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は  じ  め  に 

 
 
 

我が国の人口減少が顕著な中で、一部大都市への人口集中に伴い、地方では

地域人口の減少、著しい少子高齢化が進み「限界集落」という言葉が生まれる

等、多くの地方では地域社会の衰退が顕在化されてきております。 

同時に、国及び地方自治体の行政改革や財政逼迫により、生活において重要

となる公共交通の整備、福祉、医療、教育等の行政が実施すべき公共サービス

の低下も憂慮されてきています。 

その様な中で、行政の公助にて賄えない公共サービス部分については、自助、

共助（地域住民どうしで助け合う）といったことが求められております。 

一方、長年に亘って地域と深くかかわり、地域で最も多くの生活支援機能が

ある商店街は、安全に買物ができる環境の確保、店舗での商品・サービスの提

供以外にも公共的サービスへの貢献を、国・地方自治体からも、社会貢献・社

会サービスを提供したいというＮＰＯ・ボランティア団体等側よりも期待され

ています。 

このため、本調査では「商店街の人材育成及び発掘に関する調査研究委員会」

を設置し、商店街が公共的サービスをも求められる背景、商店街が公共的サー

ビスを担う必要性、公共的サービスを実施するに当たり、商店街が求められる

役割・機能について分析・討議すると共に、代表的・特徴的な商店街に係る事

例を探ることといたしました。 

本報告書が、公共的サービスの担い手として事業を進めるに当たり、商店街

をはじめ関係者の皆様の一助となれば幸いです。 

終りに、ご多忙にもかかわらず、本年度の研究に格別のご尽力を賜りました

加藤委員長はじめ委員各位に対しまして厚くお礼申し上げます。 
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第 1 章 

商店街を取り巻く環境変化 

 



 

第１章 商店街を取り巻く環境変化 

 

商店街実態調査結果では、「衰退している」という商店街が、平成 7 年 51%、12 年 39％、15

年 43％、18 年 33％と推移しており、平成 18 年では、「衰退している」に、「停滞しているが衰退

する恐れがある」を加えると 70％となっている。商店街の衰退要因には、構成する個店や商店

街組織の革新が行われないという内部要因と、競争激化や、消費行動の変化、商圏の変化な

どの外部要因がある。 

数 10 年にわたり衰退状態が継続している要因には、内外の要因で魅力が低下した商店街

で、活性化への取り組みが行われていないために、さらに衰退が進展するという悪循環に陥っ

ているがケースが多いと推測できる。衰退の要因は、平成18年商店街実態調査結果では、「商

店街への来街者が減っている」ことの影響７１％が最も大きい。 

外部要因で圧倒的に多いのは「大型店の影響」56％で、次が「地域人口の減少」27％である。

内部要因では、「魅力ある店舗の不足」45％、「業種業態の不足」40％である。このように、悪循

環となっている要因は、商店街活性化への取り組み（中でも地域活動、まちづくりへの取り組み

など）が、「実施済みまたは取り組み中」が少なく、「検討中、予定なし」が多いことである。地域

生活のインフラであり共有財産ともいえる商店街は、地域の商業者にとっても住民にとっても、

その存続発展は必要不可欠な存在である 

 

また、日本の一部の大都市や、人口密集地域以外のほとんどの地域では、少子高齢化、人

口減少、核家族化、単身人口拡大など人口構成の変化がもたらす課題と、産業社会の変化が

もたらした市民の社会意識変化などの課題が、さまざまな問題に発展しつつある。これらの課

題解決の一部は、国と地方の財政逼迫のもとでは行政の公共サービスではカバーしきれず、

地域社会自らが解決に取り組んでいかなければならない状況になっている。 

このような時に、地域の課題解決を担うに最も適した組織のひとつが商店街である。しかし、

地域の課題解決といった取り組みは、直接には商業者の事業収入には結びつきにくい。その

上、商店街組織は任意団体であれ、組合組織であれ、いずれの場合も会員は一国一城の主

であり、組織運営は平等主義で、統率権限や決定事項の強制力を持っていないという特性が

あるので、地域の課題解決といった新しいテーマにはなかなか取り組みにくい実情がある。 

 

地域の子育て、高齢者介護、安全、環境、といった課題は、従来、公的サービスと考えられ

てきたものであるが、「２００５閣議決定された骨太方針」による構造改革に関する基本方針（小

さな政府、市場化テストの本格的導入による官業の徹底的な民間開放、予算制度改革、国・地

方の徹底した行政改革）により大幅に縮小されていく見込みであり、その一部を自助、共助の

形で地域が担っていく方針とされている。 

経済財政改革の基本方針 2008 では、毎年 2200 億円の社会保障費削減をはじめとした「歳
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出・歳入一体改革」は、「骨太方針 2006」以降の歳出削減を堅持していくものとしている。これを

受けて、各地方公共団体は平成 21 年度まで事務・事業の再編・整理、民間委託等の推進など

の具体的な取組を明示した「集中改革プラン」を作成することになっている。 

公務員の総人件費改革では、地方公務員は実績値 4.6％減を 5 年間、継続することになる。 

これにより、地方公共団体の多くはすでに職員数の５～７％削減や、民間委託の推進、公共事

業の削減を行っている。このため、行政が行う公共サービスは、質的変換や量的な減少を強い

られることになっている。子育て、高齢者介護、まちの安心安全など、これからさらにサービス需

要の拡大が予想される社会保障分野の予算は需要の拡大にあわせた予算の拡大は不可能な

方向となっている。その不足は企業や市民組織（自治会、商店街など地域住民組織やＮＰＯ）

などの新しい担い手との協働でまかなうことになる。 

このような状況の中で商店街は、商店街自身のためにも、地域の生活インフラの維持充実の

ためにも、地域で求められる公共的なサービスの創出拡充に向けて動き出さねばならない時が

来ているといえる。 

先進的な商店街では、さまざまな地域貢献活動を積極的に進めている事例がみられるが、

地域活動に組織的に取り組んでいる商店街はまだ少ない。それは、商店街が発生史的にも、

一定の地域に集積した事業者等が協同して経済事業を行なうことを目的に組織化されたもの

であり、地域の環境の整備改善など公共の福祉増進についてはハード事業を中心に活動を進

めてきた組織体質も影響している。 

また、これまでは組織の活動計画や検討も事業者としての発想が中心で、生活者の視点や、

地域社会の視点に重きが置かれなかったことも影響している。さらには、商店街役員の高齢化、

固定化、人的余裕のなさも少なからず影響している。 

このような商店街組織が中心となって地域の住民サービスを充実させていくためには、地域

内のあらゆるセクターの人々と連携して協働で事業を進めていく必要がある。 

本調査研究では、商店街がなぜ公共的サービスを担う必要が生じたか、商店街が公共的サ

ービスを提供していくにはどのような手順が必要か、サービスを提供するための人材の確保育

成をどうするかといった点を中心にとりまとめた。 

 

１．社会環境の変化 
 

（１） 人口構成の変化がもたらす課題 

少子高齢化、核家族化、単身人口拡大、人口減少という人口構成の変化は、多様な支え合

いを必要とする社会である。「2005 年（平成 17 年）10 月 1 日の国勢調査」に基づく「2055

年までの将来の人口推計」（2006 年 12 月公表）では、2002 年推計よりもさらに少子高齢

化が進行し、本格的な人口減少社会になるとの見通しが示されている。約 50 年後の日本

の総人口は、1 億 2,777 万人から 8,993 万人弱となり、2055 年は高齢化率が約 40％とな

り、現在の支え手側と支えられる側の比率が 3 人で 1 人を支える形が、1.2 人で１人を
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支える（20 歳から 64 歳で支える）形の超高齢社会を迎えると予測されている。 

 

図表１－１ 高齢化の推移と将来推計 

 

 
                  出典 ： 国勢調査（2005 年） 

 

2000 年から 2005 年にかけて既に 32 道県で人口が減少しているが、その後も人口減少

県の数が増え、2025 年以降は全ての都道府県で人口が減少し、2035 年時点で 2005 年と

比べ人口が増加しているのは、東京都と沖縄県のみと予測されている。  

老年人口割合が 30％を超える都道府県は 2005 年時点ではゼロが、2035 年には 44 都道

府県となる。後期老年人口（75 歳以上人口）は 2030 年まで全都道府県で増加するが、

2030 年以降は減少県が現れ、2035 年には 39 道県で後期老年人口割合が 20%を越える。  

現在でも街中で、高齢者の多さが目立つ地域が多いが、団塊世代（1947 年～1949 年生ま

れ）が後期高齢者（75 歳以上）となる 2030 年頃までは、高齢者数が年々急増し、後期

高齢者数は 2030 年頃には 2005 年の約 2 倍に増加する。  

高齢者の、安全で豊かな暮らしや、介護の問題は、現在でも十分満たされているとは

いえない中で、国や地方の財政は福祉部門を大幅に圧縮していかなければならない状況

が続く。そして、行政の公助でまかなえない部分は、自助、共助を充実して対処すると

いう方向である。自助とは本人を含めた親族の助けであり、共助とは地域の助けである。 

現在の近隣づきあいの関係や、世帯構成で、若い人の居る世帯が近所の 1 人暮らしの高
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齢者に手を差し伸べることが考えられるであろうか。 

39 歳以下で、地域とのつながりがないという人が 61％（内閣府「国民選好度調査」2007）

もあり、町内会活動には参加していないという人が過半数（内閣府調査 2006）の現況で

は、地域内での共助を期待することはかなり困難である。しかし、押し寄せる高齢化社

会の現実は、これから 20 年の間に、何らかの地域内共助の仕組みの生成発展が求められ

ているのである。 

 

（２） 産業構造変化がもたらした人のつながりの希薄化 

産業構造の変化、大都市への人口集中、核家族化の進展で、ライフスタイルや価値観

が変化し、人のつながりが希薄化した。日本の産業構造は 1980 年代頃までは大量生産、

大量消費で高度成長を続けてきて、一億総中流といわれるほど国民生活が豊かになった。

これまで間に人口の大都市への集中が続き、1970 年には南関東、東海、西近畿圏の大都市

圏の人口が総人口の 50％を超え、その後も一次産業就業者が二次産業、三次産業に急速に

シフトしながら大都市への人口集中が続いた。 

人口が集中した大都市圏では、職住分離でサラリーマンは郊外に住居を求め、郊外には大

規模な新住宅団地が開発され、周辺には郊外型のショッピングセンターが続々と開設されてい

った。新住民が住み着いた地域は、地域の伝統や既存のコミュニティのない元農地や、新規に

造成された新住宅地で、従来の日本の地域社会とは性格の異なる新しい地域社会が生まれた。

大都市周辺の郊外都市のほとんどが、親の代から居住している人よりも流入人口の方が多くな

っていったのである。 

新住宅地住民の大半はサラリーマンで、ほぼ同年代の核家族であり、世代間交流が少ない、

いわゆるニューファミリーといわれる家族像を築いていった。ニューファミリーは友達型夫婦、マ

イホーム主義、子供大切、レジャー優先など、従来にないライフスタイルを創りだした現在定年

退職期を迎えている団塊の世代たちである。 

この流れの中で、個別主義や価値観の多様化した社会が形成され、社会の縦横の繋がりが

希薄化で、コミュニティへの求心性を持たない市民が増大した。一方、居住の郊外化にあわせ

て出現した便利性の高い郊外の大型店は、在来の中心部の顧客まで吸引するようになり、既

存の市街地や商店街の機能を衰退化させる一要因となった。 

そして現在は、地域や伝統への愛着の薄いニューファミリー初代（団塊の世代）の子供たち

（団塊ジュニア）が成人となり社会を担う一員となり始めている時期である。コギャルブーム、不

登校・引きこもり問題、茶髪、少年犯罪など、親や学校が子供を制することが出来ず野放しにさ

れた状況も見られながら団塊ジュニアが社会に出ている。 

携帯電話、インターネットの普及でパーソナルなコミュニケーションの利便性は急速に向上し

たが、社会を分断し個人を孤立化する機能も有している。一方、団塊世代はデジタルデバイド

として、家庭や職場でも分離され、職縁社会や、家族社会のつながりまでも希薄化させる要因

となっている。プライバシーや個人主義を優先する人の方が多い社会の到来ともいえる時代で
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ある。 

このような社会の中で性善説的に、人は社会と連帯して生きているのだから、困っている人

が居れば、きっと手を差し伸べるときがあるというような期待は困難となってきており、どこかで、

誰かが地域のつながり、人のつながりを作り出すきっかけを創りだし、協働の仕組みに参画す

る働きかけをしていかなければならない時代といえる。 

 

（３） 財政状況がもたらす課題 

国、地方自治体の財政状況逼迫は、国民の自助努力を求めている。80 年代後半から 92 年

までのバブル景気を経て、バブル崩壊後は、短期的な景気対策や後ろ向きの金融機関救済

策など施策が行われたが、抜本的な功を奏さないまま「失われた 10 年」が経過した。この間、経

済全般は停滞したが、バブル崩壊を生き延びた企業は、高度経済成長末期から続いていたバ

ブルな財務体質を改善してきた。 

失われた 10 年の間には政権もめまぐるしく変化し、激安を売りものにする新業態の発達や、

特定のサービスへ顧客が集中するなどの小さな流行現象はあったものの景気回復には至らな

かった。90 年代には、団塊ジュニア世代が社会に出始めたが、就職氷河期がしばらく続き、サ

ラリーマンの給与は減少横ばいを続け、非正規社員や、サービス業従事者が増加した。この停

滞を打破するために、2001 年小泉内閣は「基本方針」で７つの分野での構造改革を掲げ、今

後２、３年で不良債権を処理し、民需主導で日本経済の再生を目指すとしてスタートした。 

小泉政権は、さまざまな議論がある中、郵政民営化、道路公団の民営化、独立行政法人の

統廃合が行われ、労働者派遣法の規制緩和、三位一体改革、診療報酬本体の初のマイナス

改定や市場化テストなどの拡大が行われ、大企業および外資系企業を優遇する政策が次々と

実行された結果、これらの企業の業績は急速に好転し、GDP も増加した。 

一方で、地方では「構造改革」の影響をまともに受け、経済がより縮小し、財政に余裕のなく

なった地方自治体は合併が断行された。合併により、職員数削減による効率化などメリットもみ

られたが、弊害も少なくなかった。財政状況が悪い自治体同士による合併や合併特例債の「ば

らまき」で財政がさらに悪化したり、都道府県並みの面積の自治体が増え、周辺地域の衰退や

公共サービスの低下を招いたケースもある。 

市場原理主義の浸透により、福祉や公共的サービスの切捨てや低下も問題化している。障

害者自立支援法により障害者福祉の分野で自己負担が増え障害者の生活が逼迫したことや、

医療制度改革のため患者の医療費負担が増大し、高額な医療は受けづらくなったこと、また、

医療費抑制が医師の労働環境を悪化させ、地域の医療システムが疲弊、廃業に追い込まれる

ケースなどの現象が表れている。自治体の公共サービスが切りつめられ、採算性が取れず廃

業する学校、病院も出現している。  

『経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６』に沿った公共事業関連費削減は、前

年比３・５％減の目標が堅持され 14 年度以降６年連続で継続されている。基礎的財政収支の

黒字化へ向けた取り組みは、公共事業費の圧縮が継続され、数年後黒字化したとしても、それ
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以降も「公債残高の対ＧＤＰ比の引き下げ」を目標に歳出抑制は継続さられる見通しである。歳

出削減を進め、競争を促す政策は所得や地域間の格差拡大などを生み、非正規雇用の増加、

地方の商店街のさらなる衰退、医師不足など社会保障のひずみなどの問題になっているが、こ

の流れは今後も続かざるを得ないものと思われる。  

 

 

図表１－２一般会計税収、歳出総額及び公債発行額の推移（財務省） 

 

 

60 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20(予
72 78 81 83 83 87 85 77 72 69 68 66 69 59 53 57 57 52 53 54 57 60 62 64.5

歳出に占める税収の割合（％）

)
 

 

 

 

（４） 求められる地域のつながり 

地域社会の中では、自治会活動に参加しないだけでなく、ゴミだしのルールを守らない、子

供が悪いことをしていてもしからないなどの問題がある一方、親世代にもモンスターペアレンツ

や常識外れのクレーマー、暴走老人が出現し、企業はもちろん、行政や学校、病院までもが悲

鳴を上げているといった現象も見られる。 

これは、地域社会の縦横の人のつながりが希薄化してきたことと深くかかわっている。地域社

会や家族のつながりが強かった時代では、異常な行為をする親がいれば、それを諌める祖父

母や近所の人がいて抑制や教育がされていたし、逸脱した子供がいたら、その子を躾けようと

する教師や、近所の頑固オヤジがいて社会のホメオスタシスが維持されていた。また、困ってい

るときはお互い様で、地域生活の広い範囲で助け合って生活していた。 
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しかし、現在は、核家族化によって縦のつながりが無くなったことと、近所付き合いなどの横

のつながりが希薄になったことで社会のホメオスタシス機能が崩壊しかけているということであ

る。 

 

図表１－３ 近所付き合いの程度の推移（19 年国民生活白書） 

 

 

国民生活白書(19 年)によると、1975 年には近隣と親しく付き合っている 52,8%であっ

たものが、2007 年では、10,7%となっており、地域の中での人のつながりは急速に希薄

化している。そして、つながりの希薄化により人間関係が難しくなったと感じている人

が約 6 割と多くなっている。 

人間関係が難しくなった要因としては、「人々のモラルの低下」が 55.6％と割合が最も高

いものの、「地域のつながりの希薄化」（54.3％）、「人間関係を作る力の低下」（44.5％）、「核家

族化」（41.8％）、「親子関係の希薄化」（27.5％）、「職場環境の悪化」（11.6％）が続くなど、家

族、地域、職場内におけるつながりに関する項目を挙げる人の割合が高い。 

大都市では、親も子供も、個人の価値観、個人の自由と権利を振りかざして自己主張する風

潮が強くなり、そのような人の周囲も関わりを恐れて、見てみぬ振りの事なかれ主義をとる傾向

も見られる。地域の横のつながりについてはむしろ息苦しいとまで思っている人も多くなってい

ると言われる。 
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しかし、一方には都市生活に疲弊した生活者の中には、コミュニティの復活を求める気持ち

