
学 ぶ （2）地域商店街活性化の必要性 

地域商店街の活性化とは？ 

地域コミュニティの核として（高齢者支援、子育て支援、交流機能） 
　多くの地域では、高齢者や子育て中の方等から生活利便の向上が求められています。無料休憩所の設置運営や防犯パトロー

ル、清掃活動やリサイクル活動等の地域住民の需要に応じた活動を通じ、「地域生活の場」としての商店街を活性化する必要

があります。 

地域経済の中心核として（商業機能） 
　地域住民から最も身近な場所で、様々な商品やサービスを販売・提供し、地域住民の衣食住を支える「商いの場」としての商

店街を活性化する必要があります。 
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需要に柔軟に応じたサービス 

食料品店 
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『商いの場としての機能』 

地域住民の需要（期待）に応える活動をすることに

よって、「商いの場」、「地域生活の場」としてにぎ

わい（波及効果）が創出されること！ 

「商いの場」と「地域生活の場」が一体となった地域商店街の創出 
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高齢者向け 
総菜の提供 
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配達サービス 

など 

『地域生活の場としての機能』 

・魅力的な店舗づくり 

・新しいサービスの実施 

・オリジナル商品の開発 

・商店街を担う人材育成 

・イベント、お祭りの企画 

・交流センター設置 

・地域住民による商店街の利活用 

・地域の案内マップの配布 

音楽・ダンス 
パフォーマンス 

学 ぶ （1）地域商店街の現状 

地域商店街の現状は？ 

景気の低迷や構造的課題 
　日本経済全体は、政府の経済対策の効果もあり持ち直してきているものの、足踏み状態で自立的な回復には至っておりませ

ん。商店街を取り巻く環境は、人口減少・少子高齢化等の社会構造の劇的な変化を背景に後継者不足など様々な課題を抱え

ています。北海道商店街実態調査によると、商店街の経営環境がどのように変化したかという問いに対し、７割を超える商店街

が来街者や商店街の店舗が減少したと回答し、８割近くの商店街が来街者や経営者の高齢化が進み、売上が減少していると

回答しています。 

空き店舗の増加、地域のつながりの希薄 
　商店街では空き店舗が増加し、少ない店舗数の限られた業種のみの経営となってしまうことで「商いの場」としての利用が少

なくなっています。また、商店主の高齢化が進み組合員数が減少すること等により地域住民と一体となったお祭りやイベントを行

うことが難しくなり、「地域生活の場」としての本来のコミュニティ機能が低下しつつあります。 

活性化に取組む商店街 

表）経営環境 （平成18年：n=131、平成20年：n=134） 

　そのような中、地域住民からは、高齢者・子育て世代への支援、防犯・防災対策、地域文化の保存・継承、環境・リサイクル活

動等の地域コミュニティ機能を商店街が担うことへの期待が高まりつつあります。一部の意欲ある商店街は、こうした地域住民

からの期待を的確にとらえ、地域に役立つ取組を行った結果、商店街への来街者が増加するなど商店街の活性化に成果を上

げています。 
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参照：北海道「北海道商店街実態調査」 

依然として厳しい環境だが、全国には個性豊かな取組に

より活気あるまちづくりに貢献している商店街もある！ 
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学 ぶ （4）商店街活性化事業の取組課題と、解決のポイント 

