい、商店街に人が増えました。それと、うちはデータを取っているの

ですが、平成 28 年と比較しますと交通量は増えています。毎年商店街の中心から直径 2 ㎞圏内を調査

していますが、人口も若干増えています。それから世帯数・世帯人数も増えています。画期的なことに、

地活法の事業を始めた時は帯広市全体の高齢化率が 23％くらいで商店街が 27％くらいでした。今は逆

に商店街の高齢化率は全体の数値よりも、0.1%とか 0.2％くらいしか違いはありませんが、少なくなっ

ています。若者が入ってきている、ということです。そういう部分で商店街の活動も多少は貢献してい
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るのかなと思います。お客さんが、年々目に見えて増えているということはなかなかないですが、いろ

いろな店がそれなりに商売しているということが、なんとかなっているということなのかなと思ってい

ます。 

 

質問者：私も商店街に住んでおりまして、イベントには人がたくさん来るのに日常は人があまり来ない。

お店はたくさんあるのに昼間は全然お客さんが来なかったりするんです。そういうのにどのように対処

するのか、考えられているのかなと思いまして。 

 

長谷：商店街がそういう部分を考えることは難しいと思います。実際、先程お話したまんじゅう屋さん

には行列ができるんです。早い時には午後 1 時くらいには完売という感じですね。十勝の帯広は車社会

ですので、人の数より車が多い。なので、まんじゅうを買いに 10 時に車で来てその店で買い物して、

すぐに帰る。その時に、商店街（の他の店に）に寄るということはあまりありません。そこまではなか

なか難しいのかなと思っています。 

 

東：おそらく答えを出すのは難しいとは思いますが、今

日お越しの商店街の皆様も、イベントをすると僕たちの

地域はこんなに子どもがいたのかと思うけど、普段は子

どもさんは見かけない。でも、いるってことは何かをす

れば出てきてる、そういった可能性をつきつめていける

のかなと思います。ちなみになんですが、長谷さんは実

は看板屋さんということですが、商店街に入られて何年

くらいになられるんですか。 

 

長谷：創業してからはまもなく 50 年です。商店街に関わってからは具体的に数えたことはないですが、

理事長になってからは 15 年くらいですね。 

 

東：皆さんからの質問で多かったのは、この 15 年間の間で難しかったこと、上手くいかなかったこと

はありますか、という質問です。 

 

長谷：人間関係が難しいですよね。古い商店街ですから。ただ、私は昔のことを知らないんで「そんな

ことありましたか」と、とぼけて終わっています（笑）。 

 

東：先程の櫻田さんと同じで、とぼけるというか、知らないから良かったってことでしょうかね。逆に

嬉しかった、やってよかったと思うことはどうでしょう。 

 

長谷：店主の方から、「お店のお客さんが『商店街しっかり頑張ってるね』と言ってたよ」という話を聞

いたりします。それはやはり嬉しいですね。 
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東：いろいろな活動されるなかで、長谷さん自身が思いついたこと、外部の方から提案されたことなど

があると思うんですけど、こういうことをやろうというヒントはどこから？ 

 

長谷：商店街がまちづくり会社と一緒にこういう活性化の事業をすることについて、それが本当に商店

街にとっていいことかどうか、他のところであまりやってなかったという部分でかなり悩みました。で

も、他のところでできないことをうちの商店街がやることによって、結果的に必要とされる商店街にな

って残れるのかな、ということを考えました。難しいことに挑戦したことは、そんな大げさなことでは

ないんですが、切り口を見つけられたかな、と。そういう取り組みをやっていた人とある程度人間関係

があったからできたのかな、とそんなふうに思っています。 

 

東：ありがとうございました。皆様、長谷さんに大きな拍手をお願いいたします。さて、第 1 部は、3

名のご登壇者の方に発表いただきました。お話をお聞きして感じたことですが、全国にはいろいろな商

店街があって、ここは静岡ですが、例えば隣の愛知県ですといわゆる製造業、基幹産業がある地域もあ

ります。でもそうではない基本的には商業・サービス・観光業が多いような、そういう地域で、商店街

商業者、商店街がいわゆる基幹産業となると、まさに起業家を増やす、就労者を増やすということが重

要となるのかと思いました。商店街で起業する。それが就労人口にもつながっていく。マンションや新

住民がどれだけ増えたかという指標はよく出ていますが、やはりそこで働いている人・働く人がどれだ

け増えたかっていうのも一つ大きな指標になるのかなと感じました。今回のフォーラムのタイトルに

「まちを変える新たな風」とありますが、3 名の方にお話しいただいて、これはもう“風”どころではな

いですね。“土”です。要は元々U ターンでよそから来た、移住してきた、ってことがあるかもしれませ

んが、やはりどの方もリスクをとって事業をされている。単なるアドバイスをするだけでなく、皆さん

自身がリスクを負ってやっている。それこそ運転資金のことだったり銀行からの借り入れだったり。そ

うすることによって元々の風が土になって、今、花が咲いているのかな、と感じました。それでは、第

1 部はこれで終わらせていただき、第 2 部にバトンタッチしたいと思います。ご清聴どうもありがとう

ございました。 