を強く持つ人も少なくない。中都市では地縁的なつながりは多少残っている地域があるが、都

市化が進み、地縁的なつながりは希薄化し経済活動の停滞や、過疎化に苦慮しているところ

が多い。 

 

図表１－４ 人間関係について感じること（19 年国民生活白書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１－５ 人間関係が難しくなった要因（19 年国民生活白書） 
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農林漁村が多い地方の過疎地域は、地縁的なつながりは比較的強いが、地域経済の縮小、

人口減少・高齢化によりコミュニティの維持が困難なケース（限界集落）が増えている。 

地域にはそれぞれの事情に応じた解決したい課題があり、行政が解決できるもの、そうでない

もの、行政と地域住民が協力すれば解決できるもの、財政状態から地域住民がやらなければ

できないものなどさまざまである。しかし、根底には希薄化した人と人のつながりをどう回復して

いくかという課題があるようである。 

前世紀までは、人々は、家庭や地域社会の本来の機能までも行政などの外部にゆだねてし

まうことで、合理的で快適な生活できていると思って生活してきたが、気がついてみると、人の

思いやりやつながりで互いに助け合うといった場面は少なくなってしまっていたのである。子供

は、家庭と地域と学校が一体になって育てるものであったが、「家庭の教育力再生に関する調

査研究」(平成 18 年度)では、家庭の教育力が低下していると思う 37%、ある程度そう思

う 45%でほとんどの家庭は、教育は学校任せとなっている。学校や介護保険制度などに必

要なものは弱者を思いやる気配りであり、今求められているものは、法律ではなくご近所の思い

やりのある地域力である。 

こんな社会になったのは、政治だ、制度だと言っていていいのか、今こそこの問題に社会全

体で真剣に取り組まなければと、志のある人たちがボランティアや NPO を立ち上げて活動し始

めたのが 21 世紀である。地域には行政の手の届かない課題が数多く、少数のボランティア有

志だけでは解決できないが、地域住民と商店街、自治会などの地域組織が連携すれば出来

ることは多い。地域内では、自治会とともに歴史も組織力もある商店街は、地域と連携

して子供から高齢者まですべての住民が安心して暮らせる思いやりと温かみのある地域社

会づくりのリーダーシップを取っていかなければならない時代となっているのである。 

 

２．商店街の公共性 
 

（１） 商店街の公共性 

道路を挟んで個店が立ち並ぶ街並み空間は、地域の公共インフラである。商店街に立地す

る個々の商店は、それぞれの経営方針に従って地域生活者の需要に応じた最適な商品サー

ビスを提供する事業者であるが、個店が道路に沿って連続して集積した商店街は、地域住民

や来街者に快適な日常生活を提供するインフラの役割を果たすものである。 

個々の商店は地域空間に、自由意志で店舗を構え商売を営んでいるに過ぎないが、商店

街という一体的な空間となることで、個店では出来ないさまざまな機能を果たしている。来街者

に、さまざまな表情でメッセージを発し、交流し、売買し、相互に依存するなど、多様な役割を

果たす物理的空間となっているのである。商店街の道路は、通勤通学の道路でもあり、買い物

目的以外の通行人も多数通行し、見るもの、することがいっぱいある街路である。立ち並ぶ店

舗は私有で、道路は公道であるが不特定多数が自由な関係で集まり、交流することができる安

全な地域社会の暮らしの広場である。 
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商店街はもともと自然発生的に形成されたことからもわかるように、地域の人が最も集まりや

すいエリアであり、地域の中で最も多くの生活便利機能が集積されている場所である。その意

味で、商店街は公共的サービスを提供するのに最も適した公共インフラであるといえる。商店

街はこれまで、買い物や出会い、ふれあい、各種のコミュニケーションが行われる地域の生活ス

テーションの役割を果たしてきたが、これからは地域社会の活性化を進めていく中で、新しい地

域社会の暮らしの広場として地域の公共サービス提供のインフラの役割を果たしていかなけれ

ばならない。 

 

（５） 商店街の役割変化 

地域とかかわりの深い商店街は、地域の課題解決のリーダーシップを取っていくべきである。

従来、商店街組織は、共通利益目的集団であり、少なくとも非商工業者である地域住民から見

ると、自分たちとは利益の相反する関係との認識が強かった。例えば、中心市街地活性化に取

り組むための協議会を編成しても、自治会や、ボランティア団体のメンバーからは、商店街は利

益追求集団であるから、われわれ非営利の住民と同じ立場ではないという発言も見られる。 

しかし、近年は、商業者に顧客志向のマーケティング認識が浸透してきたことや、一方で、衰

退した中心市街地や、過疎化の進んだ地域では商店街、住民、行政と縦割りに別れて議論し

ても地域の問題は解決できないことが認識されてきており、立場の違いを超えて連携していく

必要を感じている人が多くなっている。まちづくりや地域活性化のよりどころとなる改正中心市

街地活性化法でも、地域住民を加えた活性化協議会の設置が義務付けられていることで、さら

に地域の横連携は進むことになると思われる。 

従来は、商店街活性化といえば、最終的に商業者の売上、利益にどう結びつくかということ

が中心であった。しかし、現在では商店街の活性化は、まちの１つの機能である商業を地域住

民にとっていかに望ましいものに変えていくかとうい視点に変わっている。行政の商店街に対

する補助や支援施策も、店舗や施設、イベントなどに関するものもあるが、中心は「地域コミュニ

ティの拠点としての商店街を維持、再生し、その機能と魅力の向上を図る」ことを中心に、少子

高齢化対策、安全・安心なまちづくり、環境改善・リサイクル推進などを重視する施策となりつつ

ある。 

   商店街組織は、長年にわたって地域と深くかかわり、地域に育てられた地縁的な組織である

ことから、地域の問題解決のリーダーシップを取っていくには最もふさわしい組織である。長年

にわたって住民の親睦や、行政の末端サービスの一部を担ってきた町内会や自治会は、今、

住民意識の変化、役割の減少、担い手不足などでその存在意義が問われている。町内会は、

昔からのきまりに従って全世帯加入を原則に運営されている任意団体であるが、事例から見る

と、加入率は６０％～８０％程度となっており、脱会者の増加や会を廃止するところも出ている現

状である。かつては地域の冠婚葬祭や清掃など地域の共同生活を支えてきたが、それらを企

業や行政が担うようになり、地域の人のつながりがさらに希薄化していく中、地域の問題解決を

一手に担うことは困難になりつつある。公共的サービスの担い手としては、行政だけでなく住
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民・民間事業者などの多様なプレイヤーが登場しているが、「地域に根ざす商店街等中小小売

業においては、新たな事業展開を図る契機になり得ると考えられる」（19 年中小企業白書）とさ

れているように、商店街のもつ地域への思い入れ、住民からの親しみなどが生かして、商店街

が公共サービスの担い手となれば、長い目で見れば本業との相乗効果が期待されると考えら

れる。これを積極的にチャンスととらえて、組織的に人材確保、育成、事業化推進を進めていけ

ば、２１世紀型商店街活性化の突破口の一つとすることが出来るものと考えられる。 

 

（６） 商店街が担う公共的サービス 

商店街活性化の本質は、個店の魅力ある品揃え、サービスの充実や、顧客ニーズに対応した

店舗運営で顧客満足を実現することであることは言うまでもない。しかし、前項の公共的サービス

の供給で「新たな事業展開を図る契機になり得ると考えられる」を実現するにはそれなりの道のり

が必要である。 

提供サービスの種類、形態、規模にもよるが、公共的サービスを手がけたから通行量がどれだ

け増えて客数がどれだけ増えたというところまでいくには、相当な期間を要するということと、それ

を直接目的にすることは、事業の性質上相容れにくいことを理解しておく必要がある。公共的サ

ービス始めることで、商店街の理念を評価してもらうことや、存在を認識してもらうことは出来るが、

顧客の呼び戻しの強力なインセンティブになるとは言えないという課題がある。それだけに、商

店街が公共的サービスを手がけるためには、目先の利益だけを追い求めない理念的な発想が

求められる。 

それは CSR（Corporate Social Responsibility）の考え方であり、古くは商人の心得として言い

伝えられている「三方よし」の考え方である。CSR は当初は法令順守や、企業倫理高揚と同義に

用いられていたが、現在では企業、団体の公共政策と捉えられている。組織として社会、環境問

題に対する考え方を事業の中にどう取り込んでいくかということである。具体的には、商店街が公

共的サービスを行おうとするとき、変化する地域の期待や要望を先読みして、社会、環境問題の

解決策を事業の中に織り込んでいくことである。 

近江商人の心得として説かれた「三方よし」の考え方は、売り手よし、買い手よし、世間よしで

ある。商売は、当事者だけでなく、世間の為にもなるものでなければならないことを強調した教え

であり、お客、世間が満足すれば、利益は後からついてくるということである。発想の根源は、顧

客、地域社会の利益のために精進しようという考え方であるが、現代ではサスティナビリティが要

求されることから「孫子良し」を加えて『四方良し』の考え方を持って公共的サービスにも取り組む

ことになる。 

商店街が公共的サービスに取り組み、実施の成果を積み上げていくことで、遅々としてではあ

るが事業成果が上がり、商店街のホスピタリティ向上となって表れ始めれば、人の集まる、地域

に信頼される商店街として増客や購買単価アップ、頻度アップにつながっていくものである。し

かし、安易に取り組んで、容易に事業成果が上がるものでないことを十分認識して取り組む必要

がある。 
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３．地域の課題・生活者ニーズの動向 
 

（１） 国民生活の課題 

前節で、人のつながりが希薄化した地域社会において、つながりを取り戻し、温かみのある 

地域社会を復興するために、商店街が公共的サービスを担っていくことの必要性を述べた。 

ここでは、国民生活白書各年版の要約から、地域に求められる公共的な活動の具体的なニ

ーズと解決方法を整理してみる。 

国民生活白書は、社会の変化に合わせて、当該年度の社会的課題をサブテーマとして調

査報告されている。平成 7 年（阪神淡路大震災の年）の翌年から失われた 10 年の間は、一貫

して国民の生活不安にどう立ち向かっていくかといことに関わるテーマが連続している。そして、

16 年以降はそれらの課題を新しい「公共」で切り抜けていこうという提案となっている。 

右( )内の課題が各年に取り上げられた課題であり、これらが現在も引き続き国民生活上の

課題となっている。 

平成 19 年版 つながりが築く豊かな国民生活   

平成 18 年版 多様な可能性に挑める社会に向けて   

平成 17 年版 子育て世代の意識と生活   

平成 16 年版 人のつながりが変える暮らしと地域－新しい「公共」への道   

平成 15 年版 デフレと生活－若年フリーターの現在 （デフレ下での若年雇用の悪化の問

題点と対策 

平成 13 年度 家族の暮らしと構造改革  （子育てを社会全体で支援） 

平成 12 年度 ボランティアが深める好縁 （ボランティア、ＮＰＯの役割、支援の必要性）   

平成 11 年度 選職社会の実現  （雇用環境変化の中で働くための課題） 

平成 10 年度 「中年」－その不安と希望 （少子高齢社会に備える準備） 

平成９年度 働く女性－新しい社会システムを求めて （女性が働くという新しい動きの中で

の社会制度・慣行に多くの問題点）  

平成８年度 安全で安心な生活の再設計  （教育、仕事、家族、生活環境、病気、老後、

安全と安心）  

平成７年度 戦後 50 年の自分史－多様で豊かな生き方を求めて    

 

白書では、生活全般に関する満足度について質問しているが、「満足している」と回答した

人の割合は、1978 年には 10.9％であったが、その後毎回低下傾向が続き、2005 年にはわず

か 3.6％となっている。「満足している」、「まあ満足している」と回答した人の割合を合わせても

35.8％と 4 割弱にとどまり、過去最も低い値となっている。一方、「どちらかといえば不満であ

る」、「不満である」と回答した人の割合を合わせると、78 年は 15.6％であったが、2005 年には

28.3％にまで高まっている。生活に満足する人の割合が低下し、不満である人の割合が高ま

り、総じて人々の生活に対する満足度は低下傾向にあるというのがここ 10 年の推移である。 
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「今後の生活で心の豊かさと物の豊かさのどちらかに重点をおくか」かの質問では、72 年は

「物の豊かさ」と回答した割合は 40.0％であり、「心の豊かさ」と回答した割合の 37.3％よりも高

かったが、78 年には「心の豊かさ」が「物の豊かさ」を上回り、2005 年には「心の豊かさ」は

62.9％まで高まり、「物の豊かさ」は 30.4％まで低下している。心の豊かさがより重視されるよう

になってきたことと、生活満足度が大幅に低下、不満度が大幅に上昇していることを結びつけ

て考えると、より重要となってきた心の豊かさが満たされていないことが生活不満足度の増大

に影響している可能性があるといえる。 

子育て、女性労働、高齢化、介護、安心安全確保にどう対処していくか、明確な解決策が

見出せないまま、国民の約３割の人が生活に不満を抱いて生活している中で、アメリカの金融

危機に端を発した世界不況に突入しているというのが日本国民生活の現状である。 

 

 

 

図表１－６ 生活全般の満足度（19 年国民生活白書） 

 

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） つながりは精神的やすらぎをもたらし地域力を高める 

生活満足度が低下傾向で推移している背景には、人々がつながりを得にくくなっていることが

影響している可能性があるとして、平成 20 年の国民生活白書では、心の豊かさには、人々の精

神的な充実感や安心感が大きくかかわっているとの考えから、つながりが精神的やすらぎと生活

の豊かさに及ぼす影響について分析している。 
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図表１－７ 心の豊かさ・物の豊かさの重視度（19 年国民生活白書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析では、「家族」と過ごす時間、「隣近所」、「職場」の人と行き来する頻度を、つながりを示す

指標として、家族と一緒に過ごす時間の長い人、隣近所の人との行き来が多い人、職場・仕事関

係の人との行き来が多い人には、それぞれ「家族」、「隣近所」、「職場」のつながりがあると考え、

精神的やすらぎとの関係を統計的に分析している。その結果、家族と一緒に過ごす時間が長い

人、隣近所と行き来する頻度が多い人、職場の人と行き来する頻度が多い人ほど、精神的なや

すらぎを得る傾向にあることが示されている。 

人々がつながりを回復する方法として白書は、 

①一人一人が参加しやすいつながり方の工夫…、「時間がない」、「情報・きっかけがない」とい

った人が、土日に地域活動に参加できる仕組みや IT の活用により情報やきっかけを入手で

きるようにすることで、参加したいが参加できないというつながりの壁を解消する。 

②地域が果たしてきた教育、子育て支援、防犯・治安、防災といった地域の機能を復活させる

取組みへの参加、利用を通してつながりを広げる。 

③コレクティブハウスでの生活を通じて、世代を超えた居住者同士がお互いに日常生活の中で

協力し合いながら暮らす。などの事例などを挙げている。 
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図１表－８ 家族、地域、職場の人とのつながりは精神的な安らぎをもたらす 

（19 年国民生活白書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域のつながりが広がれば、良好な近隣関係が人々に安心感をもたらし、地域活動を行う人は

充実感を味わうことが出来、生き生きとした地域力が生まれ、結果として質の高い住民生活を実

現できるものである。 

 

（２） 地域課題解決の方向性 

  現在、子育てや介護など暮らしに必要なサービスは、地方公共団体などが自ら提供したり、補 

助金などの形で提供されることが多いが、公平かつ平等にサービスを提供する必要があることか

ら画一的な対応になりがちである。また、一定の条件が揃わなければ公的サービスを受けれない

ことが多い。そのために、日常のちょっとした困りごとから切実なニーズに至るまで、暮らしのニー

ズに対して、適当な解決手段が見つけにくくなっている。 

例えば、雪かきや庭の草取りなど暮らしの中でちょっとした手伝いを頼むことが難しくなっている。

こうした個人あるいは家庭内で吸収しきれない問題は、企業などが提供するサービスを買うことに

より解決できる場合もあるが、企業サービスは、採算が合わなければサービスを提供しなかったり、

あるいは高い価格を設定したりする場合も多く、誰でも気軽に利用できる状況ではない。地域に

は、このようにちょっとした困りごとから切実なニーズに至るまで、行政サービスの条件にかなわな

い、費用負担が出来ない、誰に相談してよいか分らない、料金を払えば解決できる問題ではない

などで、外部からの助けを受けられない人が多数いる。また、住民自身は不愉快を感じながらも、

まちの安全、衛生、美化などの環境問題は行政がやるものと決めて、荒廃が放置されているような

ケースもある。 
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一方、地域の中には、時間や体力にも余裕があり、地域の問題解決に役立ちたいと思う人も

少なからず存在している。これらの人の中には何らかのつながりがあり、情報や依頼があれば

積極的に行動する人も多い。このような助けを求めている人がいて、助けが出来る人がいるの

につながらないという矛盾を解決するために、ボランティアや NPO がさまざまな活動をしている

地域もある。 

また、商店街や町内会が音頭をとって自主的に問題解決に当たっているケースや、行政に

よる住民の組織化や補助で問題解決に当たっているケースも見られるが、まだ限られた地域で

しか行われていない。人と人とのつながりは、個々人が主体的に選択し合わなければ、結ばれ

ることはない。つながりを持ちたいと希望しつつ持てない人がいることを考えれば、個人が必要

とするつながりが持ちやすい環境を整備するか、つながるキッカケをだれかが作る必要がある。 

情報収集や提供、キッカケの作り方、つながりのつくり方などはさまざまであるが、商店街や

町内会などが連携すれば地域内でサービスを提供できる人、サービスを受けたい人のデータ

ベースは容易に出来るし、地域通貨の運動などで行われているようなサービスのマッチングや、

報酬の精算業務も出来るであろう。商店街はこのような、仕組みづくりやキッカケづくりをリード

していく必要があり、また、可能であれば必要な事業を立ち上げ運営していくことも求められて

いる。 

 