取組の課題 

　あなたの地域で抱えている課題はどのようなものですか？以下の課題解決のポイントをご覧いただき、できる

ことから実行に移りましょう。課題解決に関するお問い合わせは、各支援機関へ直接ご相談下さい（P22̃23参照→）。 

課題解決のポイント 

専門家の派遣を依頼！（無料） 
　（株）全国商店街支援センターの支援パートナー

派遣制度や、商業活性化アドバイザー派遣制度を活

用し、専門家によるアドバイスを受けましょう。 

次世代リーダーの育成、外部人材の活用！ 
　（株）全国商店街支援センターの商店街活動研修事業

を活用し、商店街リーダーの育成を目的とした研修を行い

ましょう。また、現地マネージャー育成事業を活用し、事

務局員を兼務できる人材を育成しましょう。 

アンケートを実施！ 
　商店街の利用状況、商店街に対する印象、商店街

に求める機能等を把握するための設問を盛り込んだ

アンケート、グループインタビュー、住民からのヒ

アリング等を実施しましょう。 

商品構成・サービスの見直し！ 
　アンケート等によって把握した顧客の期待に応えるよ

うな商品構成やサービスに改善するほか、メッセージボード・

POPやチラシ等の販売促進の強化により繁盛した商店

街があります。全国商店街支援センターの個店経営研

修事業もご活用ください。 

メリットを感じさせる！ 
　組合員の個店でのみ使用できる割引券付きガイドマップ

の発行や、組合員により運営される商店街ＨＰへの無料掲

載などに取組み、共同で行うことによるスケール効果を把

握しましょう。 

Ｐ22参照→ 

Ｐ23参照→ 

Ｐ23参照→ 

Ｐ22参照→ 

アンケートの作成例は 
P20をご覧ください→ 

Ｐ23参照→ 

専門知識がなく、計画がつくれない 
　活性化に取り組みたいが、まず何から始め

ればよいかわかりません。地域で集まっても

なかなか良いアイデアが浮かばないし、全国

の参考事例を学ぶ機会もありません。 

商店街活動の担い手がいない 
　中心市街地の衰退により商店の経営が悪

化し、組合員数が減少しています。 

　これにより、商店街活動の担い手がいなく

なってしまい、商店街での活性化に向けた

活動が滞っています。 

地域住民の期待をどうやって把握したらよ
いかわからない 

　地域住民にとって商店街とはどういう存

在なのか、何を求めているのか等、これら地

域住民の期待や需要を把握するためにはど

うすればよいのでしょうか。 

魅力のある店舗が少ない 
　商店街の中に人が集まるような人気店が

少なくなっています。このままでは商店街

全体のにぎわいが失われ、個店の経営も苦

しい状況に陥ってしまいます。 

組合への加入率が低い 
　個店の営業不振から組合の会費・割賦金の

負担が重く、加入率が低下しています。 

？ 

？ 

？ 

？ 

？ 

学 ぶ （3）地域商店街活性化法の概要・認定手順 

地域商店街活性化法の概要 

目的 
　商店街への来訪者の増加を通じた中小小売・サービス業者の事業機会の増大を図るために商店街振興組合等が行う地域

住民の需要に応じた事業活動について、経済産業大臣による計画の認定、当該認定を受けた計画に基づく事業に対する特別

の措置等について定めることにより、商店街の活性化を図ることを目的とします。 

認定手順 

　商店街振興組合、事業協同組合等は商店街活性化事業計画を策定し、各ブロックの経済産業局に提出します。経済産業

局長は、都道府県及び市町村に意見を聴いた上で商店街活性化事業に関する計画を認定します。（下図参照。） 

　★北海道内の商店街振興組合等は、北海道経済産業局までご提出願います★ 

　北海道経済産業局産業部商業振興室（札幌市北区北８条西２丁目札幌第１合同庁舎５階） 

　TEL：011-738-3236　FAX：011-709-2566　E-mail：hokkaido-shogyo@meti.go.jp 
 

　事業計画策定の際は、各自治体で商店街地区の再開発事業や活性化のための取組を実施している場合があり、商店街活

性化事業との調整を要する可能性もあるため、事業計画作成段階で地元の自治体にもご相談願います。 

商店街が「地域コミュニティの担い手」として行う地域住民の生活の利便を高める試みを支援することにより、地域と一

体となったコミュニティづくりを促進し、商店街を活性化。また、商店街を担う人材対策を強化。 

1.法の趣旨 

2.支援策の内容 

3.認定の流れ 

○ソフト事業も含めた商店街活動への支援を強化 
　（取組事例） 
　地域への貢献：高齢者・子育て支援、宅配サービス 
　地域の魅力発信：地域イベント、商店街ブランド開発 

《資金・税制支援を抜本的に拡充》 
★補助金：２２年度予算　31.8億円　補助率最大2/3 
★税制措置：土地等譲渡所得の1,500万円特別控除 
　商店街内の遊休土地の譲渡を促進（空き店舗対策） 
★融資関連：市町村による高度化融資の新設、小規模企業
　設備導入無利子貸付（貸付割合1/2→ 2/3） 

《人づくり・・・「やる気」を喚起し、ノウハウを提供》 
★「（株）全国商店街支援センター」の取組を支援 
　人材研修、起業支援、支援人材の派遣、商店街活性化手法・
　ノウハウの提供・普及 
 

○地域のニーズに沿った空き店舗利用を支援 

○商店街の意欲ある人材を育成・確保 

○関係省庁・地方公共団体と連携した支援 

商
店
街
の
組
合 

各
ブ
ロ
ッ
ク
の
経
済
産
業
局 

都
道
府
県
・
市
町
村 

①商店街活性化
事業計画を策定し、
認定を申請 

③地元自治体の意
見を踏まえ、申請計
画を認定 

②申請計画につ
いて地元自治体か
ら意見聴取 

（商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律） 
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学 ぶ （3）地域商店街活性化法の概要・認定手順 

地域商店街活性化法の概要 
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商
店
街
の
組
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各
ブ
ロ
ッ
ク
の
経
済
産
業
局 