（３） 地域のつながりの創出と事業推進 

行政サービスの条件にかなわない、費用負担が出来ない、料金を払えば解決できる問題で

はないなどの地域住民が抱える課題は、サービスの仕様が不定形で適正な料金などが定めづ

らいものが多い。そのために行政サービスでも、企業サービスでも取り残されているといえる。

従って、サービスを提供する側が正当な報酬を要求するようでは成り立ちにくいものである。正

当な報酬を要求しないで、サービスを提供するということは、社会貢献のために活動するという

ことである。商店街がそれほど高くない対価で、市場で取引されにくいサービスを提供するとい

うことは、人の役に立ちたいという担い手の気持ちに支えられて成り立つともいえる。 

また、地域を支える活動をする人の中には、報酬が目的なら活動しないという人もある。その

意味では商店街で公共サービスを提供していくには、社会貢献意欲の高い人に集まってもらう

ことが第一ということになる。社会貢献したい人が進んで手を上げてくる地域となるためには、地

域全体に助け合いや協力によって安心安全で楽しみや温かみのあるまちをつくるという理念が

共有されることが必要である。理念を共有して運動を推進していくためには、前節で述べたよう

に、CSR の考え方や、三方よしの考え方で、明確に地域貢献活動への取り組み姿勢を宣言す

ることが必要である。 

そして、地域に求められるさまざまな公共的サービスの実現にどの様に対応していくか、まず

商店街会員が時代の要請について共通認識を持ち、わが地域の課題を明確にしていくことか

ら始める必要がある。このプロセスでは、地域をより深く知り、地域への愛着や誇り確認していく

ことでもある。 
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商店街としての課題検討や解決目標設定を行う場合は最初の段階から、行政や、地域内の

住民、NPO、ボランティア団体などの参画も求めて、地域内で一体的な取り組みが出来るような

すすめかたをしていく必要がある。このプロセスでは、人と人が出会うことで生まれる新たなパワ

ーのすばらしさを実感し、連携の大切さを共有していくことでもある。 

実施事業や事業目標の設定では地域固有の事情を最優先して検討することである。地域に

は子育て支援施設も、高齢者買い物支援制度も揃っているといったレベルから、防犯や清掃を

行うための組織的な活動もないというレベルまでさまざまなレベルがある。また、他所の地域で

好評で栄えている事業もあれば、何年も継続しているが事業化まで至っていないというものもあ

る。他所でやっているからうちでも、という発想は避けるべきである。 

地域で新しく事業を企画するときは、他所の事例は十分参考にすべきであるが、まず地域固

有の課題や、対策の必要性を洗い出すことが必要である。すでにいくつかの事業を立ち上げ

てきた商店街では、従来の手法をブラッシュアップしながら新しい課題解決に取り組んでいけ

ばよいが、初めて取り組むケースでは、とにかく最初の何か一つを連携の手でやり遂げることが

重要である。地域の課題は多く、次々に手がけなければならないことがあるので、連携と計画実

行の成功体験を身につけなければならないからである。 

 

（４） まちづくりの方向性 

商店街が行う活動の目標設定や、推進方法の策定では、地域づくりまちづくりの視点が配慮

されなければならない。地域づくりの具体的な活動は、 

 

①伝統的コミュニティの良さを復興（連帯性回復、世代間交流、歴史回復、居住者交流） 

②多様な価値観に対応した個性尊重型の緩やかな共生関係創出（人間性回復、自己実現） 

③少子高齢化の課題に対応するゆとり、安心、安全、潤いのある助け合い共助関係創出 

 

といった方向で市民･行政の協働によって検討されるが、これからのまちづくりの方向としては、

サスティナビリティのあるコンパクトなまちづくりを目指すことをその上位目標におく必要がある。 

それは、大量生産と大量消費、大量廃棄、地球資源の大量消費による地球環境の悪化、都

市の無秩序な拡大、貧富の差の拡大、地域間格差の拡大などの進展に対して、社会存続の基

盤である地球環境の維持、回復を図らなければならないということが地球規模の課題となってい

るからである。環境を保全再生し、コンパクトで持続可能な地域を作っていくには、地域の広範

な交流と連携を生かして、地域社会・コミュニティを重視したまちづくりを進めていかなければな

らない。持続可能性（サスティナビリティ）のある社会構築の理念は「都市拡大の抑制、公共交通

の活用等によりエネルギー効率を高め、持続可能（サスティナビリティ）につなげる」という考え方

である。具体的には、 

①都市での環境汚染を防ぐ 

②緑地での新規開発を抑える 
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③歴史的文化財を保全する 

④都市の再生、持続的な経済開発を進める 

 などを目標としていくことである。 

コンパクトシティは、都市郊外化・スプロール化を抑制し、市街地のスケールを小さく保ち、歩

いてゆける範囲を生活圏と捉え、コミュニティの再生や住みやすいまちづくりを目指そうとする

考え方で、既存ストックを有効利用したまちづくり、資源の３R、豊かな自然や農地との共存、エ

ネルギー効率のよい都市構造を目指すという考え方である。都市を小さくするのではなく、魅力

の薄い街中に、新しいライフスタイルの選択肢を増やし魅力の密度を濃くし、まちを活性化する

こともコンパクトシティ化である。 

コンパクトシティ化が求められる背景は、これまでの我が国の都市整備は、人口・産業の都市

への集中に対応して、新市街地を拡大する量的拡大型都市基盤整備が行われてきたが、少子

高齢化と人口減少、都市への人口流入縮小、経済成長率低下などの進展から、官民問わず投

資の効率化が求められると同時に、地球環境保護の観点から環境負荷の小さな構造への

転換が求められているからである。 

具体的には、既存ストックを有効利用したまちづくり、資源の３R、豊かな自然や農地

との共存、エネルギー効率のよい都市構造を目指して都市整備を進めていく方向である。 

商店街が取り組むサスティナビリティのあるコンパクトシティ化としては、3R 運動推進、

空き店舗活用、公共施設有効利用、商住福祉複合施設、貸し自転車、車椅子、ユニバー

サルデザイン化、ポケットパーク、公共的サービス提供施設などが考えられる。 

 

４．商店街の公共的サービスへの取り組み 
 

（１） 公共的サービスの必要性の増大 

  前項までで述べてきたとおり、商店街が公共的サービスを担っていくべき主な要因と

しては以下のようなことがあげられる。 

①地域には、子育て、高齢者介護、安全、環境、住民間交流など改善したい課題がすで

に顕在化しており、少子高齢化進展や人のつながり希薄化拡大などでさらに重大化す

る傾向にある。 

②従来、公的サービスと考えられているものが、国・地方の徹底した行政改革により大

幅に縮小されていく見込みであり、その一部を自助、共助の形で地域が担っていく方

針とされている。 

③商店街は、地域住民や来街者に快適な日常生活を提供する公共的インフラの役割を果

たす立場にある。 

④商店街は、地域内では自治会とともに歴史と組織力があり、地域とのなじみも深く住

民と連携して安心して暮らせる地域社会づくり活動のリーダーシップを取っていきや

すい立場にある。 
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⑤地域には、サービスを受けたい人と、サービスを提供したい人はいるが、つながりや

協働をつくるキッカケや仕組みがない。商店街はそのつなぎ役として最適である。 

 

経済が長期にわたって停滞した失われた 10 年のあとに、インパクトの強い構造改革が

行われ社会の諸相で格差が拡大し、そのあとに世界同時不況が到来している。現在でも、

地域には、ちょっとした困りごとから切実なニーズに至るまで、行政サービスでは手が

届かない、家族や個人では解決できない未解決な課題が数多くである。また、これから

予測される経済社会の状況のなかでは、この問題はさらに深刻さが増していくと予想さ

れる。 

行政の手の届かないサービス提供に企業がどんどん参入していく動きもあるが、地域

の公共的サービスは、地域内だからこそ（つながりがあるからこそ）ニーズが発見でき、

迅速に温かく提供できるという性質のものである。地域内でそのようなサービス提供で

きる体制ができれば、企業サービス以上に好感をもって受け入れられるものと思われる。 

   

（５） 社会貢献で自己実現したい人たち 

社会環境、家族形態、生活スタイル、価値観などの変化により、地域社会では町内会

のような住民組織に無関心な住民が増えていった。しかし、一方では社会貢献で自己実

現や、生きがいを求めている人も多い。社会生活基本調査（18 年総務省）で、ボランテ

ィア活動の状況を見ると、「ボランティア活動」の行動者数は 2972 万 2 千人で，行動者

率は 26.2％で５年前（平成 13 年）より 2.7 ポイント低下している。10 歳以上の人の 4

人に 1 人が何らかのボランティア活動をしている。 

ボランティア活動をする人の平均行動日数は、高齢者サービスに関する活動日数はも

ともと高く年間 29 日程度であるが、その他のすべての活動で行動日数が平均 5 日以上増

えている。特に、障害者を対象とした活動、子供を対象とした活動、安全な生活のため

の活動の活動日数増加が目立つ。これは、ニーズはあるが活動する人が増えないために

同じ人が活動日数を増やすことで対処していることの表れと解釈できる。参加率（行動

者率）が若干ではあるが減少して、現在活動している人への負担が高まっていることは、

広く社会に活動への参画への呼びかけや啓発をしていかなければならない課題といえる。 

一方、平成 12 年度 国民生活選好度調査－ボランティアと国民生活-では、ボランテ

ィア活動の経験者は３人に１人で、 ボランティア活動に参加意欲を持つ人は３人に２人

となっている。 

「是非参加してみたい」…4.3％、「機会があれば参加してみたい」…60.6％で、合計

65.0％の人が参加意欲を持っている。 

 

－ 19 － 
 



 

 

図１表－９ ボランティア活動の行動者率(全体) 社会生活基本調査（18 年総務省） 
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ボランティア活動に関する考え方についての質問では、「他人から参加を強制されな

いこと」、「気軽にできること」、「社会のためになること」が大切と考える人はそれぞれ

約８割となっている。他方、「楽しいこと」や「自分が満足すること」が大切と考える人

は５割程度となっている。 

これらのことは、ボランティア活動に参加意欲を持つ６５％の人に、ボランティアが

必要な社会的な情報を提供し、場面に参画してもらい、参画のキッカケをつくってあげ

て、ボランティア人口を顕在化していく努力が必要なことを示唆している。 

地域活動に参加している人に対して「活動への参加を通じて、どんなことを得ました

か」との質問には、「地域の様々な人とのつながりができた」と回答した人が 58.9％、

「価値観を共有できる仲間ができた」が 40.8％、「達成感・充実感を味わえた」が 39.1％

となっている（国民生活白書 19 年）。地域活動への体験参加でこのような実感を味わっ

てもらうことや、活動者の生の声を伝えることも、参画者の輪を広げる上で重要なこと

と思われる。 
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（６） 商店街で取り上げる公共的サービス 

まず、どのようなサービスが必要かについては、商店街の公共的サービスへの参入状

況が深く影響すると思われる。すでに、いくつかのサービスを立ち上げている商店街な

どでは、さらに地域の状況をより深く知り、真に重要で優先度の高いものを吟味してい

く必要がある。まだ、これといったサービスを実施していない地域では、防犯や防災、

高齢者への介護、福祉、子供対策はどうかをチェックしてみることが必要である。それ

は、全国的に共通課題として地域に求められているサービスが、「防犯や防災にむけた対

策」（84.4％）、「高齢者への介護、福祉」（78.5％）、「少年の健全な育成」（74.3％）（国

民生活白書 19 年）となっているからである。 

現実には、長年にわたって自治会や商店街の活動のなかで地域の要望が集められてい

るはずであり、何らかの活動が行われていることの方が多いはずである。その場合は、

活動の機能強化であったり、組織拡大や、事業規模の拡大が目標になると思われる。 

仮説的な事業目標があがったら、行政や、地域内の住民、すでに活動を行っている NPO、

ボランティア団体などの参画も求めて、ワークショップや、勉強会を設けてサービス提

供のあり方を検討していくことが必要である。 

 

図表１－１０ 地域における取り組み別の必要性（19 年国民生活白書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的に検討確認する内容は、地域の実情、求められるサービスの質や量、行政や企

業サービスとの差別化できるポイント、サービスにあたる人材の発掘、育成、サービス

供給の仕組み、仕組みを支えるヒト、モノ、カネなどである。 

一方では、アンケート調査などでサービスニーズの実態を調査し、先進事例などの調

査も行った上で、それらの結果を参考に実現可能性を補強していくことが必要である。 

これらのプロセスを経て活動計画をまとめていくことになる。 
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（７） 商店街の公共的サービス提供組織 

地域ニーズが存在することは分っていても、誰かが発意を表明し、ヒト、モノ、カネ

が付いて来ないと事業としてスタートできない。しかし、なんでも事業化というわけに

は行かず、最初は任意のグループ活動で試行する活動もある。 発意（きっかけ）や、

活動の仕組みは、地域の状況や、サービスの内容によってさまざまな形態があるので、

事業の企画推進の形はこうでなければいけないと考えないで、むしろどんな形も許され

ると柔軟に考える必要がある。 

 地域活動は、いくつかの生成、発展のパターンが考えられ、それぞれ生い立ちや存立

基盤の状況から、商店街の関与の仕方（自前、協働、連携）などで留意しなければならな

い点があると考えられる。ここでは、仮に新規創業型、既存支援型、官民共同型に分けて

留意点を整理してみる。 

①新規創業型 

全くはじめて、新しいサービスの提供を検討するケースでは、前項で説明の通り、計

画するサービスに応じて関連する行政や、地域内の住民、ボランティア団体などの参画も

求めての検討会や、十分な市場調査など行うことが必要である。 

新規創業で最も重要なことは、勉強会や検討会を通して適切なリーダーを選出または任

命することである。強力なリーダーシップと行動力を持つリーダーを得ることが出来なけ

れば、中途半端なスタートはしない方が良いと言ってよいほど重要な事項である。 

②既存支援型 

地域住民の誰かが自発的な問題意識から活動を起こし、すでに小規模ながらテンポラリ

ーにサービスを提供している人やグループが存在しているケースである。たとえば、あ

る家庭の主婦が、小額の謝礼で週のうち何日かは下校時から夕方まで小学校低学年児童

を預かって面倒を見ているとか、数人のボランティアグループが、公園や街中花壇の手

入れを定期的にしているとかである。 

このような人たちは、その仕事や、地域社会に熱い思い入れを持ってやってはいるが、

資金や組織力の面で弱いため活動を広げることが出来ないでいる場合が多い。商店街で

同様のサービスを始めようとする場合は、地域内ですでに地域の事情を知っている経験

者は重要な役割を果たすことになるので、声掛けし支援していくことを検討するべきで

ある。活動の主体になってもらえることもあるし、条件付協力ということもあるであろ

う。 

いずれにしても小規模で個人的に実施しているサービスには、事業の安定性、継続性、

拡大性などでさまざまな問題を内包しているので、商店街、地域団体、自治体と協働す

ることのメリットを理解してもらい何らかの形で参画してもらうことが有効である。可

能であれば、それを事業シーズとして将来計画を展開していく方法がないかも検討して

みる必要がある。 
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③官民共同型 

自治体が地域での取り組みを提案、推奨、事業募集している事業に取り組むケースや、

商店街や地域住民が問題意識を共有して、自治体に活動提案を行い支援を得るケースであ

る。このケースは①のように協働の働きかけや合意形成の時間も余りかからないうえ、自

治体の支援という大きなバックアップ（信用付け）が最初から見込めるので、活動の活発

化や発展にとっては最も望ましいタイプである。従って①、②のケースであってもこのケ

ースに持って行けないかどうかを初期の段階でチェックすることが重要である。 

 

（８） 必要な人材の発掘と育成 

地域活動を効率的に進めていくには、どのような人材が必要か、活動のリーダーとスタ

ッフの条件について整理してみる。 

①リーダー・キーパーソンのセルフチェック 

商店街が何らかのバックアップをして、失われた地域のつながりを復興するための事業

を起こそうとすることは、考え方によっては既存の商店街組織を維持するよりもはるかに

重い仕事である。 

また、そのサービスを望む人は多いが参入する事業者はこれまで地域になかった仕事を

一から立ち上げていくには強い信念と行動力、リーダーシップが求められる。自ら創始者

となる人が居る場合、商店街や地域から人選する場合も含めて、リーダーに望まれる資質

については十分理解しておくことが必要である。 

全国の元気な商店街や、大規模に成長した NPO など活力のある団体には魅力的な人物が

必ず存在している。彼らは地域や活動への愛情に溢れ、活動に対する信念を持ち、その自

信は地域住民やメンバーの信頼につながり、その魅力から内外に広いネットワークを築い

ている。 

このようなキーパーソンに共通するのは、地域を誇りに思い、責任感があり豊かな人間

性を身につけ、絶えずアンテナを張って、自らフットワークよく動いていること。自分の

意見も述べるだけでなく、人の話に耳を傾け、違った価値観の人の考え方を知ろうと勤め、

こうした人間性の深さから、多様で信頼関係のあるネットワークを築いている。 

②担い手のプロフィール 

地域の中で公共的なサ-ビスに自発的に取り組める人はどのような環境にある人か。 

内閣府「国民生活選好度調査」(2007 年)をもとに分析した国民生活白書（平成 19 年）に

よると「近隣関係を持つ人と地域活動に参加する人の特性はおおむね一致」するという。 

また、地域活動への不参加には、就業の有無や住宅形態といった要因が影響するという。 

地域活動への不参加確率が高くなる要素 

・有業者（サラリーマン、自営業者）であること   

・集合住宅に住んでいること          

・借家・一戸建てに住んでいること          
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・給与住宅などその他の住宅に住んでいること          

地域活動への不参加確率が低くなる要素          

・年齢が高いこと          

・子どもがいること          

・既婚・有配偶者であること         

・居住年数 5 年以上であること         

・農山漁村地域に住んでいること         

・社会のために役立ちたいと思っていること 

これは、高度成長期の前 1960 年頃までの地縁的な社会生活条件が少しでも残っている人

や世帯は、地域活動への参加の確率が高いということである。 

 

図表１－１１地域活動への参加状況と隣近所との付き合いの程度の関係 

（19 年国民生活白書） 
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第 2 章 

商店街に求められる役割・機能と人材育成 

 



 