都
道
府
県
・
市
町
村 

①商店街活性化
事業計画を策定し、
認定を申請 

③地元自治体の意
見を踏まえ、申請計
画を認定 

②申請計画につ
いて地元自治体か
ら意見聴取 

（商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律） 



～医療・福祉・子育て機関との連携（医商連携）による次世代型まちづくり事業～ 

学 ぶ （5）商店街活性化事業計画の例【仮想商店街3つのパターン】 

＜商店街活性化事業の概要＞ 

＜商店街活性化事業の実施期間及び内容＞ 

（3）地域住民のニーズ 

　アンケート調査によると、地域住民が求める暮らしやすさの問に対し、交通の利便性等の意見の他、医療施設の充実、高齢者

福祉施設、子育てのしやすさ等が多くありました。 

（4）商店街活性化事業の内容 

①まちなか図書室の開設 

　各種団体と連携し、健康に関する図書の貸し出し及び健康・福祉・子育てに関する

相談や情報提供を行う他、グッズの展示販売や世代間交流のできるサロンの設置等

を行っています。 

②健康フェアの開催 

　アーケード内を歩行者天国にして健康相談や啓発活動を行うほか、近隣町村の特

産品販売や地域の学生によるステージイベント等を実施しています。 

③駐車場の改修及びテナントミックス再開発事業 

　誰もが利用しやすい駐車場の改修、商店街内へ医療及び福祉事業所等の誘致を

図っています。 

④学・商連携による健軍ブランド商品の開発 

　商店街ブランド創出に向けた「健軍ブランド商品の開発」を行うほか、学生等の就

労体験を通じて商業者育成を行っています。 

「人にやさしく、地域に愛されるショッピングモール」を基本コンセプトとして、「誰もが買い物しやすい場」の創出及び、地域

コミュニティの担い手としての役割を果たしていくため、医師会・歯科医師会・看護協会・薬剤師会・栄養士会・福祉事業所・

学校・企業等との連携を図り「医商連携型まちづくり」を行う。 

方
向
性 

医療施設の充実、高齢者福祉施設、子育てのしやすさ等。 
ニ
ー
ズ 

郊外の大型ＳＣ・大型スーパー・ディスカウント店の進出により、商店街に空き店舗が目立つ。 現
状 

商店街の来街者数を実施計画終了時に、平成20年と比較して平成26年には10％増を目指す。 

（平成20年約7,000人  平成26年7,700人） 
目
標 

熊本市中心部から市電で約25分の位置にあり、熊本市東部のベッドタウンとしての位置づけが強い商店街。高齢者率が

16％と市平均より6％程高い。 
特
徴 

（1）計画実施期間 ： H21年10月～H26年3月 （2）事業の実施地域 ： 熊本県熊本市 

熊本県熊本市　健軍商店街振興組合の事例 
け ん ぐ ん  

学 ぶ （5）商店街活性化事業計画の例【仮想商店街3つのパターン】 

（5）ー①　少子高齢化・人口減少への対応 

＜商店街活性化事業の目標＞ 

＜商店街活性化事業の実施期間及び内容＞ 

申請書のポイント 

　○○商店街は、北海道△△市の中心部から車で15分の○○町に位置しており、平成○年

の郊外型大型店○○の進出により年間販売額が前年比○○％減の○○百万円と年々減少。

△△市は○○歳以上の高齢者が○○％と市平均○○％よりも高い。 

　以下の記載は、3つの仮想商店街（「少子高齢化・人口減少への対応」、「魅力ある店舗づくり」、「地域住民と一体となった商店街活動を促す」）

における商店街活性化事業（例）を、地域商店街活性化法の認定申請様式へ簡易に落とし込んだサンプルです。計画策定の参考になさって下さい。 

（1）計画実施期間：平成○○年○○月○○日～平成○○年○○月○○日 

（2）商店街活性化事業の実施地域：北海道○○市 

（3）地域住民のニーズ調査（期間：平成○○年○○月○○日～○○月○○日） 

　  「無料休憩所の設置」（45％）、「宅配サービス」（30％）、「地域産品の直売」（60％） 

　  （別添アンケート調査結果参照） 

＜実施計画の内容＞ 
①空き店舗を活用した無料休憩所兼保育施設の設置 

　　主婦など希望者を有償登録制で雇い施設に常駐させ、高齢者との会話や軽い運動を

行い健康増進とコミュニケーション機会の増大を図る。施設利用者・従事者には商店街組

合員の店で使えるクーポン券を配布。 

②イベントの実施 

（i）産直朝市 

　 実施期間 ： 毎月第2、第4土曜日 

　 実施内容 ： 商店街近隣の農家や港でとれた農林水産品を①の施設で販売。 

＜効果＞ 
①無料休憩所兼保育施設を設置することで回遊性を持たせ、事業終了年度には商店街年

　間販売額が今年度○○万円から○○万円に増加することが見込まれる。 

②イベントを実施することで平成○年の通行量○人が平成○年には○人に増加見込み。 

検証方法 

　商店街活性化事業の効果については、事業1年目以降、定期的に商店街利用者へ商店街

の満足度に関するアンケート調査や来街者数の変化等を定期的に調査し、商店街内部で

共有し、必要に応じて、事業の見直し等を行う。 

商店街の課題を把握 

①商店街の現状 

②地域的特徴 

　このような状況を踏まえ、「高齢化社会に対応した地域密着型商店街」の基本コンセプトの

もと、商店街の空き店舗に無料休憩所兼保育施設を設置する。施設では高齢者の健康と

嗜好に合わせた惣菜の販売や、地域の高齢者による無料子育て相談を実施。併せて、季節

ごとのお祭りや産直朝市などのイベントを開催することにより、通行量を直近の平成○年と比べ、

事業終了年の平成○年は○％増を目指す。 

　買い物しながら足を休める場所がないことから無料休憩所や一時的な保育所の設置、

要望が上がっている。 

商店街への要望を記載 

③住民ニーズの把握 

具体的な数値を記載！ 

過去からの継続事業は対

象外 

既存の事業から実施体

制や実施方法に、創意工

夫があるものは認定の対

象となる 

実施計画は3年以上 

5年以内 

申請から認定まで最大 

2ヶ月程度 

認定対象事業は、認定日

以降に開始するものに限

る 

③に対する解決策と 

　数値目標を記載 

　数値目標は、現実的で

あり、検証可能なものと

すること 

目標に応じたフォロー

アップ方法とその仕組み

について記載 
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　商店街活性化事業の効果については、事業1年目以降、定期的に商店街利用者へ商店街