第２章 商店街に求められる役割・機能と人材育成   

 
 第１章で、商店街を取り巻く環境変化として、商業環境や国民生活の変化、少子高齢化の進展、

地域コミュニティの変容・崩壊、困窮する地方財政による公共サービスの低下などについて概観し

た。第２章では、これらの環境変化を踏まえて、地域住民が安心して暮らせる生活環境の整備のた

めに、商店街に求められる役割・機能の検討を行う。 
 地域住民が安心して暮らせるためには、商店街を核とした商業機能や生活支援機能の整備が必

須となるが、そのためには、商店街自体がその衰退傾向に歯止めをかけ、活気のある商店街として

輝きを取り戻すことが重要である。 
そして、商店街再生は、商店街を支える「人の力」「人の意思」で成し遂げられるものであるため、

商店街再生を目指す「人」「意思」が鍵となる。そこで、そのための人材育成・発掘についての方策

について考察する。 
 

１．商店街に求められる役割・機能 
 
（１） 商店街再生の要点 

 
① 自らの置かれた環境を知る 

第１章でみたように、環境変化の大きなものとして現実化してきた「人口減少社会」があり、この

人口減少社会の進展により、地域経済の目安となる「域内総生産」において、以下のような悲観

的な予測が出されている。この予測値は、地域経済の中にある商店街として重要な予測数値で

ある。将来、訪れることが危惧される、このような自らの置かれた環境基盤を知り、商店街再生に

取り組むことが肝要である。 
 
■2030 年における「域内総生産」 
国内で生産された総額を表す「国内総生産」に対して、地域内で生み出された付加価値を表

すものに「域内総生産」があり、2005 年 12 月に経済産業省から、全国の 269 都市圏における

2030 年時点の指標が発表された。これをみると、図表 2-1 のように、東京都市圏では、2000 年

対比で約 10％程度の伸びが予測されているが、10 万人未満の都市圏では、約 15％の縮小が

予測されており、全国の 9 割近くの都市圏での減少が予測されている。 
すなわち、人口減少による総生産高の低下が進展し、20 年後には、全国の 9 割の地方都市

が、15％以上の経済規模縮小となっているという予測である。商店街再生において、特に、地方

都市における、このようなパイの縮小という置かれた環境の厳しさを分析し認識することが重要で

あるが、悲観的に捉えるのではなく、地域や商店街が保有する資産や特色、メリットなどを、どの

ように活かして再生を図るかという商店街としてのビジョンを描き、強い意志を持って取り組んで
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いくことが要点となる。 
 
 
図表２－１ ２０３０年の域内総生産 

                  域   内   総   生   産 
 都市圏名 2000 年（億円） 2030 年（億円）   変化率（％） 
 東京都市圏 1,596,450 1,767,368    ＋10.7 
政令指定都市の都市圏 1,327,638 1,419,117     ＋6.9 
県庁所在地の都市圏 
（政令指定都市以外）      788,037      762,568    －3.2 
１０万人以上の都市圏 1,061,178      992,948    －6.4 
１０万人未満の都市圏      243,911      206,991   －15.1 
 都市圏合計 5,017,114 5,148,992    ＋2.6 

                                出展 経済産業省「地域経済研究会」 
 

 
■公債残高の推移 
  地方都市における経済規模を「域内総生産」という指標でみてみたが、次に地方都市におけ

る財政状態の現状について考察してみる。財務省が公表している、「公債残高の推移」をみると、

平成 20 年度の見込みでは、公債残高が 553 兆円を上回ると予測されている。公債は、国や地

方公共団体が財政収入を補うための「借金」である。これを国民一人あたりで計算すると、一人

約 433 万円、４人家族で約 1,732 万円の借金を抱えていることになる。 
 平成 20 年度の税収予算は約 54 兆円であるから、一般会計税収の 10 年分に相当する借金を

抱えているのが現状である。 （図表 2-2 公債残高の推移） 
 

  ■逼迫する地方財政 
このように、地方財政は逼迫しており、昨今においては、破綻を来たした地方自治体が現出し

てきているが、それを賄うべく国の財政も厳しい状況にある。そのため、地域生活において重要

となる福祉、医療、教育などの公共サービスや公共交通の整備など、都市機能と生活インフラの

整備が行政破綻において進められなくなってきていることが現実化してきている。 
このような状況下、商店街が地域の核として地域再生、まちづくりの推進役としての役割・機能

を果たすことが期待されている。また、従来、行政が担ってきた公共サービスの提供水準を確

保・維持する役割・機能も、商店街に期待されている。 
 
本報告書においては、行政が担ってきた公共に資する「公共サービス」と区別するために、商

店街が果たす公共的なサービスを「公共的サービス」と呼称する。 
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図表２－２ 公債残高の推移 

 

（注）１

 

．公債残高は各年度の３月末現在額。ただし、20 年度は見込み。 

２．特例公債残高は、国鉄長期債務、国有林野累積債務等の一般会計承継による借換国債を含む。 

３．20 年度見込みの残高は、財政投融資特別会計からの繰入金（9.8 兆円）を財源とした買入消却を見込んだ額。 

４．20 年度の翌年度借換のための前倒債限度額を除いた見込額は 533 兆円程度。 

                         出展 財務省ＨＰ 「国の財政に関する基本データ」 
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② 顧客の立場に立って考える 
国の財政、地方財政、地域経済など、厳しい環境にあり、商店街の顧客である地域の生活者 

は、厳しい生活環境に直面している。特に、商店街の主要顧客である女性においては、その労働

環境においても厳しさが増している。図表2-3は女性労働力人口の推移であるが、近年、２０代の、

若年女性の労働人口が増大し、就業と子育ての両立が課題となっている。 
また、図表 2-4 のように、女性の就業は、どの階層においても増大しており、少子高齢化に拍車

をかける主因となっている。現在、商店街のお得意様である主婦・女性客、将来のお客様である子

ども達が、ともに急激に減少していくという少子高齢化等の加速は、商店街にとっては死活問題と

なる。このような状況の中、商店街に求められるのは、商店街がお客様に対して果たすことができる

役割・機能を、お客様の立場に立って再考し、実行に移していくことである。 
 例えば、若年女性においての一番の課題は、「子育て」である。高齢化する結婚適齢期と高齢出

産、働きながらの子育てなど、さまざまな悩み・相談事を抱えているが、支援すべき医療や保育所

などの公共サービスが低下してきている現状がある。また、小さい子どもに対する治安上の悪化の

問題がある。高齢者においては、年金制度の悪運用による負担の増大など、消費生活に直結する 
重要課題がある。 
 商店街の主要顧客の主婦、高齢者が直面するこのような問題に対して、商店街として顧客に対し

てできることを、顧客の立場に立って真摯に考え、実行に移していくことが望まれる。 
 
 
 図表２－３ 若年女性の労働力人口の推移 
100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   出展 総務省統計局「労働力調査長期時系列データ」 
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図表２－４ 女性の年齢階級別労働人口比率  

     
          出展 総務省統計局「労働力調査長期時系列データ」 
 
③ まちづくりの基本は、商業活性化 
■商店街がお客様に果たすべき役割・機能の基本は商業機能 

困窮する地域経済の現況をみてきたが、地域経済の衰退に伴う商業の衰退が進み、商店・商店 
街が無くなると、地域住民の生活に支障を来たすこととなり、また、商店街の衰退と同時に、街が廃

れていくこととなる。そして、荒廃した街は、犯罪などの治安上の不安も抱えることとなる。 
このように、街を荒廃させないための「まちづくりの基本」は、地域の人々の生活を支える商業が

活性化し続け、生活者の生活基盤となり続けることである。 特に、地域の人々の日々の生活を支

える食材（生鮮3品など）や気軽に立ち寄れる飲食など、フェイス・ツー・フェイスの商業の活性化が

重要となる。顔馴染みで親しみのある店、安心して通れる商店街は、商店街の果たすべき役割・機

能の基本であり、そのような商店街が「地域の核」となり、地域の人々が集えるコミュニティの場とな

る。 
 
④ 地域住民の利便性向上のための公共的サービス機能の整備 
 前述したように、国・地方公共団体ともに、財政状態は悪化の一途をたどっており、地域住民の利

便性向上のための福祉や介護、子育てや教育などの公共サービスのスムーズな運営が難しくなっ

てきている。 
そこで、商店街は、本来の商業機能の整備と合わせて、このような公共的サービス機能の整備

が期待されている。近年においては、商業機能の郊外化、行政機能の郊外移転など、定住人口が

減少し、中心市街地は著しく衰退した。その上、財政破綻の荒波が押し寄せている。 
このような困難な状況を打開するために、商店街の基本機能である商業を活性化させ、定住人

口を再び蘇らせ、歩いて通えるコンパクトで利便性の高い街を復活させ、合わせて、商店街やＮＰ

Ｏなどの民間の活力を活用して、公共的サービス機能の整備とスムーズな運営が必要とされてい

る。 
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（２）商店街に求められる公共的サービス機能 

 
① 公共サービスとは 
 商店街に、「公共サービス」機能が求められてきているが、「公共」や「公共サービス」とは、どのよ

うな概念かを確認しておく。「公共」とは、広辞苑では、「社会一般、おおやけ」と定義しており、「公

共企業体」とは、一般には国家や地方公共団体の出資により、公共性の著しい事業を経営する、

独立の法人格を有する企業と定義している。 
このような観点から、「公共サービス」とは、限定された個人や集団を対象としたサービスでなく、

地域住民・社会一般に共同利用されるものである。すなわち、｢公共サービス｣は、対象者を限定す

るのではなく、必要とする人にサービスを提供することを目的としているもので、具体的な内容とし

ては、地域において誰もが必要とする医療、福祉、教育などである。 
誰もが必要不可欠であるので、サービスは低価格で安定的に供給されなければならないので、

国や地方自治体、公共事業体がその役割を担ってきた。しかし、国や地方自治体の財政が切迫し

てきている今日、公共サービスの新たな担い手が求められている。 
 そのような公共サービスの新たな担い手として期待されているのが、NPO や商店街などである。

商店街は、地域住民の居住区の中や居住区に隣接する一等地であり、地域住民の利便性を考え

ると、商店街の中に公共サービスが整備され、商業機能と合わせて、地域住民の必要とする機能

がコンパクトにまとまっていることは理想的である。 
 
② 商店街は、公共サービスのための場の提供 
 しかし、ここで注意しておくべき点は、商店街に公共サービスが必要とされているが、商店街の本

来の役割・機能は商業機能が基本であり、前述したような公共サービスが必要とされているからと

いって、公共サービスは容易に取り組めて、短期間で収益を上げられるような事業ではないという

点である。 
 公共企業体が担ってきた公共サービスへの商店街の取り組みとしては、行政などの関連諸団体

と連携・協業して、商店街としては、まず、地域住民にとっては便利な立地を場として、公共サービ

スの整備のために提供することなどを検討する必要がある。このようなことは、商店街組織やメンバ

ーの積極的な取り組みなくしては実現できないが、公共サービスの事業推進上必要となるものに

ついては支援を受けていくことが公共サービス機能を、商店街として整備していく上で大切となる。 
■支援機能 

・情報発信機能、公告・宣伝 
・融資、ファンド 
・設備、運営ノウハウ 
・専門家のサポート 
・商店街メンバーに対する勉強会や講習会 

   等 
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 ここで、公共企業体が担うべき「公共サービス」と、商店街の公共的なサービス機能とを区別する

ために、商店街の「公共的サービス」についてまとめておく。 
 商店街は、前述したように地域社会におけるコミュニティの場であり、コミュニティの場としての「楽

しみ・娯楽・憩い」や、「安全や安心」、「世代間の交流」や「高齢者などへのやさしさやサービス」な

どが求められる。具体的な事例は、第３章で取り上げるが、商店街の公共的サービスの主なもととし

て、以下のようなものがある。 
 
 
 

       

 【商店街における主な公共的サービス】 

 

○ 祭りやイベントの運営・開催 

○ 芸能・文化の伝承 

○ 歴史資産の保全 

○ 防犯パトロールや防災 

○ 環境保全、リサイクルやリユース、ごみ回収 

○ 街並み整備や商店街トイレなどの住民向けサービス 

○ 世代間交流事業 

○ タウン情報発信 

○ 宅配サービスや高齢者支援 

○ 子育て支援 

等 
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２．街の再生・まちづくりのステップと人材 
 

第１節では、商店街に求められる役割・機能として、 
・ 商店街の基本的機能の商業機能の重要性 
・ 商店街に求められる公共的サービス機能 

について見てきたが、第２節では、基本機能としての商業機能の復興・活性化、及び、現在、求め

られている公共的サービス機能の整備によって進める、街の再生・まちづくりのステップに触れな

がら、それらを担う人材と人材育成・発掘について考察する。 
 
（１）街の再生・まちづくりのステップ 

 
 まちづくりの基本的なステップとしては、まず、商店街を取り巻く環境変化、現状を認識し、 
環境変化における「機会」「脅威」を分析するとともに、自商店街の持つ「強み」「弱み」につい

ても分析し、「機会」と「強み」を活かしたビジョン・まちづくりの構想を描くことである。 
 そして、ビジョン・まちづくりの構想を、「絵に描いた餅」「夢」で終わらせないために、やる気

のあるメンバーをコアメンバーとした、機動力のあるまちづくり組織を編成する。この際、行政や

町内会組織などの関連団体を巻き込む。 
 また、ビジョンの実現に向けた「まちづくりのためのルールづくり」を行うことも大切である。ま

ちづくりは長期的な事業であり、地域資源等を活かす・活用する事業でもあるので、まちづくり

ルールは、ビジョン実現のために障害となるものを排除する役割を果たす。 
 さらに、まちづくりには、多彩な人材が必要となるので、人材の登用や育成が必須である。そ

して、最後は、まちづくりの実行体制の確立と実行力。決めたことはやり通す、実行なくして街

の再生・まちづくりは果たせない。 
 以上のような街の再生・まちづくりのステップを図にまとめると、以下のようである。 
 

ステップ１  現状認識・まちづくり構想の作成  
 
 

ステップ２  やる気のあるコアメンバーで組織化 
 
 

ステップ３  まちづくりルールの作成  
 
 

ステップ４  資源を活かす、人を活かす 
 
 

ステップ５  実行体制・実行力  
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 以上のまちづくりのステップにおいて、人材育成・発掘面から、 
 
・商店街を引っ張っていく、商店街リーダーの育成 
・商店街をサポートする、 商店街サポートメンバーの育成 
・将来を担う小学生や学生の育成 
・まちづくりに参加する人材の発掘、マッチング 
・関連諸団体との連携、協力体制の確立 
などがある。 
また、商店街本来の商業活性化のための、商店経営者の育成、後継者の育成なども、重要で

ある。 
 これらについて、ステップごとに、事例を交えて考察する。 
 
 
（２）ステップ１  

 
ステップ１  現状認識・まちづくり構想の作成 

 
 

まず、ステップ１として、第１章において解説したような商店街を取り巻く環境変化の中から、

商店街にとっての「機会」と「脅威」を分析する。 
例えば、環境変化の中から「脅威」となるものを概観して抽出すると、経済環境・商業環境の

悪化、少子高齢化などがあり、「機会」としては、商店街に求められるコミュニティ機能や公共

的サービス機能への期待・要望等がある。 
公共的サービス機能の整備は、商業機能と相反するものではなく、相乗効果が期待できる

ものであるから、自商店街の持てる資源を分析し、両者の整備を構想の中に盛り込む。 
自商店街の「強み」「弱み」を分析するためには、来街者の商店街に対する要望や問題点

についてのアンケート調査の実施などが有効である。顧客の要望や問題点の指摘は、自らの

「強み」「弱み」を知る最も大切な情報である。 
このような、外部環境の分析や、自商店街の分析、アンケート調査の企画・実施などは、か

なり高度なマネジメントスキル（知識と技術）が要求されるものである。従来の商店経営のマネ

ジメントスキルだけでは対応しきれない要素を多く持つので、マネジメントスキルの養成やスキ

ルを保有する人材の発掘・登用が重要となる。 
このような、商店街における人材のマネジメントスキル養成に取り組んでいる事例として、世

田谷区の「世田谷区商店街経営学校」がある。平成 20 年 11 月に、以下のような企画で「オ

ープンセミナー」が行われまちづくりのための経営学校がスタートしている。 
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「世田谷区商店街経営学校オープンセミナー」 

■目的     ・商店街における組織力、経営力の強化 

■内容（講師） ・商店街に必要なまちづくり 元東京都副知事 大学院教授 

        ・新たな商店街活性化施策について（中小企業庁商業課長） 

 

以上のような内容で開催され、商店街の活性化について国の施策の方向性や「商店街企

画会社」などの新たな商店街活性化事業のイメージ、全国の空き店舗活用の商店街活性化

事例などについての説明がなされた。世田谷区商店街経営学校は、区内にある 140 の商店

街組織の役員などを対象に、専門家や実際の商店街経営者等による講義やワークショップ、

視察などを通年で行う。また、商店街の組織運営に必要となる経理や法務、町内会とのか

かわりなどの講義もあり、総合的に学び、元気で魅力ある商店街づくりを目指す取り組み

であり、産官学の協業による、まちづくりを担う人材育成への取り組み事例として注目さ

れる。 

 

■冠婚葬祭からイベントまで、地域の寄り合いを地域で担う 

 信州新町では、街の活力減退への対策として、商店街の‘若旦那’によって、「地域の

セレモニーを俺たちで支援しよう」ということで、｢セレモニーふるさと｣を立ち上げ、 

各家庭で冠婚葬祭を行ってきた時の隣近所の助け合いや年長者の知識などを、「セレモニ

ーふるさと」が成り代わって行うようにし、イベントも含めて、「地域の寄り合いを地域

で担える体制」を整備した。 

事業の拡大に伴い組織的にも平成 16 年に「特定非営利活動法人 ふるさと」を設立。注

目すべき点は、従来、各家庭で行われてきた冠婚葬祭が、高齢化の進展によって隣近所で

賄いきれなくなり、長野市の民間施設で行われるようになり、消費が流出することとなっ

たため、消費を取り戻すために商店街パワーが結集した点である。 

 環境変化を捉え、身の回りのイベントや冠婚葬祭を商店街として担うという構想を描き、

自商店街でできる仕出しや引き出物、生花などの地元消費を、地元商店街に取り戻した。

現在、年間 50 件から 60 件の葬祭や公共団体などのイベントを支援している。今後の展開

として、高齢者向けの宅配サービスなども検討しており、商店街が担うべき公共的サービ

ス機能の展開の事例として注目される。 

 