の満足度に関するアンケート調査や来街者数の変化等を定期的に調査し、商店街内部で

共有し、必要に応じて、事業の見直し等を行う。 

商店街の課題を把握 

①商店街の現状 

②地域的特徴 

　このような状況を踏まえ、「高齢化社会に対応した地域密着型商店街」の基本コンセプトの

もと、商店街の空き店舗に無料休憩所兼保育施設を設置する。施設では高齢者の健康と

嗜好に合わせた惣菜の販売や、地域の高齢者による無料子育て相談を実施。併せて、季節

ごとのお祭りや産直朝市などのイベントを開催することにより、通行量を直近の平成○年と比べ、

事業終了年の平成○年は○％増を目指す。 

　買い物しながら足を休める場所がないことから無料休憩所や一時的な保育所の設置、

要望が上がっている。 

商店街への要望を記載 

③住民ニーズの把握 

具体的な数値を記載！ 

過去からの継続事業は対

象外 

既存の事業から実施体

制や実施方法に、創意工

夫があるものは認定の対

象となる 

実施計画は3年以上 

5年以内 

申請から認定まで最大 

2ヶ月程度 

認定対象事業は、認定日

以降に開始するものに限

る 

③に対する解決策と 

　数値目標を記載 

　数値目標は、現実的で

あり、検証可能なものと

すること 

目標に応じたフォロー

アップ方法とその仕組み

について記載 



～中山道　岩村田宿の歴史と文化を生かしたまちづくり活性化事業～ 

学 ぶ （5）商店街活性化事業計画の例【仮想商店街3つのパターン】 

長野県佐久市　岩村田本町商店街振興組合の事例 

＜商店街活性化事業の概要＞ 

長野新幹線佐久平駅や上信越自動車道佐久ICに隣接する、交通の要所にある商店街。 

＜商店街活性化事業の実施期間及び内容＞ 

（3）地域住民のニーズ 

　アンケート調査によると、商店街への来街理由は「近い」、「金融機関の用事のついで」であり、商店街への希望としては「大型

店にはないお店」、「ゆったりした駐車場」、「地域ならではの生鮮品や特徴ある品物を提供してほしい」などの多様なニーズがあり

ました。 

（4）商店街活性化事業の内容 

①「バトルショップ」を開設 

　商店街の空き店舗に、地元高校生が自らの手で作った商品を自らの手で販売する

「バトルショップ」を開設し、ニーズにあった製品・商品開発や起業を目指す高校生に

対して商店街がノウハウを提供しながらバックアップしています。高校生との日常的

な連携により、新たな若者層の集客効果、高校生側の実務教育効果、さらに地域ブラ

ンド作りの効果、空き店舗解消効果といったことが期待できます。 

②地元独自の農産品（佐久平米、安養寺味噌、鹿肉）を利用した商品開発 

③電子マネーカードの導入 

　大型店と競合するのではなく共存するために近隣大型店で流通している電子マネータ

イプのカードが商店街内でも使用できるようソフトを整備し、各商店のマーケティング戦

略へも活かしています。 

特
徴 

新幹線佐久平駅（本商店街から西へ1km）周辺に大型商業施設が集積。当商店街の来街者数が激減し、商店街の空き

店舗化も進行。 
現
状 

消費者のニーズを意識し「手作り・手仕事・技の街。地域と共存し、共に生き、働き、暮らす街をつくる」をコンセプトに、商

店の利益より地域住民の利益を考えた地域密着顧客創造型商店街の創出を行う。 

方
向
性 

平成26年度の目標として、商店街全体の来店客数300％増、平均売上160％増を目指す。 目
標 

大型店にはないお店、ゆったりした駐車場、地域ならではの生鮮品や特徴ある品物を提供してほしい等。 
ニ
ー
ズ 

（1）計画実施期間 ： H22年4月～H27年3月 （2）事業の実施地域 ： 長野県佐久市 

（中心市街地活性化支援センターHP　参照） 

申請書のポイント 

商店街の課題を把握 

①商店街の現状 

②地域的特徴 

商店街への要望を記載 

③住民ニーズの把握 

過去からの継続事業は対

象外 

既存の事業から実施体

制や実施方法に、創意工

夫があるものは認定の対

象となる 

実施計画は3年以上 

5年以内 

申請から認定まで最大 

2ヶ月程度 

認定対象事業は、認定日

以降に開始するものに限

る 

③に対する解決策と 

　数値目標を記載 

　数値目標は、現実的で

あり、検証可能なものと

すること 

目標に応じたフォロー

アップ方法とその仕組み

について記載 

＜商店街活性化事業の目標＞ 

＜商店街活性化事業の実施期間及び内容＞ 

＜商店街活性化事業の目標＞ 

＜商店街活性化事業の実施期間及び内容＞ 

学 ぶ （5）商店街活性化事業計画の例【仮想商店街3つのパターン】 

（5）ー②　魅力ある店舗づくり 

　○○商店街は、北海道△△市の中心部に位置しています。郊外型大型店の進出により物

販店舗が激減し、商店街の空き店舗率も北海道内平均の○○％を超える○○％。 

　業種構成は飲食店が○○％と大部分を占めている。 

（1）計画実施期間：平成○○年○○月○○日～平成○○年○○月○○日 

（2）商店街活性化事業の実施地域：北海道○○市 

（3）地域住民のニーズ調査（期間：平成○○年○○月○○日～○○月○○日） 

　  「生鮮販売」（75%）、「特色ある商品、サービス」（42％） 

　  （別添アンケート調査結果参照） 

＜実施計画の内容＞ 
①テナントミックス事業 

　地域住民からの要望に基づき業種を選定し空き店舗を取得しテナントミックス店舗を開設。 

②商店街一店逸品運動 

　各店舗で、お店らしさを表現できる商品やサービスを研究し定期的に商店街のイベントとして

　お客様に提供。 

＜効果＞ 
①テナントミックス事業を実施することで回遊性を持たせ、事業終了年度には空き店舗率が平

　成○年○％から平成○年には○％に減少することが見込まれる。 

②商店街一店逸品運動及びマップ作成をすることで平成○年の通行量○人が平成○年には 

　○人に増加する見込み。 

検証方法 

　商店街活性化事業の効果については、事業1年目以降、定期的に商店街利用者へ商店街

の満足度に関するアンケート調査や来街者数の変化等を定期的に調査し、商店街内部で共

有し、必要に応じて、事業の見直し等を行うものとします。 