（３） ステップ２  

 
ステップ２  やる気のあるコアメンバーで組織化 

 
 
まちづくりの構想を作成し後、前述の信州新町のＮＰＯ法人の設立事例にあるように、やる気の

あるコアメンバーで組織化することが、まちづくり構想を実現するための次ステップとなる。このまち
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づくりのための組織化の事例として、特色のある取り組みとして有名なのが、会津若松の「アセッサ

クラブ」である。 
アネッサクラブの設立趣旨は、 

・ 商店街の活性化 
・ 歴史と格式のある商人文化の伝承と普及 
・ 交流活動を通した「ふれあいのまちづくり」の推進 

 アネッサクラブは、そもそもは、会津若松市がモール化する道路工事の中で、女性の立場から自

分たちの立場で、自分たちのまちづくりを進めることの大切さを学び、商店街の姉様が集まって、

1997 年に設立されたものである。基本的な活動として、「四つのどうぞ運動」や、毎月１日に行う清

掃活動「クリーンデー」などがある。この「四つのどうぞ活動」や「クリーンデー」は、商店街の公共的

サービス機能であり、まちの基本的な活動として取り組んで、まちづくりに成果を上げている事例で

ある。 
 
■ アネッサクラブの「四つのどうぞ運動」 

 

     

 街を歩いていると自ずと必要になってくることでしょう。四つの中から、各店でできることを表示していま

す。どうぞご遠慮なく。 この活動は、講演会への招聘や取材などを通して広く紹介され、あっという間に近

隣の県や地域の団体でも実施され、今後もこうした“おもてなし”の心が広がっていくことをおおいに期待し

たいと思います。 この他、基本となる活動として、クリーンデーを設け、店先の道路掃除で、これも当たり

前のことですが、当日は、側溝の蓋を開けて念入りに掃除したり、花と緑のストリートづくりを行っています。

   

   
アネッサクラブの活動と、その成果に学ぶべき点としては、まちづくりのためには、自発的な発意と

行動力、そして組織化の重要性である。そして、このようなまちづくりの人材は、商店街の役員や店

主だけでなく、女性なども重要な人的な資源となる点である。 
 

－ 35 － 
 



 

 

（４）ステップ３  

 
ステップ３  まちづくりルールの作成 

 
 まちづくりを推進する人材、組織の整備とともに重要なものとして「まちづくりのルール」の作成が

ある。 
 川越のまちづくりは、「川越蔵の会」が発端となり、街並み・景観の保存や、大正ロマンの街並み・

景観を活かした商業の活性化に取り組むこととなった。そして、まちづくりの過程の中で、「まちづく

り規範」が整備された。この「まちづくり規範」は、一番街のまちづくり原則の 67 項目からなり、都市

景観に関わるものや、建築に関わるものなどからなる。 
 例えば、都市景観に関わるものとしては、 

・ 旧城下町を自立的なコミュニティとしてたてなおす 
・ 建築の高さは、３階が限度 
・ 高齢者が安心して住める町 
・ 市街地へ貫入する緑の強化 
・ 人の集まるスポット 

 建築に関わるものとしては、 
・ 材料は自然的素材、地場産を優先 
・ 建物を生かす看板 
・ 高さは周囲を見て決める 
・ 駐車場は、なるべく車が見えないように 

 そして、このような「まちづくり規範」を守るためのチェック体制として、「町並み委員会」が発足した。

委員会のメンバーは、「川越蔵の会」、川越市の商工観光や文化財保護の担当者、商工会議所、

自治会代表などの、約 25 名からなる。まちづくりには、地域の関連団体との連携や専門家・スタッ

フの導入体制が重要であることが分かる。 
 「町並み委員会」は、新築や増築、改修などの場合や、看板や塀などを設置する場合などに、設

計図などを、「まちづくり規範」のチェックシートでチェックを行い、景観にそぐわないものを防止する。

これまでの「町並み委員会」の成果として、景観にそぐわないマンション進出やレンタカー会社の出

店を防ぐことができた。また、近隣の商店街も、町並みを守るために、建物審査などを行うようにな

ってきている。 
 さらに、「川越蔵の会」では、今まで蓄積してきたまちづくりのノウハウの提供のため、「まちづくり

デザイン活動」を展開している。商店街へのアドバイス活動内容としては、 
■ まちづくり諮問機関の設立誘導と助言 
■ まちづくりルールブックの作成協力 
■ 大正浪漫夢通りの街路整備へのアドバイス 
 等 
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また、建築設計コンペの開催・協力なども事業として行うに到っている。 
（５）ステップ４  

  
ステップ４  資源を活かす、人を活かす 

 
  

まちづくりの組織化、及び、まちづくりルールの作成と、それらを担う人材や体制整備の要点に

ついてみてきたが、次のステップとして、まちの保有する資源や人材を活かし、まちづくりの実践を

さらに推進することである。 
 まちの保有する資源を活かしてまちづくりを行っている商店街として、「七尾一本杉通り商店

街」がある。七尾一本杉通りには、登録有形文化財が立ち並び、歴史的景観を維持して、まちづく

りに活かしている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 【七尾一本杉通り商店街の登録文化財の一例】 
◆ 勝本邸 

 
明治 38 年の七尾大火を免れた数少ない建築物であり、ナカノ間上部の吹き抜けに架

かる指し物(梁･束･貫)は見事で伝統的な腕木構造を伝える、典型的な七尾町家であ

る。 
◆ 北島屋茶店 

 
明治 38 年の七尾大火を免れた数少ない建築物であり、紅柄色の格子戸の伝統的な腕

木構造を伝える典型的な七尾町家である。 
◆ 鳥居醤油店 

 
藩政時代から商家として和菓子製造を営んできたが、明治 38 年の七尾大火で消失。

明治 41 年に再建された現存する土蔵倉の七尾町家の数少ない一つである。    

                 出展 七尾一本杉通り商店街ＨＰ 

 
■地元の人材を活かす 
 商店街が核となって、地元の人的パワーを活用・結集して、地元における問題解決に寄与する 
ため、商店街としてできる公共的サービスにチャレンジし、まちづくりを推進している事例が出て

－ 37 － 
 



 

きている。そのひとつとして、「子育てにやさしい商店街づくり」を掲げ、取り組みを始めているのが、

大井銀座商店街振興組合である。 
大井銀座商店街振興組合は、東京都の「子育て応援とうきょう会議」や品川区の「ＮＰＯ まちづ

くり大井」等の協力を受けて、妊産婦や小さいこどものお母さんを対象にした「秋のお産のじかん～ 
世代を超えて地域と一緒に、お産について考える～」というイベントを、2008 年 11 月に開催した。

これは、商店街・企業・行政、助産婦・医師・栄養士などの専門家が一緒になって、妊娠・出産・子

育てについて考えるイベントであり、お産に関するブースが用意された。 
 このように、現在、大きな課題となっている「子育て」の問題に、組織や人材を結集して、地域ぐる

みで取り組む事例として注目される。今回のイベントの状況・成果を「子育てサロン アトリエ＊チル

ドレン」のホーム・ページで、次のように紹介している。 
 
 
 
 
 
 

誕生学の命の重さセミナーでは、胎児の月齢別等身大の人形が並び、お子様連れ、妊婦さんに大好評でし

た。 助産師・保健師、専門家のいる情報コーナーでは、パパが妊婦ジャケット着用体験をしたり、出産につ

いての相談が気軽に行われ、また品川区や大田区ほかママによる 

自主サークルの先輩ママたちによるブースでもこれから出産されるママと少し先輩ママとのあたたかな会話が。

    

 

  
 
 
 
 

企業ブースによる試食・試飲、沐浴体験など企業対個人のきちんとした対話が、各ブースで行われ、食育カ

フェでは美味しいおにぎりと身体を心をほっとくつろがせてくれる空間が。 

遊びコーナーではパパがお子さんをあやす姿も微笑ましく出産・育児体験コーナーはマタニティーヨーガ、ベビー

サイン、子育て英語体験レッスンが次々と。 

また、同じ大井銀座商店街において、時代を担う若い世代である、地元小学校の６年生を商店

街に招いて、お店で体験学習を実施した。地元の若い少年世代が、商店や商店街の日常業務を

体験し、お店の理解者になってもらうことは、長期的な視点から、まちづくりを発展・継承していく上

において貴重な取り組みである。 
■高齢者の積極的な参画 

高齢化が急速に進展する中、全国各地で、商店街が主体となって、高齢者人材のまちづくりへ

の積極的な参加を促す仕組み作りを行っている。埼玉県秩父市のみやのかわ商店街振興組合で

は、「ボランティアおたすけ隊」という、元気な高齢者がボランティア活動へ参加する事業を立ち上

げた。 
この事業は、｢おたすけ隊｣に参加した隊員が、買い物代行のほか、手助けが必要な在宅

高齢者や障害のある人などの散歩や外出の付き添い、掃除、見守り、話し相手などに応じ

ると、同商店街が発行する市内共通商品券「和同開珎」（１時間５００円相当）を２時間

単位でもらえるという仕組みである。平成 20 年 8 月には、「ボランティアバンクおたすけ

隊」の発足１周年を記念して、活動報告会が開催され、高齢者の健康増進、生き甲斐づく

りの場を設けるとともに、地元人材の活用を推進している。 
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（６）ステップ５ 

 
ステップ５  実行体制・実行力 

 
 
 まちづくり構想・ビジョンを作成し、組織づくりを行い、人材の登用・活用のしくみづくりを行っても、

最終的には、日々の地道な実行なくしてビジョンの実現はできない。まちづくり事業は、日々、継続

されていかなければならないものであり、継続させていくためには成果を上げなければならない。そ

して、成果を上げていくためには、日々、発生するさまざまな問題点・課題を解決していかなければ

ならない。このさまざまな問題点・課題を解決して、まちづくり事業を継続させていくのは人の力で

あり実行力である。この点から、「まちづくり事業の基盤は、人づくり事業」であり、人づくり（人材育

成）なくして、まちづくり事業は為し得ない。 
 商店街の事業を発展させ、「株式会社 アモールトーワ」という事業運営会社を設立した、東京都

足立区の東和銀座商店街振興組合は、商店街事業への取り組み・実行力で有名である。東和銀

座商店街は、千代田線・亀有駅から徒歩 7-8 分に位置する商店街で、昭和 25 年に 23 店舗で商

店会を発足させ、昭和36年に商店街振興組合連合会に加盟して発展を遂げてきた。しかし、大型

店が周囲に相次いで出店し、次第に集客力が落ち、空き店舗も目立つようになった。 
 そこで、商店街の振興策として、近くの公立病院の売店や食堂の経営を受託し、会社設立を行っ

た。その後、地元のいろいろな事業を受託し、現在、従業員 200 名規模の会社に拡大・発展して

いる。株式会社アモールトーワの社長挨拶は、以下のようであるが、地域のために役立つ仕事に実

行力を持って取り組むことを最も重要視している。 
 
  

 社長挨拶 
   利益を求めるのではなく、地域社会のために 

 

商店街の冬の時代と言われて久しくなり、各地の商店街がシャッター通りと

呼ばれるようになりました。 

私共の東和銀座商店街も例外ではなく、従来の賑わいが嘘のような現状です。

地域社会で商店街の役割は非常に大きいものがありますが、厳しい現状のた

め、何もしないと言うのはあまりにも無責任です。 

そのため、私共は地域の皆様に役立つ仕事があれば、実行するのが当然と考

えました。 

   

平成 2 年、(株）アモールトーワ設立以来「利益を求めるのでなく、地域社会

のために」というアモールの理念を理解してくれた人達と一緒に、各種事業

を展開して参りました。 

今後も地域の皆様と共に「まち」の活性化のために頑張る所存です。 
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食の時間は皆様にとって心と身体を育む大切なひとときです。 

アモールトーワでは、その大切な時間に安心して美味しい給食を...  
 

 
 
                                 ＜出展 アモールトーワ ＨＰ＞ 
  
 
 以上のように、地域のために役立つ事業に取り組み事業を推進しているが、その原動力は東和

銀座商店街振興組合の理事長の力量に負う点も多いかと思われるが、組合員が能書きばかり言う

のではなく、結束して実行力を発揮していることにある。 
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３．街の再生・まちづくりを担う人材の育成・発掘 
 
（１）まちづくりのステップと人材についての概観 

  第２節において、まちづくりのステップとステップを担う人材面をみてきた。それぞれのステップ

を担う人材面において共通しているこことは、 
・情熱と強い目的意識・意思を継続できていること 
・リーダーシップと、高いマネジメント能力を有していること 
・マネジメント能力といっても、単なる管理能力でなく、発想力、問題解決力、人心掌握能力など。 
・献身的で、人柄に優れる 
・逆境をプラスに転じるプラス思考の持ち主 
 等 
 
 以上のような人材は、一朝一夕で育成できるものではなく、日々のまちづくりの現場で苦労をとも

にしながら志を持って取り組んでいく人材の中から、次第に育っていくものである。 
商店街の人材育成のデータではないが、産業能率大学がアンケート調査した、時代を担う人材

として、どのような育成を行っていくべきか、また、どのような取り組みをしているかというデータがあ

り、商店街の人材育成にとっても参考になる。 
 
 
（２）次代を担う人材育成のデータ 

  学校法人産業能率大学が、「次世代リーダー育成への取り組み」というテーマで、2006 年に、

従業員 300 名以上の日本企業を対象にアンケートを実施した。アンケートの配布数は 4546 件、 

回収 383 件であったが、企業の人材育成の実態と重要視している点が明示されている。 
 そのアンケート結果で、第一位となったのは、「経営管理知識の教育」、第二位が、「リーダーシッ

プ研修」、以下、「自企業の事業戦略の策定・提言」、「自企業の課題解決」、「人間力を高めるため

の研修」となっている。 
 これは、今までみてきたように、商店街のまちづくり事業を担う人材・リーダーの育成にも当てはま

る内容である。まちづくりは、個店の経営を超えて、商店街全体をマネジメントする視点と経営管理

の知識が必要となってくる。また、リーダーシップの必要性は勿論だが、商店街としての事業戦略

の策定を行うことのできる力や、商店街活動、まちづくり事業の中で、日々、発生するさまざまな課

題に対する解決力が重要となる。 さらに、商店街のメンバーや行政・地域における関連団体から

信頼を寄せられる「人間力」も、人材・リーダーに必要な要素となる 
 このような人材・リーダーの育成に、商店街・行政・関連団体が力を合わせて取り組んでいるのが、

前述した世田谷区の「商店街経営学校」である。この取り組みも、まだ、端緒に付いたばかりではあ

るが、世田谷地域は、まちづくりや商店街運営で実績を上げている有能な人材を豊富に抱えてお
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り、そのベテラン人材が講師として実践的な指導にあたる仕組みとなっており、今後の活動や成果

が注目される。 
 
（３）若手人材の育成 

  商店・商店街の抱える問題として、どの商店街においても必ず上位となるものに、「後継者難」

の問題がある。現在、商店街で従事している若手従業員育成や定着は、商店街にとって最も大切

な課題のひとつである。前述の世田谷区の商店街経営学校は、まさに、商店街で従事し、商店街

の将来を担う人材の育成の実践の場である。また、全国の商店街において、将来の商店街の従事

者や商店街の理解者を増やすための取り組みもなされている。 
 
■小学生や学生の参加・育成   

商店街やまちづくり事業にとって将来を担う若手人材の育成方策として、小学生の商店街事業

への参加や大学生の事業運営などがある。名古屋市熱田区の日比野商店街に、名古屋学院大学

の学生が運営する「Ｃａｆｅ＆Ｂａｋｅｒｙ Ｍｉｌｅ Ｐｏｓｔ」というカフェがある。これは、まちづくりを実践で

学ぶ「地域創生プログラム」の一環であるが、店では、焼きたてパンやコーヒー、手づくりスープなど

を取り扱っており、授業の空き時間を利用して、メンバーが交代で店番をしている。店のテーブル

やデザインも学生メンバーの話し合いなどで決め、店舗の運営を実体験している。 
このような商店街と学生との連携によるまちづくり事業の展開は、全国各地の商店街で見受けら

れる。このような事業活動を通じて、学生などの若手人材の商業体験やまちづくり事業への参加体

験により、将来を担う人材が育っていくことが期待される。 
 
（４）人材の発掘 

 まちづくり事業を担う人材の育成についてみてきたが、まちづくり事業を担う人材として、地域

におけるまちづくり人材を発掘・登用していこうという仕組みづくりもなされている。2007 年から本格

化してきた「団塊世代」の定年・退職による大量の人材流出を、まちづくり事業に登用・活用しようと

する、「人材マッチング」の仕組みもその中のひとつである。 
これは、まちづくりに対する求人側と求職側とのニーズをマッチングさせ、適材の就業促進を図り、

商店街活性化の推進力強化を行うとともに、団塊世代の雇用機会の確保も同時に行おうというもの

である。この人材マッチングについては、経済産業省中心市街地活性化室が、平成 18 年事業とし

て実施した、「人材マッチングの在り方に関する調査」報告がある。 
 
この調査の目的は、 

・ まちづくり関係の諸団体における人材ニーズの把握 
・ 定年・退職を向えたＯＢ人材の就業意向の把握 
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このアンケート調査の概要は、 

【求人側】 
・ 対象 ： 中心市街地活性化基本計画作成のＴＭＯ、商工会議所、自治体  

合計 648 団体 
・ 回収 ： 318 団体。うち、求人要望団体は 18 団体。 
【求職側】 
・ 対象 ： 百貨店、チェーンストア 8 社の定年到達見込者 400 人 
・ 回収 ： 80 人。回答者の 90％は、何らかの求職意向があった。   

 
当アンケートにおいて、求人側（まちづくりの推進団体側）の希望業務としては、 

① 商業基盤施設の整備、空き店舗活用 
② 協同事業企画、商店街イベント 
③ 商店街活性化計画、まちづくり計画、テナントミックス 

資金調達、支援策活用          等 
 求職側（ＯＢ人材側）のやってみたい業務としては、 
① ショッピングセンター運営 
② 従業員教育・研修 
③ 活性化計画、まちづくり計画 

観光交流促進              等 
  
まちづくり事業における、求人側（まちづくり推進団体側）と求職側（ＯＢ人材側）とのニーズ面は、

おおよそにおいてマッチングできるものである。しかし、求人側要望として、タウンマネジメント全般

や、資金調達などを担当してほしいというような高度なスキルを要するものもあり、当アンケート調査

対象の流通系ＯＢ人材だけではまかないきれない状況があることが分かる。 
経済産業省中心市街地活性化室が、平成 18 年事業として実施した、「人材マッチングの在り方

に関する調査」報告にある「人材マッチング・システムの全体図」は、次ページのようである。 
  
 また、まちづくり事業の推進に必要な人材としては、前述したように、まちづくりに対する強い情

熱・熱意や目的意識、リーダーシップや人を引き付ける人間的な魅力や実行力など、求められるも

のが多く、かつ、高度なものである。このような人材の発掘は、難しい面があるが、現在、中小企業

庁や商工会議所など、さまざまな関連団体で人材マッチングの仕組みが設けられており、成果が

上がってきている。 
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マッチングシステムの全体図 
 
 

データエントリ処理
(マニュアルでの入力)

データマッチング処理/出力処理

求職条件・求人条件

格納データベース

求人票 求職票

求人要望のある

TMO等団体
求職要望のある

OB 人材

①FAX/郵送により事務

局に求人票を送付

(新規登録 ・修正登録 )

①FAX/郵送により事務

局に求職票を送付

(新規登録 ・修正登録 )

②団体プロフィール・求人

条件をデータベースに格納

②人材プロフィール・求職

条件をデータベースに格納

③人材情報をデータベースか

ら取り出して、マッチング

③団体情報をデータベースか

ら取り出して、マッチング

④マッチングできた団体
情報を情報登録・更新し

た人材に送付

④マッチングできた人材
情報を情報登録・更新し

た団体に送付

団体情報人材情報

求人検索条件設定

①インターネットから検

索求人条件 を入力

求人要望のある

TMO等団体

Webインターフェース
（リアルタイム検索機能)

③検索条件にあう求

人情報の表示

検索結果表示
(マッチングされたOB人材情報)

②検索条件 に

より人材検索

本書の位置づけの範囲

 
 
 
 広島市まちづくり市民交流プラザでは、「まちづくり人材バンク」の運営を行っている。これは、地

域活動において、「アドバイスがほしい」「教えてほしい」という要望と、「仕事や趣味を通じて身に付

けた技術やノウハウをお役に立てたい」という人とをマッチングする仕組みである。まちづくり人材バ

ンクは、「技術やノウハウをお役に立てたい」人を「達人」として登録・紹介し、ボランティア活動とコ

ーディネートする。当ホームページで紹介している仕組みは、以下のようである。 
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まちづくりボランティア人材バンクに登録しませんか。あなたの技術や資格、専門知識

などを生かして、団体やグループにアドバイスや指導をお願いします。 

 

 
「登録申込書」をプラザに提出してください。 
ご自身の達人ぶりをできるだけ分かりやすく PR しましょう。 

  ＊ 登録された内容は、人材バンク登録内容リストやひろしま情報 a-ネット

http://www.a-net.shimin.city.hiroshima.jp/で公開します。ただし、住所、

電話番号（ファクス番号も）などは非公開。最初の連絡調整はプラザが行い

ます。 

＊ 登録された方については、活動に際して「広島市市民活動保険」が適用にな

ります。  

 
依頼があったときは、プラザからまず登録者に連絡をして、ご都合を伺いま

す。 
ご了解が得られれば依頼先に連絡先を通知し、双方で打ち合わせをしていた

だきます。 
 

 
 

 
困った時は、その道の達人に講師や指導者をお願いするのが一番です。

 

 
まず電話で相談しましょう。人材バンク登録内容リストや情報 a-ネットの中

から紹介してほしい人が見つかったら 団体やグループで「紹介申込書」を
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から紹介してほしい人が見つかったら、団体やグループで「紹介申込書」を

提出してください。ファクスでも OK です。 

   

 
プラザがまず登録者のご都合を確認します。その後、詳細についてはお互い

に話し合ってください。 

  ＊ 謝礼金は要りませんが、交通費、資料代、材料費などの実費をご負担いただ

きます。  

 
人材バンク登録内容リストはプラザにも公民館などにもあります。 
また、ひろしま情報 a-ネット  
http://www.a-net.shimin.city.hiroshima.jp/ の 
講師・指導者から見ることができます。 

  ＊ 政治、宗教、営利目的や個人の依頼、または、長期継続プログラムにはお応

えできません。 

＊  広島市外の依頼は、日程や内容によって可能な場合もあります。 
 

 
まちづくりボランティア人材バンク発表会 

 
まちづくりボランティア人材バンクの登録者による発表会を毎月第 4 土曜日の午後 2 時

～4 時にまちづくり市民交流プラザ 1 階ロビーにて実施しています。 

 
まちづくりボランティア人材バンクオープンディスカッション「シャベランカ」 

 
広島市民のための開かれたしゃべり場を提供するまちづくりボランティア人材バンクの

オープンディスカッションプロジェクト「シャベランカ」。広島市まちづくり市民交流プ

ラザ 1 階ロビーに週末不定期にオープンします。 

                 出展 （財）広島市ひと・まちネットワーク 

   
商店街における後継者難や人材難の中において、このようなまちづくりを担う人材の登録、人材

マッチングの仕組みを活かして、商店街の活性化を推進していくことも重要となる。 
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【コラム】 
■ 真の原因究明の重要性 

 
商店街の「現状分析」の手順として、現状を分析して「問題点」を発見し、 

その問題の「真の原因」を究明し、真の原因に対する「真の解決策」を明確にして、

発生している問題を解決することが大切である。 
 これを、商店街の事例にあてはると、例えば、 
「問題点」として、「カラオケ大会の集客・売上が店の売上につながらない」 
というものがある。 
この問題点の「原因」を、商店街のある幹部は、 
「販売促進がまずいので、客が集まらない」とした。そのため、 
「解決策」として、「販売促進の強化として、景品やポスターの増強」を 
行い、さらに多くの予算を支出した。 
しかし、結果としては、客数・売上増にはつながらなかった。 
実は、よく調べてみると、「真の原因」は、 

「カラオケ大会の幹事が、カラオケ大会の出場券を、顔見知りの常連客に 
配っていた」ことにあった。このように「真の原因」が判明したので、 
真の解決策として、 
「カラオケ大会の出場者を、幅広く募集し参加してもらった」ところ、 
商店街としての顔見知りや来街者が増え、店の集客・売上につながるようになっ

た。 
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第 3 章 

商店街事業の事例 

 



 

第３章 商店街事業の事例  

 

１．公共的サービス事業 
 

 商店街の実施している公共的サービスの事例は、地域や商店街、あるいは状況やニーズ

により多様なものがみられる。また、公共的サービスの事業は年々増加しており、その必

要性が高まっている。環境問題、防犯、少子高齢化といった問題への対応は年々増えてお

り、さらに地域によっては、葬祭サービス、若者の就労支援、外国人との共生といったユ

ニークなものまでみられる。 

商店街の公共的サービス事業は、集客や販売促進などの事業とともに、商店街の主要な

事業となりつつあり、時代の変化への対応であるとともに、商店街が地域においてその役

割を担う上でも不可欠な事業となっている。また、このような事業を実施している商店街

は、地域ニーズ対応志向にあり、総じて元気な商店街のようである。 

 以下に紹介した事例は、基本的なものの中から参考となるものやモデルとしたいものを

選んだ。なお、事例紹介にあたって数多くの事例を収集したが、次のような分野の整理が

できる。 

 

 

 

 

商店街の公共的サービス分野の整理 

大分類 中分類 大分類 中分類 

地域の祭り 街の駅 
祭り・イベント 

新しい祭り 地域交流施設 

エコバッグ 広場 

清掃・ゴミ回収 

交流・情報 

情報発信 環境・リサイクル 

生ごみたい肥化 ファサード事業 

防犯パトロール 景観整備 

民間交番 街路整備 

防災訓練 

景観・街並み 

街並み整備 
防犯・防災 

防犯カメラ コンシェルジュ 

文化活動 商店街トイレ 

歴史資源活用 若者就労支援 文化・歴史・教育 

インターンシップ 葬祭サービス 

高齢者支援 駐車・駐輪 

子育て支援 バリアフリー 福祉 

買物支援 

その他 

ＡＥＤ設置 
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（１） 祭り・イベント 

事業名 花嫁のれん展 

地域 石川県七尾市 

商店街等 一本杉通り振興会 

参考ホームページ － 

 一本杉通り振興会では、地方の伝統となっている「花嫁のれん」を活用し、商店街の活

性化が図られている。発端は商店街の女将さんの会「Oh‐God」の提案によるものであり、

店内や民家の玄関先に花嫁のれんを展示する「花嫁のれん展」が平成 16 年に実施された。

花嫁のれんは、娘の幸せを願う親がその願いを込めてつくるものであり、この地方では各

家がオリジナルなものを所有し、数十万円から数百万円する高価なものである。 

 初めての「花嫁のれん展」は、32 軒が参加し 57 枚の展示で 11 日間行われたが、約 1 万

人の人出があり、予想を上回る盛況なイベントとなった。以降評判となり、今年（平成 20）

で第 5 回目を迎え、50 軒の参加 100 枚以上の展示規模となり、来街者は遠く関東からもみ

られる。 

 花嫁のれん展開催中は、商店主が街案内人となり「語り部処（どころ）」で、来街者に店

や街の歴史を紹介することも行っている。「語り部処」も当初 13 軒であったが現在は 67 軒

に増えている。 

 花嫁のれん店はマスコミにも取り上げられ、また昨年（平成 19 年）は名古屋で、今年（平

成 20 年）は東京で開催されている。 

庶民の生活の中から生まれた地元の風習を大切にし、それを商店街の活性化に活用した

事例である。「花嫁のれん」のモノとしての美しさだけでなく、それにまつわる物語（コト）

も含めてイベント化している点が重要である。 

語り部処案内  
花嫁のれん 

 

 

 

 

 

花嫁のれん展示場所  
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（２） 環境・リサイクル 

 

事業名 ごみ収集自由が丘方式 

地域 東京都目黒区 

商店街等 自由が丘商店街振興組合 

参考ホームページ http://www.jiyugaoka.or.jp/ 

 

 おしゃれな街として女性に人気の高い自由が丘は、商店街が独自にごみ収集を行ってい

る。行政が行っている一般廃棄物収集は、夜間収集に対応していない。とくに商店街では

早朝のカラスによるゴミ散乱に苦慮しており、自由が丘商店街では平成 8 年ゴミ有料化を

契機に独自で夜間にゴミを収集する事業を立ち上げた。 

 商店街がゴミ収集を民間会社に委託し、夜間と早朝のゴミの回収を行っている。商店は、

事業者指定の赤・緑・黄色のポリ袋を、インフォメーションセンターやプリペイド式自動

販売機で購入し、それにゴミをいれて出している。ロゴ入りのカラフルな袋は、お洒落で

自由が丘らしさをイメージしたものである。カラス駆除対策としては、事業開始以降着実

に成果が上がっている。 

 また、ボランティアが運営する街のお掃除隊「ダスターズ」も、おしゃれな街自由が丘

を支えている。ダスターズは、土日の午後、イベント日、7 月 20 日の統一美化デーに清掃

活動を行っている。ダスターズはスポーティーでおしゃれなユニホームで活動し、やはり

自由が丘のイメージを大切にしている。ダスターズとは別に、毎週木曜日の美化デーには、

朝 9 時から商店街と住民の有志が、清掃と花壇の手入れを行っている。 

 1,000 店の商店の集まる商店街だからできる点もあるが、日々の地道な活動がおしゃれな

街を支えている点を学びたい。 

 

 

ポロ袋 

 

 

 

                            清掃風景 

           

  ポリ袋販売機 

 ロゴマーク 
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（３） 防犯・防災 

 

事業名 防犯パトロール 

地域 埼玉県さいたま市大宮区 

商店街等 宮一商店街サミット 防犯委員会 

参考ホームページ http://e-oomiya.jp/ 

 

 大宮駅の東口は県内でも有数の歓楽街で、数年前から違法エステ店が増加し、強引な客

引きや治安の悪化が心配されていた。そこで地区の自治会と地域の 3 つの商店街が協力し

て、「宮一商店街サミット」を立ち上げ、平成 15 年から防犯パトロールを実施している。 

 活動は毎週 1 回、午後 8 時から 9 時までで、街区を隈なく巡回し、少年の非行防止のた

めゲームセンターにも立ち入っている。毎回、商店主、住民、NPO 法人などの参加で 25 名

くらいが巡回している。パトロールは、ユニホームと帽子を着用し、積極的に声掛けを行

っている。警察とも連携し、制服・私服警官が一緒に巡回、また平成 16 年からは NPO のガ

ーディアンエンジェルも参加している。 

 この活動の結果、着実に違法ビラや悪質な客引きは減少している。また、会では商店街

でバーベキュー大会や防犯教室を開催し、これにより商店街と地域の人たちとの交流が深

まっている。 

 活動は、宮一コミュニティホールを拠点に展開されており、県警の「地域安全・安心ス

テーション事業モデル地区」に指定されている。 

 防犯パトロールは全国的に実施する地域が拡大している。商店街が地域と交流する絶好

の機会でもあり、また本事例のように商店街の風紀を維持するのにも効果がある。地道な

活動ではあるが、地域ニーズの高い事業であり、多様な参加者を構成し、持続的な事業形

成を目指したい。 

 

 
パトロール風景 サミットのメンバー 
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（４） 文化・歴史・教育 

 

事業名 長浜ゆう歌舞伎 

地域 滋賀県長浜市 

商店街等 ゆう壱番街商店街振興組合 

参考ホームページ http://yu-kabuki.com/ 

 ゆう壱番街商店街は、まちづくりで有名な「黒壁スクエア」の一本北側に位置する商店

街である。平成 6 年時点で商店街の半分が空き店舗といった状況であった。この状況に対

して、商店街は地元住民との交流による商店街活性化を目的に、素人歌舞伎を始め、徐々

に商店街のにぎわいを回復してきている。 

 地域には 400 年の伝統を誇る子供歌舞伎の長浜曳山祭りがある。そこで育った人々の協

力をえて、商店街と地元住民が手作りで開始した。毎年 4 月初めに実行委員会を組織し、

役者とスタッフを公募、稽古から大道具作成まですべて手作りで行われる。公演は 11 月初

旬の 2 日間、長浜文化芸術会館と商店街内の特設舞台で行われる。入場料は 500 円。今年

（平成 20 年）で 12 回目の公演を迎え、毎回盛況にとり行われている。また毎年他地域の

子供歌舞伎や素人歌舞伎の参加もあり、他地域との交流も行われている。 

 また平成 9 年には高齢者が出資し、空き店舗で自ら店舗運営を行うプラチナプラザが開

店した。高齢者 50 人が 1人 5 万円出資し、リサイクル店、惣菜店、喫茶店が営業している。

高齢者が運営しているため固定客も多く、高齢者の生きがい・交流のサロンとなっている。 

 地元の子供歌舞伎の伝統を生かし、商店街と地元との交流により商店街を活性化させた

成功事例である。地域の伝統芸能を商店街活性化に活用した点や手作りで実施している点、

また毎週商店街内で練習をするなど公演までにさまざま活動や交流が行われている点が学

ぶべきポイントといえる。 

 
上演会場 上演風景 パンフレット  

 

 

 

 

 

 
プラチナプラザ 

 

 

 

 

 

舞台づくり 
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（５） 福祉 

事業名 宅配サービス・御用聞き 

地域 愛媛県大洲市 

商店街等 大洲殿町商店街 

参考ホームページ http://town.ehime-iinet.or.jp/ozu/ 

 

 商店街の宅配サービスは、一時全国の商店街が検討・開始したが、多くの商店街でうま

くいっていない。地域住民のニーズとは別に、事業の収益性が課題となっている。愛知県

の大洲殿町商店街は、平成 15 年に事業を開始、以降地道に事業を継続している。 

 大洲殿町商店街の「いろは便」は、商店街の有志が立ち上げ運営を行っているもので、

1867 年大洲藩が所有した蒸気船・いろは丸にちなみ「いろは便」と命名された。当事業は、

買物に不便を感じる独居高齢者や社会的弱者を対象としたもので、商品リストである「か

わら版」を配布し、電話やファクシミリで注文のあった商品を配送するというシステムで

ある。「かわら版」は、事業加盟店の商品・店舗情報を紹介するもので、月 1 回配布してい

る。注文は、事務局が一括して受け付け（買い上げ金額 800 円以上としている）、加盟店に

連絡して、加盟店が配達を行う。会員の募集は、回覧板や新聞折り込みチラシで行ってい

る。加盟店は、収益の 5％を商店街組合に還元することとしている。 

 当事業は、「地域と共生できる魅力ある街づくり」という商店街の方向性に基づき開始さ

れたもので、大型店との差別化／高齢化社会への対応／女性の社会進出への対応／「待ち

の姿勢」からの脱却／地域コミュニティの再生といった 5 つ考え方で進められている。 

 宅配サービス・御用聞き事業は、地道な活動でかつビジネス化・採算上の問題の事業で

あるが、大洲殿町商店街の場合は商店街のコンセプトに支えられた事業として、また極力

コストのかからない方法で実施している点が事業継続の秘訣と思われる。 

                          

     事業のしくみ              いろは便のホームページ 

 

 

 

 

 

      会員証 
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（６） 高齢者支援 

 

事業名 高齢者交流施設 

地域 島根県松江市 

商店街等 松江天神町商店街 

参考ホームページ http://www.web-sanin.co.jp/matsue/tenjin-plaza/ 

 