　このような中、「生活の基盤となる商店街の形成」を基本コンセプトとし、不足している業種を

集めた店舗の取得と一店逸品運動及び逸品マップ作成を行う。テナントミックス事業により

直近平成○年の年間販売額○万円から平成○年には○万円まで増加を目指す。また、逸品

運動とマップ作成により通行量を平成○年の○人から平成○年には○％増加を目指す。 

　地域住民は生鮮品を扱う店舗が無いことに不便を感じている。 



～中山道　岩村田宿の歴史と文化を生かしたまちづくり活性化事業～ 

学 ぶ （5）商店街活性化事業計画の例【仮想商店街3つのパターン】 

長野県佐久市　岩村田本町商店街振興組合の事例 

＜商店街活性化事業の概要＞ 

長野新幹線佐久平駅や上信越自動車道佐久ICに隣接する、交通の要所にある商店街。 

＜商店街活性化事業の実施期間及び内容＞ 

（3）地域住民のニーズ 

　アンケート調査によると、商店街への来街理由は「近い」、「金融機関の用事のついで」であり、商店街への希望としては「大型

店にはないお店」、「ゆったりした駐車場」、「地域ならではの生鮮品や特徴ある品物を提供してほしい」などの多様なニーズがあり

ました。 

（4）商店街活性化事業の内容 

①「バトルショップ」を開設 

　商店街の空き店舗に、地元高校生が自らの手で作った商品を自らの手で販売する

「バトルショップ」を開設し、ニーズにあった製品・商品開発や起業を目指す高校生に

対して商店街がノウハウを提供しながらバックアップしています。高校生との日常的

な連携により、新たな若者層の集客効果、高校生側の実務教育効果、さらに地域ブラ

ンド作りの効果、空き店舗解消効果といったことが期待できます。 

②地元独自の農産品（佐久平米、安養寺味噌、鹿肉）を利用した商品開発 

③電子マネーカードの導入 

　大型店と競合するのではなく共存するために近隣大型店で流通している電子マネータ

イプのカードが商店街内でも使用できるようソフトを整備し、各商店のマーケティング戦

略へも活かしています。 

特
徴 

新幹線佐久平駅（本商店街から西へ1km）周辺に大型商業施設が集積。当商店街の来街者数が激減し、商店街の空き

店舗化も進行。 
現
状 

消費者のニーズを意識し「手作り・手仕事・技の街。地域と共存し、共に生き、働き、暮らす街をつくる」をコンセプトに、商

店の利益より地域住民の利益を考えた地域密着顧客創造型商店街の創出を行う。 

方
向
性 

平成26年度の目標として、商店街全体の来店客数300％増、平均売上160％増を目指す。 目
標 

大型店にはないお店、ゆったりした駐車場、地域ならではの生鮮品や特徴ある品物を提供してほしい等。 
ニ
ー
ズ 

（1）計画実施期間 ： H22年4月～H27年3月 （2）事業の実施地域 ： 長野県佐久市 

（中心市街地活性化支援センターHP　参照） 

申請書のポイント 

商店街の課題を把握 

①商店街の現状 

②地域的特徴 

商店街への要望を記載 

③住民ニーズの把握 

過去からの継続事業は対

象外 

既存の事業から実施体

制や実施方法に、創意工

夫があるものは認定の対

象となる 

実施計画は3年以上 

5年以内 

申請から認定まで最大 

2ヶ月程度 

認定対象事業は、認定日

以降に開始するものに限

る 

③に対する解決策と 

　数値目標を記載 

　数値目標は、現実的で

あり、検証可能なものと

すること 

目標に応じたフォロー

アップ方法とその仕組み

について記載 

＜商店街活性化事業の目標＞ 

＜商店街活性化事業の実施期間及び内容＞ 

＜商店街活性化事業の目標＞ 

＜商店街活性化事業の実施期間及び内容＞ 

学 ぶ （5）商店街活性化事業計画の例【仮想商店街3つのパターン】 

（5）ー②　魅力ある店舗づくり 

　○○商店街は、北海道△△市の中心部に位置しています。郊外型大型店の進出により物

販店舗が激減し、商店街の空き店舗率も北海道内平均の○○％を超える○○％。 

　業種構成は飲食店が○○％と大部分を占めている。 

（1）計画実施期間：平成○○年○○月○○日～平成○○年○○月○○日 

（2）商店街活性化事業の実施地域：北海道○○市 

（3）地域住民のニーズ調査（期間：平成○○年○○月○○日～○○月○○日） 

　  「生鮮販売」（75%）、「特色ある商品、サービス」（42％） 

　  （別添アンケート調査結果参照） 

＜実施計画の内容＞ 
①テナントミックス事業 

　地域住民からの要望に基づき業種を選定し空き店舗を取得しテナントミックス店舗を開設。 

②商店街一店逸品運動 

　各店舗で、お店らしさを表現できる商品やサービスを研究し定期的に商店街のイベントとして

　お客様に提供。 

＜効果＞ 
①テナントミックス事業を実施することで回遊性を持たせ、事業終了年度には空き店舗率が平

　成○年○％から平成○年には○％に減少することが見込まれる。 

②商店街一店逸品運動及びマップ作成をすることで平成○年の通行量○人が平成○年には 

　○人に増加する見込み。 

検証方法 

　商店街活性化事業の効果については、事業1年目以降、定期的に商店街利用者へ商店街

の満足度に関するアンケート調査や来街者数の変化等を定期的に調査し、商店街内部で共

有し、必要に応じて、事業の見直し等を行うものとします。 

　このような中、「生活の基盤となる商店街の形成」を基本コンセプトとし、不足している業種を

集めた店舗の取得と一店逸品運動及び逸品マップ作成を行う。テナントミックス事業により

直近平成○年の年間販売額○万円から平成○年には○万円まで増加を目指す。また、逸品

運動とマップ作成により通行量を平成○年の○人から平成○年には○％増加を目指す。 

　地域住民は生鮮品を扱う店舗が無いことに不便を感じている。 



～商店街を軸にした12のつながり・地域コミュニケーション基盤づくり事業～ 

周辺地域の高齢化に加え、商店街アーケードの老朽化が進み商店街の利用者が減少。 現
状 

老朽化した暗いアーケードの更新、休憩施設の整備、若い店主の育成、業種の拡大等。 
ニ
ー
ズ 

学 ぶ （5）商店街活性化事業計画の例【仮想商店街3つのパターン】 

東京都大田区　大森柳本通り商店街振興組合の事例 

＜商店街活性化事業の概要＞ 

JR東海道本線に隣接する、都市型商店街。 

＜商店街活性化事業の実施期間及び内容＞ 

（3）地域住民のニーズ 

　地域住民へのアンケート調査等により、商店街に対して、高齢者対策の施設整備（老朽化した暗いアーケードの更新・休憩施

設の整備）や若い店主の育成、専門店の増加・業種の拡大といった顧客利便性の向上、地域イベントによる活性化等のニーズ

が多くありました。 

（4）商店街活性化事業の内容 

　 ・ 商店街パートナーを募集し、商店街活動に対する評価・助言（地域住民のニーズ

に即しているか等）を広く集め、また個店強化型ホームページや店舗内共同情報

発信、商店街内での回覧板・掲示板等の実施により地域住民を含めた商店街

内外のコミュニケーション強化を行っています。 

　・ 外部専門家を招聘した商機能の改善に向けた研修会を行い、その成果の実践

の場として、空き店舗等における地域特産品の販売や子連れ客が遊び高齢者

が見守る世代間交流の場として利用する等、様々な企画を実施することにより店

舗人材・若手店主の育成を行っています。 

　・ 老朽化したアーケードを利用客の安全・安心はもとより、アーケードにパネル展示

等を行い、通行する楽しみや、期待感が高まるような取組を行い、商店街でのショ

ッピングの途中で休憩できるベンチの設置、アーケードが駅まで繋がっていないと

いうニーズに応えるため、商店街の広告入りの傘の無料貸出し等を実施し、商店

街の利便性を向上させています。 

特
徴 

魅力ある店舗づくり、高齢者対応の施設、地域イベントの実施による活性化といったニーズに基づき、「商店街を軸にした

12のつながり・地域コミュニケーション基盤づくり」をコンセプトとした都市型商店街再生モデルを目指す。また、商店街パ

ートナー制度等により商店街内外のコミュニケーション強化を図ると共に、小さなアイデア・小さな取組の積み重ねによる

人材育成、施設改善、各種イベントを実施。 

方
向
性 

平成27年度の目標として、来街者数を12,000人（現在1万人弱）、空き店舗0店（現在2店）、若手店主10店舗（現在4店）、

新業種専門店10店舗（現在5店）、商店街パートナー登録1,000人、施設に関する改善要望の放置0を目指す。 
目
標 

（1）計画実施期間 ： H22年4月～H27年3月 （2）事業の実施地域 ： 東京都大田区 

申請書のポイント 

商店街の課題を把握 

①商店街の現状 

②地域的特徴 

商店街への要望を記載 

③住民ニーズの把握 

過去からの継続事業は対

象外 

既存の事業から実施体

制や実施方法に、創意工

夫があるものは認定の対

象となる 

実施計画は3年以上 

5年以内 

申請から認定まで最大 

2ヶ月程度 

認定対象事業は、認定日

以降に開始するものに限

る 

③に対する解決策と 

　数値目標を記載 

　数値目標は、現実的で

あり、検証可能なものと
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＜商店街活性化事業の目標＞ 

＜商店街活性化事業の実施期間及び内容＞ 

学 ぶ （5）商店街活性化事業計画の例【仮想商店街3つのパターン】 

（5）ー③　地域住民と一体となった商店街活動を促す 

　○○商店街は、北海道○○町の中心部に位置しています。郊外型大型店の進出により

来街者は激減し、通行量は平成○年○人から平成○年には○人と○％減少。 

（1）計画実施期間：平成○○年○○月○○日～平成○○年○○月○○日 

（2）商店街活性化事業の実施地域：北海道○○町 

（3）地域住民のニーズ調査（期間：平成○○年○○月○○日～○○月○○日） 

　  「伝統あるイベントの復活」（55％）、「住民参加型のイベント実施」（38％） 

　  「○○イベントへの参加意欲」（65％） 

　  （別添アンケート調査結果参照） 

＜実施計画の内容＞ 
①○○祭り 

　○○祭り実施により域外からの来街者増加を見込み、通行量前年度比○％増加。 

②新たな歴史文化創出イベント 

　地域住民、商店街、学生からテーマを募集。新たな歴史文化を創出し収益性があり持続的に

　開催できるイベントを実施。 

＜効果＞ 
①○○祭り実施により域外からの来街者増加を見込み、通行量前年度比○％増加。 

②住民参加型の定期的イベント実施により、年間販売額前年度比○％増加。 

検証方法 

　商店街活性化事業の効果については、事業1年目以降、定期的に商店街利用者へ商店街

の満足度に関するアンケート調査や来街者数の変化等を定期的に調査し、商店街内部で

共有し、必要に応じて、事業の見直し等を行うものとします。 

　このような中、「商店街と地域住民との連携強化」を基本コンセプトとし、○○年ぶりに○○

祭りを復活させ、伝統と新規性の融和を図る新たなイベントを地域住民を巻き込みながら定期

的に行う。通行量は前年度比○％増加を見込む。 

　地域住民は昭和○年から約○○年続いた伝統的な○○祭りの復活や、新たな歴史文化を

創出するイベントの実施を強く願っています。またイベントへの参加意識は○％となっています。 



～商店街を軸にした12のつながり・地域コミュニケーション基盤づくり事業～ 

周辺地域の高齢化に加え、商店街アーケードの老朽化が進み商店街の利用者が減少。 現
状 

老朽化した暗いアーケードの更新、休憩施設の整備、若い店主の育成、業種の拡大等。 
ニ
ー
ズ 

学 ぶ （5）商店街活性化事業計画の例【仮想商店街3つのパターン】 

東京都大田区　大森柳本通り商店街振興組合の事例 

＜商店街活性化事業の概要＞ 

JR東海道本線に隣接する、都市型商店街。 

＜商店街活性化事業の実施期間及び内容＞ 

（3）地域住民のニーズ 
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特
徴 
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　○○祭り実施により域外からの来街者増加を見込み、通行量前年度比○％増加。 
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①○○祭り実施により域外からの来街者増加を見込み、通行量前年度比○％増加。 