 門前町である松江天神町商店街は、東京巣鴨の商店街をモデルに「お年寄りにやさしい

まちづくり」進めている。その中で、平成 11 年に空き店舗 2 店を改装し、ふれあいプラザ

「天神まめな館」と交流館「いっぷく亭」の高齢者向け施設が設置され、来街者の増大や

高齢者の生きがいづくりに貢献している。 

 「天神まめな館」は、和室やホールから構成され、生涯学習、奉仕活動、自己表現の場

として活用されている。また、毎月 1 回第 2火曜日に健康相談会が開催されている。「いっ

ぷく亭」はバス停前にあり、バス待ちの時間の憩いの場を提供、また 2 階にはマッサージ

室もあり、気軽に利用できる。 

 施設の運営は、行政、社会福祉協議会、マッサージ協会と連携し、地域の高齢者ボラン

ティアがあたっている。ボランティアが必ず常駐し、「まちなか便り」を月 1 回発行し、イ

ベント等の情報提供をしている。 

 当商店街では、老朽化したアーケードを電線内蔵タイプ（電線付設アーケード）に架け

替え、車道をかさ上げし段差を解消するなど、ハード面においてもバリアーフリー等の街

の整備が「お年寄りにやさしいまちづくり」の視点で進められている。 

 商店街のある地域は高齢化がかなり進んでおり、地域のニーズにねざした商店街の活動

事業といえる。商店街やボランティア、行政など多くの参加者が協働・連携して事業を進

めている点が参考となる。 
  施設の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施 設 スペース 利用内容 

１階 ふれあいホール 約４５  ●展示会 ●実演販売  ●ショー ●朝市など

２階 多目的ホール 約４５  
●各種展示 ●健康相談、体操 

●種教養講座 など 
天神まめな館 

２階 和室６畳 ●各種教養教室 ●趣味の会など 

施  設 利用内容 

いっぷく亭 

１階 バス待ちの時間を利用した憩いの場 

２階 マッサージ室  

マッサージ室利用案内 
 

 

1.実施日 毎週月・火・木・金・土の５日間 

2.受付時間 午前１０時～午後４時３０分 

3.料金 ３０分 １，５００円（老人手帳提示者は１，３００円）
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（７） 子育て支援 

 

事業名 子育て支援施設 

地域 愛知県名古屋市中村区 

商店街等 柳原通商店街振興組合 

参考ホームページ http://www.h5.dion.ne.jp/~mamekko/ 

 

 柳原通商店街振興組合は、NPO 法人と協調体制により子育て支援施設「遊モア」を開設・

運営している。空き店舗を活用し、子育てという新しい機能を商店街がもつことにより、

新たな来街者を呼び込み、商店街のにぎわいづくりをめざした事業である。 

 施設の運営は NPO 法人「まめっこ」があたっている。「0 から 3 歳児とおとなの広場」で

あり、施設は 18 坪の広さである。運営は、保育士有資格のスタッフが常時 2、3 名で当た

り、その他ボランティアスタッフが参加する体制となっている。実施事業は、「広場事業」

と「一時保育事業」からなる。広場事業は、親子が一緒に遊べるスペースを提供すること

や交流会の開催などであり、利用者は会員登録し、利用ごとに利用料金を支払う（1 日 300

円）。一時保育事業は、6 ヶ月から 5 歳児までを対象とした保育事業であり、利用料金は 1

日 800 円から 1200 円である。 

 NPO が地域の親子の交流会を数多く実施しており、商店街と地域との交流が深まり、当初

のねらいのようにこれまで利用の少なかった若い子育て中の人が来街するようになった。

また、これを契機に商店街のおかみさん会「Ｆ．Ｆ（ふふ）の会」が立ち上がり、商店街

事業をサポートしている。また商店街内では団塊世代グループが交流や助け合いの活動を

はじめ、ＮＰＯまめっこやＦ・Ｆ会とも連携した活動が始まっている。 

 沈滞化する商店街に新たな機能をもたせ、新しい来街者を呼び込もうとＮＰＯとタッグ

を組んで成功している事例である。当初は子育て支援をしても商店街にメリットはないと

いう意見もあったが、商店街に新しい人たちが来はじめ、祭りやフリーマーケットで商店

街とＮＰＯはさまざまな連携活動を実施し、商店街と遊モアのお互いの活性化が図られて

いる。 

 

                        施設の外観 

施設内の風景 

 

 

 

 

 

 

－ 56 － 
 



 

（８） 交流・情報 

 

事業名 タウン情報誌 

地域 山口県光市 

商店街等 室積商店会 

参考ホームページ http://www.shop-hikari.or.jp/shops/group/assoc-muro/

 

 地域を元気にするために、商店会から元気を発信しようと商店街がタウン情報誌を発行

した。この商店会長の提案に、商店会は当初消極的であったが、商店会の若者を中心にタ

ウン情報編集委員会を設置し、平成 17 から年 1 回発行している。予算 5 万円 100 冊（当初

の会長の考え）の手作り情報誌である。作成は編集委員がパソコンで作業し、製本は委員

全員で手作業で行われている。 

 タイトルはその年の商店街のコンセプトを掲げている。第 1 号は、御手洗湾の「湾」と

した。これには一番元気な街になろうという「ＯＮＥ」の意味も込めている（250 冊）。タ

ウン情報誌の発行により、38 店の会員が 51 店に増えた。第 2 号は、足場を固めるため「て

くてく進もう」とういう意味から「てくてく」というタイトルとした（400 冊）。第 2 号で

は絵が得意な会員の家族が、店主の似顔絵を描き評判となった。第 3 号は、力強く前進す

る商店会のイメージと会員 55 店まで増やそうという思いを込めて「ＧＯＧＯ」というタイ

トルで、お店の紹介と商店街の地図を掲載した（500 冊）。第 4 号は、各お店が自店にしか

ないモノ・コトを紹介する「うり」とする予定である。情報誌は銀行や美容室などに置か

れている。 

 タウン情報誌は市民からも好評であるが、なにより情報誌発行により商店街の結束が高

まった。これまで商店街のイベントといえば共同売り出しなどが中心であったが、商店会

は、地域の祭りの早八幡宮山車巡行を盛り上げるため、100 発の花火を打ち上げた。これも

市民から好評であり、市民に支持される商店街づくりは着実に進んでいる。 

 商店街の情報発信や提供はホームページが中心となっているが、お年寄りなども利用し

やすい情報誌の発行は市民からも歓迎されている。また、商店会全体で、商店街のコンセ

プトであるタイトルを含めて情報誌をつくっていくことで、商店街に求められていること

や商店街がすべきことが明確になっているのではないだろうか。できる範囲で手作りでと

いう点も参考となる。 

      編集会議風景        タウン情報誌第 3 号 
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（９） 街並み整備 

 

事業名 歩行者空間の形成（街路整備） 

地域 岐阜県岐阜市 

商店街等 玉宮通り商店街 

参考ホームページ http://www.city.gifu.lg.jp/ 

 

 玉宮通り商店街は、ショッピングモールづくりをめざして、店舗のセットバックにより

歩行者空間を確保して、商店街の街並み整備に取り組んでいる。 

 事業の発端は、商店街に危機感をもった商店街有志が「玉宮通り協議会」を設立したこ

とによる（平成 2 年）。協議会には地権者やテナントなど 100 人が参加、平成 4 年に「玉宮

通りまちづくり協定」を策定した。その中で、建物・店舗に関してのルールづくりが行わ

れ、「建物と道路の間には1.5ｍの空地を設ける」とされた。商店街の道路は幅員6mであり、

このルールにより道路は幅員 9m の通りとなる。一般的な店舗セットバックとは異なり、玉

宮通り商店街の場合は、建物建て替えの時であり、またセットバックした 1.5m は「道路」

ではなく、あくまで「店頭」であって、お店が利用してもかまわない。平成 6 年に第 1 号

の整備が行われ、これまでに 14 箇所のオープンスペースが形成されている。 

 また、建物建て替えには事前審査を自前で行い（まちづくり委員会）、まちづくり協定の

運用を確実にしている。行政もこれに連携し、この事前審査を建築確認申請の条件として

いる。同時に行政は、セットバック部分の整備費に関してその一部を補助することで商店

街と協働で街並みの整備を進めている。 

 岐阜市の中心市街地は通行者や店舗も減少し厳しい状況にある。その中で一つの通りに

すぎない玉宮通りであるが、通行者も増え、また新しい若者を対象としたファッションの

店舗や居酒屋などが増加している。また、通りや新たな歩行者空間を活用したオープンカ

フェやワゴンセールなどの社会実験も行われ、着実に事業の成果があがっている。 

 協議会の設立、協定の締結、店頭敷地を歩行者空間とすること、事業の継続性（徐々に

街を変えていく）、行政との連携など、見習うべき点が多い。 

                        まちづくり協定 

   （整備前）       （整備後） 
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（１０） 住民サービス 

 

事業名 街かどトイレ 

地域 宮城県仙台市 

商店街等 長町一丁目商店街振興組合 

参考ホームページ http://www.nagamachi1.com/ 

 

 長町一丁目商店街では、「みんなにやさしい街づくり」に取り組み、買物客に商店や病院

などのトイレを開放し、好評となっている。商店街では、高齢者からトイレがなくて不便

といった意見を聞き、商店街のコンセプトにあった当事業を始めた。 

 当事業に参加している商店などの店頭や入口付近に「街かどトイレ」のステッカーを張

り出し、来街者が気軽に利用できる工夫をしている。また、「街かどトイレ」のマップを作

成し、利用者の利便性を図っている。 

 さらに長町一丁目商店街ではタウンモビリティ事業にも取り組み、高齢者や障害者に電

動スクーターや車いすを無料で貸し出している。散歩、買物、通院など自由に使うことが

できる。希望すればボランティアも同行してもらえる。これは商店街で活動する障害者支

援団体の「地域生活オウエン団せんだい」が運営している。 

 高齢者はトイレが心配で気軽に出かけられないという話をよく聞く。高齢者の利用を図

ろうとする商店街は、このお客様の基本的なニーズに対応する必要がある。お店のトイレ

をお客様に利用してもらうことは確かに抵抗感もある。しかし、近年はコンビニエンスス

トアなどがトイレを開放し、街の中で役割を高めている。商店街全体でこのような住民サ

ービス・顧客サービスを行うことは時代の要請といえる。 

 
案内板 

 

 街かどトイレの紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

街かどトイレマップ 
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【その他の参考事例】 

 

大分類 中分類 事業名 地域 商店街

祭り・ 地域の祭り 地元の秋祭りに参加 香川県高松市 高松丸亀町商店街

ｲﾍ゙ ﾝﾄ 新しい祭り YOSAKOIさせぼ祭 長崎県佐世保市 させぼ四ヶ町商店街協同組合

環境・ マイバッグ ｵﾘｼ ﾅ゙ﾙﾏｲﾊ ｯ゙ｸﾞ 神奈川県平塚市 平塚市商店街連合会

ﾘｻｲｸﾙ 清掃・ゴミ回収 ﾘｻｲｸﾙｽﾃ ｼーｮﾝ 名古屋市中村区 新大門商店街振興組合

生ごみたい肥化 ｷｯﾁﾝﾘｻｲｸﾙｼｽﾃﾑ 神奈川県厚木市 厚木なかちょう大通り商店街振興
組合防犯・ 防犯パトロール 防犯パトロール 三重県四日市市 四日市市諏訪西商店街振興組合

防災 民間交番 ﾋﾟー ｽﾒ ｶー ｽー ﾎ゙ﾞｯｸｽ 東京都世田谷区 明大前商店街振興組合

防災訓練 観光客等の避難誘導訓練 仙台市青葉区 ｸﾘｽﾛ ﾄーﾞ商店街振興組合

防犯カメラ 通行量ｶｳﾝﾄ型防犯ｶﾒﾗ 東京都台東区 上野中通商店街振興組合

文化・ 文化活動 天満天神繁昌亭 大阪市北区 天神橋三丁目商店街振興組合

歴史・ 歴史資源活用 蔵の活用等 北海道江差町 江差町歴まち商店街協同組合

教育 インターンシッ
プ

ﾁｬﾚﾝｼ ｼ゙ｮｯﾌ゚ 吉商本舗 静岡県富士宮市 吉原商店街振興組合

高齢者支援 よりあいクラブ旭 兵庫県相生市 本町商店街振興組合

子育て支援 子育てｽﾍﾟｰｽ「すきっ
ぷ

徳島県徳島市 籠屋町商店街

買物支援 出張商店街　楽楽屋 埼玉県秩父市 みやのかわ商店街振興組合

交流・ 街の駅 ｸﾚｱﾎー ﾙ・ふせ 大阪府東大阪市 布施商店街事業協同組合

情報 地域交流施設 街なかﾎ ﾗ゙ﾝﾃｨｱ･ﾋ゚ ｽー 川崎市中原区 ﾓﾄｽﾐ･ｵｽ゙ 通り商店街振興組合

広場 ほっとなる広場 山形県山形市 七日町商店街振興組合

情報発信 ささはたドッとこむ 東京都渋谷区 地区の商店街連合会

景観・ ファサード整備 夢京橋ｷｬｯｽﾙﾛ ﾄーﾞ 滋賀県彦根市 夢京橋商店街振興組合

街並 景観形成 景観整備 愛知県豊田市 桜町本通り商店街振興組合

街路整備 街路整備事業 青森県弘前市 （上・中・下）土手町商店街

街並み整備 ｾｯﾄﾊ゙ ｯｸと街並み形成 岐阜県岐阜市 玉宮通り商店街

コンシェルジュ ﾌ ﾛ゚ﾍ゚ ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ 埼玉県所沢市 所沢プロペ商店街

商店街トイレ ４つのどうぞ運動 福島県会津若松市 七日町通りまちなみ協議会

若者就業支援 「育て上げ」ﾈｯﾄ 東京都立川市 高松町商店街振興組合

葬祭サービス ＮＰＯふるさと 長野県信州新町 信州新町商店街

駐車・駐輪 駐輪帯 岩手県盛岡市 盛岡大通商店街協同組合

バリアフリー 心のﾊ ﾘ゙ｱﾌﾘー 推進事業 愛知県武豊町 みゆき通り発展会

全国商店街振興組合連合会

都道府県商店街振興組合連合会

中小企業庁

福祉

その他

ＡＥＤ設置 ＡＥＤ設置支援事業 全国
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２．人材育成・発掘に関する事業 
 

 これまでの商店街の人材に関する事業は、店舗経営者・商人の育成や後継者の育成が中

心であった。それに対して近年は、商店街のリーダー育成や多様な団体・関係者との連携・

交流による商店街活動への新しい人の参加促進などが増えている。 

 商店街のリーダーについては、活発なイベントや事業の実施のなかからリーダーは育つ

ものだという意見もあるが、近年の商店街の厳しい状況の中から明確に商店街をマネジメ

ント・経営できる人を育てようという活動が始まっている。これは商店街の危機感のあら

われと思われ、今後の展開が注目される。 

 また、まちづくりにかかわる多様な団体と連携しようとするこころみは行政のバックア

ップを受け全国で行われている。商店街を場としたそのような団体・ＮＰＯなどの活動は、

先の公共的サービス提供の一つの手段としてその役割が期待される。 

 新たな人材を商店街に参加してもらうことも重要である。とくに団塊世代といわれる人

たちが企業をリタイアして地域に戻りつつある今日、こういう人たちに商店街にもどって

きてもらい、あるいは商店街を支援してもらうことが重要である。たとえば、国の進める

中心市街地活性化事業では、そのような人の中から中心市街地のリーダーが誕生した例も

みられる。いつも同じメンバーのマンネリ化を打破し、刺激をえることもできる。行政も

人材マッチングや専門家派遣などの制度を用意しており、気軽にかつ積極的に利用したい。 

 人材に関する事業はいくつかの視点で整理ができ、下のような整理をしつつ参考となる

事例と制度を選定・紹介した。 

 

 

   事業の整理 

 
 対象者 
   商店街リーダー／商店経営者／後継者／新規開業者 
 事業内容 
   育成／マッチング（発掘） 
 連携 
   中間支援機関 

商店街サポートチーム結成／ＮＰＯ／大学 
 キャリア教育・インターンシップ 
   小中高校生／大学 
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（１） 商店街リーダー育成 

 

事業名 商店街経営学校 

地域 東京都世田谷区 

商店街等 世田谷区商店街連合会、世田谷区産業振興公社 

参考ホームページ http://www.setagaya-icl.or.jp/ 

 東京都の世田谷区では、商店街のリーダーや次期リーダーを対象に、商店街の経営につ

いて学ぶ学校を開設した。この学校は従来の商業者の育成ではなく、商店街のリーダー育

成を目的としたものである。商店街が、地域生活の中で一定の役割をになうため、商店街

組織の運営や経理・法務、安全安心のまちづくり、町内会などとのかかわりなど学ぶもの

であるとされている。６月下旬に開校し、2 月までの 8 か月間に講義、ワークショップ、視

察など 8 回の開催が予定されている。 

 開校式では、全国でも知名度のある活動をしている商店街のリーダー3 名が、それぞれ自

商店街の活動・事業、その考え方、熱意などを紹介し、プレゼンテーションを通してリー

ダーシップのあり方を示された。また、本学校の校長（松島茂東京理科大学専門職大学院

教授）は、「知識を得る場としてではなく、今後の行動を起こすためのきっかけにしてほし

い」と本校の役割を述べている。 

 商店経営者を対象とした学校や講座は多いが、商店街リーダーを対象とした商店街経営

のための学校はこれまであまりみられなかった。商店街の経営という視点が重要となって

きたとともに、商店街のリーダー育成が課題となっているといえる。本事業の成果が期待

される。 

開校式風景  

                                      

 

 日程 テーマ 

１ ８/５（火） 地域社会と商店街 

２ ９/３（水） 同上 

３ １０/１（水） 販促・経営 

１０/２２(水)～２４

プログラム 
 

 

 

 

ト  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パンフレッ
 ４ (金) 
現場視察 

５ １１/１０（月） 商店街組織運営 

６ １１／１９（水） 
商店街に必要なまちづく
り 
商店街関連施策について

７ １/８（木） 経理・法務事務 

８ ２月中旬 （４回） 同上 

９ ３月上旬 現場視察 
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（２） 商店経営者・後継者育成 

 

事業名 博多商人塾 

地域 福岡県福岡市 

商店街等 福岡地区の商店街、商工会議所、福岡市 

参考ホームページ http://www.shouninjuku.gr.jp/ 

 