②住民参加型の定期的イベント実施により、年間販売額前年度比○％増加。 

検証方法 

　商店街活性化事業の効果については、事業1年目以降、定期的に商店街利用者へ商店街

の満足度に関するアンケート調査や来街者数の変化等を定期的に調査し、商店街内部で

共有し、必要に応じて、事業の見直し等を行うものとします。 

　このような中、「商店街と地域住民との連携強化」を基本コンセプトとし、○○年ぶりに○○

祭りを復活させ、伝統と新規性の融和を図る新たなイベントを地域住民を巻き込みながら定期

的に行う。通行量は前年度比○％増加を見込む。 

　地域住民は昭和○年から約○○年続いた伝統的な○○祭りの復活や、新たな歴史文化を

創出するイベントの実施を強く願っています。またイベントへの参加意識は○％となっています。 



学 ぶ （6）商店街活性化の取組事例＜地域商店街活性化法の認定事例＞ 

買い物利便向上 
認定事例3　＜埼玉県草加市わいわいロード商店街の事例＞ 
『地域住民との「夢空間・おとぎの社」協働創出』 

　地域住民からの「安心・安全」「高齢化社会対応支援」等に関するニーズに基づき、

デジタルサイネージ（Digital Signage＝電子看板）を利用した地域情報発信や移動

販売等を実施し、来街者数の増加を目指しています。 

活性化策 
①移動販売事業 

　周辺団地、福祉施設等に居住している高齢者向けに実施。 

②デジタルサイネージ設置事業 

　商店街イベントやお買い得情報等の地域情報を発信。 

③街路灯の改修事業 

　ソーラーパネル／ＬＥＤ照明に改修し、テーマやコンセプトに沿ったフラッグを設置。 

④イベント 

　こども商店街、中学生あきんど塾、季節を通した新規イベント等。 

■埼玉県草加市の概要 
　人口：243,111人 
　世帯数：105,588世帯 
　（2010年10月現在） 
　高齢化率：14.8％（2009年） 
 
■商店街基礎データ 
　名　称：わいわいロード商店街振興組合 
　所在地：埼玉県草加市 
　組合員：43名 
　（2010年3月19日現在） 

集客力向上 
認定事例4　＜愛知県名古屋市栄町商店街の事例＞ 
『広小路通栄地区活性化事業』 

　地域住民からの「歩いて楽しくなるストリート」や「来客を案内できる観光スポット」

等のニーズを受け、発電床の設置やショートフィルムコンテスト等のイベントを行ってい

ます。 

活性化策 
①エコブラ・健ブラ・トリエンナーレイルミネーション事業 

　発電床の設置、ショーウィンドウ美術や街路灯のＬＥＤライトアップ、著名人手形アー

　ト、空き店舗シアター等。 

②スプリングセール事業 

　オブジェやフラワーポットを設置。 

③イベント事業 

　市民に歴史や文化を紹介するステージ、絵画コンクール、ショートフィルムコンテス

　ト等。 

■愛知県名古屋市の概要 
　人口：2,257,888人 
　世帯数：1,012,259世帯 
　（2009年10月現在） 
　高齢化率：20.6％（2009年） 
 
■商店街基礎データ 
　名　称：栄町商店街振興組合 
　所在地：愛知県名古屋市 
　組合員：65名 
　（2010年現在） 

学 ぶ （6）商店街活性化の取組事例＜地域商店街活性化法の認定事例＞ 

歴史的資源を活用 
認定事例1　＜福島県喜多方市の事例＞ 
『蔵のあるまち並みの景観を活かした商店街の魅力向上事業』 

　喜多方市の中心商業地として賑わいを取り戻すために、仲町商店街振興組合、中

央通り商店街振興組合、しもなん活性化協同組合の3組合が連携し、「蔵のまち」に

相応しい魅力的な商店街づくりを目指しています。 

活性化策 
①「蔵のまち」再生（外観整備及びアーケード撤去）事業 

②街路灯整備及び蔵のまちなみライトアップ事業 

　老朽化した中央通り商店街のアーケードの撤去し、商店街全体として統一的な夜

間景観を保つよう、統一した街路灯及びフットライトを使用。 

③安心・安全な商店街づくり事業 

　商店街に緊急地震情報、火災情報などの情報提供や、バリアフリー化を進め、安

全な商店街の整備。 

④にぎわいイベント事業（喜多方レトロ横丁） 

　商店街にある蔵や老舗などの歴史的資源を活用し、昭和中期年代をコンセプトとし

たイベント「喜多方レトロ横丁」をリニューアル。 

 

■福島県喜多方市の概要（2008年10月） 
　人口：52,899人 
　世帯数：17,485世帯 
　（2010年8月現在） 
　高齢化率：30.2％ 
　 
■商店街基礎データ 
　事業実施期間 
　Ｈ22年7月～Ｈ25年3月 
 

高齢者支援 
認定事例2　＜大阪府堺市泉北ニュータウンの事例＞ 
『～買物難民の発生防止に活路を見いだす～「地域に欠かせない市場、変身事業！」』 

　泉北ニュータウンは、高齢化が進んでいるが、周辺への競合店増加により、食料品

店がなくなり、買物難民が発生しています。泉北桃山台市連マーケット事業協同組合

を主体とし、買物弱者への対応を行っています。 

活性化策 
①新規ＰＯＳシステムの導入 

　ＰＯＳシステムを導入し、地域住民の特性を把握し、下記の事業効果を測定。 

②施設のバリアフリー化 

　店内外の段差解消など、高齢者等に優しい店づくりを実施。 

③「朝市」の開催：近隣農家から仕入れ、地産地消の朝市を開催。 

④高齢者向け宅配サービスの実施 

　来店が困難な高齢者等に対して宅配サービスを実施。 

■大阪府堺市の概要 
　人口：838,887人 
　世帯数：346,504世帯 
　（2010年8月現在） 
　高齢化率：8.4％（2009年3月） 
 
■商店街基礎データ 
　事業実施期間 
　Ｈ22年4月～Ｈ25年3月 
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③安心・安全な商店街づくり事業 

　商店街に緊急地震情報、火災情報などの情報提供や、バリアフリー化を進め、安

全な商店街の整備。 

④にぎわいイベント事業（喜多方レトロ横丁） 

　商店街にある蔵や老舗などの歴史的資源を活用し、昭和中期年代をコンセプトとし

たイベント「喜多方レトロ横丁」をリニューアル。 

 

■福島県喜多方市の概要（2008年10月） 
　人口：52,899人 
　世帯数：17,485世帯 
　（2010年8月現在） 
　高齢化率：30.2％ 
　 
■商店街基礎データ 
　事業実施期間 
　Ｈ22年7月～Ｈ25年3月 
 