 福岡市内の商店街連合会など 6 つの団体が、人材育成と受講生間の交流を目的に「博多

商人塾」を開催している。博多商人塾は、行政の支援もあり本格的な内容で、平成 2 年に

開始し、これまで延べ 770 名以上の受講生に利用されている。 

 主要事業は、商売のプロやコンサルタントが、販売、財務、労務などの経営に関する講

義したり、先進地やモデルの視察研修などを実施する講座で、毎年カリキュラムを更新し

ている（定員制、受講料あり）。平成 20 年度講義は「客」をキーワードに、全過程を 3 期

に分け、「客の求める商品」、「集客方法」、「客の商品購入へのアプローチ」という切り口で

行われている。各期 3 回の講義があり、7 月から 9 月の 3 か月の毎週木曜日の夜開催され、

長期だがかなりハードな内容となっている。その他、受講生を対象に、塾講師による個別

アドバイス、短期間の集中的講座も随時開催している。 

 講義とは別に、「出張商人塾＠商店街」が新しく始められた。商店街を盛り上げようとい

う趣旨で、無料でかつ商店街まで出かけてセミナーを行うもので、セミナー終了後は無料

で店舗アドバイスまで行っている。開催日時や講義内容も商店街の希望に合わせて対応可

能となっており、商店街にとってはこころ強い事業である。 

 商人塾では年 2 回広報誌「博多商人塾」を発行し、受講生等を募集している。 

また、ＯＢが博多商人塾生会をつくり、情報交換、親睦、研修などの会合を開いたり、

商人塾への協力も行っている。受講生の数から規模の大きな人的交流ネットワークが形成

されている。 

 商人塾や後継者育成研修は全国で行われているが、地道で成果のみえづらい事業ではあ

るが、商人を育てるという点では重要な事業である。ためになる講座づくりがポイントで

あるが、長くつづけていく仕組みづくりも同様に重要である。 

 パンフレット 出張商人塾パンレット 
出張商人塾風景 

 

 

 

 

 

 

 

講義風景 
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（３） チャレンジショップ 

 

事業名 チャレンジショップ 

地域 佐賀県佐賀市 

商店街等 唐人町商店街振興組合 

参考ホームページ http://www2.saganet.ne.jp/toj/ 

 

 空き店舗対策や新規開業者育成としてチャレンジショップは全国で行われている。唐人

町商店街では、平成 12 年から空き店舗対策として取り組んできたチャレンジショップ事業

を、それまでの課題をふまえて平成 16 年により効果のあるものに再編をし、着実な成果を

あげている。 

 まずメインストリートに店舗を設けることとし、空きビルをチャレンジショップとして

活用した（「ＣＡＳＴ」）。同時に元気な商店主、コンサルタント、チャレンジショップ卒業

生により「唐人町チャレンジショップ運営部会」を設置し、実践的な店舗経営についてア

ドバイスするサポート体制をとっている。月 1 回売上を報告し、サポートメンバーからさ

まざまな助言をもらう。さらに独立開業に必要な実務と知識を学ぶ研修制度も充実させ（あ

きんど入門講座）、新たに「修行制度」を創設した。修行制度は、出店者を市内の繁盛店に

派遣し商売の心構えやノウハウを学んでもらう現場研修である。さらに独立直前には、モ

デルとなるような店舗を視察し、事業計画を作成する研修を実施している（独立モデル店

舗視察）。 

 また平成 16 年以前は賃料をかなり安く設定していたため、独立開業後の負担とのギャッ

プが大きくなかなか経営が安定化しなかったため、平成 16 年からはチャレンジショップの

賃料を相場並みとすることで、採算面に関しては最初から実践的なレベルからの店舗運営

をめざすこととしている。 

 チャレンジショップは助成金による補助などに主眼がおかれやすいが、唐人町商店街で

は、商店街でしっかりとしたサポート体制を構築し、実践的なサポートプログラムを作成

しているなど、ソフト面を中心に新規開業者を支援している点が参考となる。 

 

チャレンジショップ・ＣＡＳＴ 

                第 5 期生の店舗 
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（４） 中間支援機関（ＮＰＯ） 

 

事業名 大垣まちづくり市民活動支援会議 

地域 岐阜県大垣市 

商店街等 大垣市中心市街地 

参考ホームページ http://www.ogaki-smile.com/ 

 

 まちや商店街の中での多様な活動を促進するには、人や団体を結びつけ、それぞれの活

動を支援する中間支援機関（インターメディアリー）が求められる。大垣市では、ＮＰＯ

法人の「大垣まちづくり市民活動支援会議（愛称・大垣すまいるセンター）」が「まちづく

りプラザ」を拠点に、中間支援機関として、多様な市民活動の媒介役を担っている。 

 当ＮＰＯは、大垣市が設置した市民活動支援に関する研究会が発展したもので、市民を

中心に組織されている。他方大垣市のバックアップもあり、「まちづくりプラザ」は市が開

設し、ＮＰＯが運営にあたっている（公設民営）。会は個人会員と団体会員よりなるが、団

体の正会員は現在 33 団体であり、これらの団体が大垣の街を舞台としてさまざま活動を当

ＮＰＯと連携して行っている。 

 当ＮＰＯの実施する事業は、市民活動交流事業、市民活動研修事業、市民活動ネットワ

ーク事業、インターンシップ事業、市民支援事業、書籍・雑誌の出版事業などである。と

くに市内や地域で活動する団体の連携を図ったり、地域ニーズと活動団体を結びつける中

間支援機関としての役割が期待されている。 

 中間支援機関の役割を担う団体や組織は、行政の支援を背景に全国で設立されつつあり、

その数も増えている。ＮＰＯやボランティア活動を「媒介」する役割を有するものであり、

商店街はこのような機関と連携し、多様な活動を商店街に呼び込む、あるいは商店街を舞

台として市民活動を積極的に行っていくことが、商店街の活性化には大い役立つものと思

われる。 

                      ホームページ 

 

  まちづくりプラザ 
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（５） 中間支援機関（専門家） 

 

事業名 まちづくりボランティア人材バンク 

地域 広島県広島市 

商店街等 広島市中心市街地 

参考ホームページ http://www.hitomachi.city.hiroshima.jp/m-plaza/ 

 

 広島市まちづくり市民交流プラザでは、まちづくりについて技術やノウハウを有する「達

人たち」を登録し、市民の問い合わせに紹介、コーディネートする「まちづくりボランテ

ィア人材バンク」を運営している。 

 「達人」は自分の技術、専門知識、資格等を明記して登録する。登録者は、プラザや公

民館にリストがあり、ひろしま市民活動支援総合情報システムでも情報提供される。現在

「市民生活・社会福祉」など 11 の分野で 431 人が登録している。 

依頼者は、「してほしいこと」や登録者情報をみてプラザに「紹介申込書」を提出し、プ

ラザが登録者に連絡をとり、依頼者と登録者の仲介を行う。「ボランティア」の紹介であり、

謝礼金は不要であるが、交通費、資料代・材料費などの実費は必要となる。また、個人の

依頼ではなく、団体やグループによる依頼が基本となっている。 

 プラザでは、月 1 回の「発表会」を開催し、人材の紹介を行っている。また総会で選出

されたメンバーにより「ワーキンググループ」が構成され、「瓦版」を発行したり、「発表

会」を企画し、「人材バンク」の活性化を支えている。 

 何かを必要とする人と何かをしたい人を結びつけることが必要である。まちづくりや商

店街支援についても、このような仕組みにより地域の人材を活用していくことができるの

ではないだろうか。 

 

 
人材バンクの紹介（ＨＰ） 

 

                   プラザがコーディネートするしくみ 
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（６） 商店街サポートセンター 

 

事業名 旭川商店街サポートセンター 

地域 北海道旭川市 

商店街等 旭川市商店街振興組合連合会 

参考ホームページ http://www7.ocn.ne.jp/~sisinren/ 

 旭川商店街振興組合連合会は、平成 13 年に商店街自身が構成員となり自らの活性化につ

いて考え、連携を図りながら事業を展開する「旭川商店街サポートセンター」を設立した。

構成は、商店街振興組合、任意商店街、商工会議所、商工会である。 

 サポートセンターは、各商店街が取り組む各種事業を総合的に支援し、着実な成果を上

げている。実施事業は、販売促進等共同事業、人材育成事業、空き店舗活用事業、調査研

究・計画策定事業、顧客交流事業などであり、たとえば平成 18 年度は 14 の商店街で 18 の

事業が実施されている。各商店街はサポートセンターの支援を受けるとともに、商店街が

サポートセンターの事業に協力するなどといった連携もみられる。 

 会員数 26 名からなる豊岡商店街振興組合は平成 13 年以降旭川商店街サポートセンター

の支援を受け、平成 18 年には「商店街リボーン（再誕）計画策定事業」を実施し、平成 19

年からはその計画の実現化事業についてもセンターの支援をえて実施している。 

 商店街自らが組織を形成し、協力し合って各商店街の活動を支援する仕組みである。個々

の商店街が有しているノウハウなどを共有化することで、効率的に事業の支援が可能とな

り、着実な成果をあげている。センターの事業報告には、「事業効果」とともに「課題と対

策」も明確にされており、次のステップを想定した事業実施が行われている。 

旭川サポートセンターのしくみ 

 

 

 

 

 

 

 

報告書 
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（７） まちづくり応援団 

 

事業名 小田原まちづくり応援団 

地域 神奈川県小田原市 

商店街等 中心市街地 

参考ホームページ http://www.machien.net/ 

 

 小田原市では、まちの個性を磨き、その魅力を発信し、他地域との交流を通してまちの

活力をとりもどそうと活動しているＮＰＯがある。「小田原まちづくり応援団」がそれで、

この団体は、小田原市政策総合研究所から立ちあがったもので、平成 15 年に NPO 法人とな

った専門家スタッフからなる団体である。 

 応援団は、平成 14 年に策定した「おだわら千年蔵構想」にもとづき活動している。これ

は、小田原には千年間に蓄積された資産が「蔵」の中にある宝物のように残されている。

その資産を掘り起こし、時代にマッチングさせて都市の再生をはかろうという計画である。

具体的には、メインストリートのプログラムづくり、商店街のサポート事業、まちあるき、

まちえんカフェ、まちづくりコンペ、まちえん通信、まちあるき検定、大学コミッション、

ブランド開発など多様な活動をし、また団友募集とともに実施したい「プロジェクト」を

募集している。団体の設立趣旨の基本方針には、「多様な主体によりまちづくり活動のつな

ぎ手」となることとあるように、活動はさまざまな人のまちづくり活動を触発したり後押

しするものでもある。 

 本団体の活動により、ノウハウの蓄積がうまれ、また街中での活動から商店街に新しい

動きが形成されつつある。また全国のまちづくり団体とネットワークが形成されている。 

 

小田原まちづくり応援団のホームページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

             まち歩き調査の 

             ←風景 

                新聞記事→ 
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（８） シニアボランティアの商店街支援 

 

事業名 シニアネット相模原の商店街支援 

地域 神奈川県相模原市 

商店街等 西門商店街協同組合 

参考ホームページ http://www.snsagami.org/syoutengai/nishimon/ 

 

 ＩＴを中心に活動しているシニアのＮＰＯが、商店街の中に拠点を形成し、商店街活性

化の支援を行っている。西門商店街協同組合では、商店街の中にあった「西門プラザ」を

有効活用するため、ＮＰＯシニアネット相模原に相談し、ＮＰＯが活用方法を提案、共同

で商店街活性化の事業が行われている。 

 シニアネット相模原は、西門プラザの貸室の管理・運営を請け負い、ここを拠点に商店

街支援や地域住民とのコミュニケーション促進の事業を進めている。得意の分野を生かし、

まずは商店街のホームページの制作・更新を行い（受託事業）、パソコンの指導や講習会を

開催した。今後の方針としては、他のコミュニティビジネス活動団体、地域住民、商店と

協力や連携を図り、地域活性化の事業を進めていく予定である。具体的には、子どもの見

守り活動、子育て世帯への支援活動、高齢者世帯への支援活動、食の安全・安心を伝える

活動、会員の得意なことが発揮される活動、商店街のイベン支援など計画している。 

 ＮＰＯは活動拠点を形成でき、より活発な活動展開が行われている。商店街は、さまざ

まな分野に秀でた人に商店街活動の支援をえることができ、また拠点形成により多様な人

が商店街に来はじめ、地域との交流も活発になってきている。シニアを中心としたＮＰＯ

やボランティア団体は全国にあり、これらと商店街の連携は。双方にメリットがあるとい

える。 

 

  

 

ザ  
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（９） キャリア教育・インターンシップ 

 

事業名 子どもインターンシップ 

地域 神奈川県横須賀市 

商店街等 久里浜商店会協同組合 

参考ホームページ － 

 

 久里浜商店会は 10 年をこえる「子どもインターンシップ」事業の実績を有している。は

じめは学校サイドの教育の一環と始まったものだが、商店会もノウハウを蓄積し、この事

業を商店街の活性化に活かしている。同商店会では、周辺 3 つの小学校と 3 つの中学校の

計 6 つの学校の生徒を毎年受け入れ、各校 1 回年間 6 回の事業実施をしている。かなり頻

繁な実施であるが、商店会は「イベント」のようなものととらえ、それほど負担とはなっ

ていない。 

 準備は、アンケートで各商店に受け入れの可否と日時を確認する。そのリストを学校に

送り、希望する生徒とマッチングを行う。これまでに事故などの問題は発生していない。

学校側が損害保険などに加入し、万が一に備えていてくれる。お店での仕事は売場に立っ

たり清掃をしたり、あるいは商品を陳列したい接客したりとさまざまである。教育面の効

果は確実にあり、学校からも喜ばれている。 

 他方、この事業による商店街にとっての効果も確実にみられる。ひとつは子どもが店頭

に立つことにより、お店や商店街の雰囲気が明るくなることである。さらに、父兄が商店

街を訪れてくれ、「イベント」としての効果が高い。そして何より、「商店街が地域を大切

にしている」という商店街のイメージアップにつながっている。 

－ 

 商店会では今後ともこの事業を続けていき、子どもたちに商店街のイベントを手伝って

もらうことを考えている。地域で子どもを育てようという考え方があるが、商店街はその

受け皿としてもっとも適格といえる。この事業により、子どもが商店街で育ち、将来商店

街を利用したり商店街で働くことが期待できる。何より子どもが親を商店街に連れて来て

くれる！ 
久里浜地区商店街のホームページ

 
子どもの販売風景 
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横須賀市ではインターンシップ制度で学生

が商店街のホームページを作成している 
 

 



 

３．人材にかかわる制度 
 

（１） 人材マッチングの制度 

 

事業名 新現役チャレンジ支援事業 

事業主体  中小企業庁、中小企業基盤整備機構 

ホームページ http://www.smrj.go.jp/venture/shingeneki/ 

事業内容 

大企業等の退職者及び近く退職を控えるシニア人材（新現

役）と中小企業をマッチングし、新現役の有する技術・ノ

ウハウを中小企業の経営などで生かそうとするもの。 

地域事務局を設定し、新現役人材の登録を行い、全国の中

小企業の照会に対してナビゲーターがマッチングを行う。 

 

（２） 全国のＮＰＯの法人情報検索の制度 

 

事業名 ＮＰＯポータルサイト（内閣府ＮＰＯホームページ） 

事業主体  内閣府 

ホームページ http://www.npo-homepage.go.jp/portalsite.html 

事業内容 

全国のＮＰＯを、地域別や活動分野別に検索することがで

きる。 

商店街の活性化には多様な団体と連携を図ることが重要で

あり、ＮＰＯ・ボランティアのマンパワーを活用したい。 

このほか、都道府県にその地域の登録ＮＰＯの情報があり、

市町村にＮＰＯサポートセンターがある。中間支援の NPO

としては、NPO サポートセンター、NPO 事業サポートセンタ

ー、日本 NPO センターなどがある。 
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（３） 事業承継・後継者支援の制度 

 

事業名 事業承継支援センター 

事業主体  中小企業庁、全国の事業承継支援センター 

ホームページ http://www.smrj.go.jp/keiei/jigyoshokei/ 

事業内容 

継者を探したい企業などに対して 

事業承継について専門家が総合的 

に相談に応じ、また開発業のデータ 

ベースを構築し（予定）、マッチング 

を行っている。 

 

 

事業名 後継者人材マッチング促進事業 

事業主体  中小企業庁、商工会、商工会議所 

ホームページ http://kokei.shokokai.or.jp/ 

事業内容 

後継者（起業家）を志す人と 

後継者を探している事業者の 

マッチングを行う事業。イン 

ターネット上で双方が匿名で 

自由にコミュニケーションを 

し、可能性がある場合直接、 

あるいはコーディネーターを 

介して交渉を行うことができ 

る。 
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（４） アドバイザー派遣の制度 

 

事業名 商業活性化アドバイザー派遣事業 

事業主体  中小企業庁、中小企業基盤整備機構 

ホームページ http://www.smrj.go.jp/keiei/kodoka/advice/ 

事業内容 

専門家が、商店街がかかえる多様な課題に対応する。空き

店舗対策、イベント事業、販売促進、ポイントカード事業、

商店街組合事務局の強化など。 

 問い合わせ先は、都道府県商店街振興組合連合会、都道

府県中小企業団体中央会、商工会、商工会議所、全国共同

店舗連盟 

 

 

事業名 商店街パワーアップ作戦（東京都の場合） 

事業主体  東京都、東京都中小企業振興公社 

ホームページ http://www.tokyo-kosha.or.jp/ 

事業内容 

商店街・商店の経営改善のため、希望に応じて実務に明る

い専門チーム（複数の専門家）が実地でアドバイスする。

商店街サイドの費用はかからない。 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

－ 
 

専門家のアドバイス風景
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事業名 成功商店街普及支援事業 

事業主体  全国商店街振興組合連合会 

ホームページ http://www.syoutengai.or.jp/ 

事業内容 

活性化の取組みに成功した商店街のリーダー等（サクセス

マネージャー）を招へいした研修、または成功商店街に出

向いて実地研修を行う。 

 

成功商店街サクセスマネージャー派遣事業 

サクセスマネージャーを派遣して、課題解決の糸口を得る

ことを目的とする研修会等を実施する。 

 

成功商店街実地研修事業 

商店街関係者をサクセスマネージャーの関係する商店街に

派遣し、実践的体感を得る実地研修を実施し、具体的な課

題解決策を支援する。 
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商店街の人材発掘等の実態に関する調査研究報告書 
－ 公共サービスの担い手としての商店街 － 
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