高齢者支援 
認定事例2　＜大阪府堺市泉北ニュータウンの事例＞ 
『～買物難民の発生防止に活路を見いだす～「地域に欠かせない市場、変身事業！」』 

　泉北ニュータウンは、高齢化が進んでいるが、周辺への競合店増加により、食料品

店がなくなり、買物難民が発生しています。泉北桃山台市連マーケット事業協同組合

を主体とし、買物弱者への対応を行っています。 

活性化策 
①新規ＰＯＳシステムの導入 

　ＰＯＳシステムを導入し、地域住民の特性を把握し、下記の事業効果を測定。 

②施設のバリアフリー化 

　店内外の段差解消など、高齢者等に優しい店づくりを実施。 

③「朝市」の開催：近隣農家から仕入れ、地産地消の朝市を開催。 

④高齢者向け宅配サービスの実施 

　来店が困難な高齢者等に対して宅配サービスを実施。 

■大阪府堺市の概要 
　人口：838,887人 
　世帯数：346,504世帯 
　（2010年8月現在） 
　高齢化率：8.4％（2009年3月） 
 
■商店街基礎データ 
　事業実施期間 
　Ｈ22年4月～Ｈ25年3月 



学 ぶ （6）商店街活性化の取組事例＜北海道内の事例＞ 

エコ活動 
活性化事例1　＜北海道札幌市発寒北商店街振興組合の事例＞ 
『環境活動とアトム通貨との連動による商店街活性化』 

　エコ活動を中心に、安心安全なまちづくりを目指した活動をおこなっている商店街。

平成10年に発寒流雪溝を整備し、冬季間に雪山のない商店街通行により利便性を

向上。「ハツキタ倶楽部」による花いっぱい運動、ふれあい夏祭り、スノーキャンドル

などを開催。また「こども110番」を発足し見守り活動や「ハツキタ通信」の発行を行っ

ています。 

　平成21年にアトム通貨実行委員会札幌支部を立ち上げアトム通貨をデビューさせ

ています。 

活性化策 
「ペットボトルキャップ回収」「廃食油の回収」「エコ通信の発行」 

　発寒北商店街では、早稲田 高田馬場で生まれたアトム通貨実行委員会に参画し、

地域住民が「ペットボトルキャップ回収」「廃食油の回収」などのエコ活動を行うごと

にそれに応じた通貨を発行し地域に還元する仕組みを取り入れており「環境」「地域」

「教育」など様々に展開。 

■北海道札幌市の概要 
　（2010年9月現在） 
　人口：1,910,117人 
　世帯数：900,401世帯 
　高齢化率：20.1％（2010年7月） 
 
■商店街基礎データ 
　所在地：北海道札幌市 
　組合名：発寒北商店街振興組合 
　商店数：約70店舗 
 

モニターツアー 
活性化事例2　＜北海道栗山町栗山商店街の事例＞ 
『地域資源の再発見による観光客誘致』 

『吟醸酒風呂で地元温泉の入浴客が５倍に』 

　平成13年度をピークに観光客は減少傾向となった。そこで平成21年に栗山商工

会議所が主体となり、地域資源∞全国展開プロジェクトとして【美酒・美食心酔わせ

るくりやま暮らし体験移住プロジェクト】を実施。長期滞在、ひいては移住への可能性

も視野に入れ観光開発を行っています。 

活性化策 
　「シイタケ採り体験」「越冬野菜掘り体験」「泡汁」「モロミ湯」 

　商工会議所や役場、栗山町グリーン・ツーリズム推進協議会などが連携し、観光関

連事業者の協力も得て、モニターツアーを実施。目玉は、冬のツアーに盛り込んだ道内

最古の造り酒屋のモロミ(酒粕)を使用した吟醸酒風呂「モロミ湯」。そのほか、栗山町

の魅力を全国にPRするためのツールとしてショートフィルム映像を制作。道内外のアン

テナショップやイベントなどでのプロモーションに活用。 

　また、モニターツアーやグリーン・ツーリズムの参加者を地域の活動・交流・情報発信

の場であるまちの駅「栗夢プラザ」にご案内し、地域特産品の販売、PRを行いながら、参

加者との意見交換を通して栗山町民の人柄と地域特性への理解や親睦を深めている。

平成20年7月22日に商店街の空き店舗対策としてオープンした「栗夢プラザ」は平成22

年3月までに5万人を超える来場者が訪れており、「特産品の販売」や「ゆっくり市」の開

催、芸術文化に関する展示会、サークル活動の発表会など地域活動の中心として利用。 

■北海道栗山町の概要（2009年9月現在） 
　人口：16,706人 
　世帯数：6,104世帯 
　高齢化率：28.9％（2005年） 

■まちの駅の概要 
名　称：栗夢プラザ 
所在地：栗山町中央2丁目 
施設の機能 
　①休憩機能　②案内機能　③交流機能 
　④連携機能　⑤地域活動拠点機能 
主な取り組み 
　・ゆっくり市の開催 
　・各種 展示会 /発表会 
　・物産展　・観光案内 

学 ぶ （6）商店街活性化の取組事例＜地域商店街活性化法の認定事例＞ 

空き店舗対策 
認定事例5　＜大分県宇佐市四日市商店街の事例＞ 
『高齢者に愛され、頼られる商店街づくり事業』 

　商店街利用者に高齢者が多いこともあり、高齢者をはじめ地域住民に愛される、頼

れる商店街を目指し、高齢者のニーズに合った事業を展開し、来客の増進と賑わいの

創出を図っています。また、専門家による研修会やセミナーを開催し、商店街として統

一性をもった取り組みを行っています。 

活性化策 
①地産地消アンテナショップの設置（空き店舗利用） 

　地元生産の物産品販売を行うほか、店内にて地域情報の受発信や談話スペース

　の設置。 

②よりたいお店設置事業（空き店舗対策） 

　高齢者ニーズに合った店舗の開設（3店舗）。 

③およこい（休憩）スポット設置事業 

　高齢者の休憩場所を設置し、茶湯等のおもてなしを実施。 

④おたのしみイベント（地域参加型）「新門前町よか市（仮称）」の実施 

　地元活動グループの発表や市内農山漁村地域の市等のイベントを実施。 

■大分県宇佐市の概要 
　（2010年5月現在） 
　人口：60,983人 
　世帯数：25,643世帯 
　高齢化率：28.9％（2005年） 
 
■商店街基礎データ 
　名　称：四日市商店街 
　所在地：大分県宇佐市 
　組合名：四日市商店街組合 
　組合員：82名 
　（2009年10月9日現在） 

空き店舗対策 
認定事例6　＜岩手県宮古市末広町商店街の事例＞ 
『商店街を核とした宮古地域の連携・交流促進事業』 

　地域住民からの「休憩所・交流施設の設置」や「イベントや祭りの開催」等の要望

を受け、空き店舗を活用した市民交流施設を設置運営するほか、季節に合わせたイベ

ント等を行っています。 

活性化策 
①空き店舗活用事業 

　高齢者を中心とした世代間交流や市民団体の活動拠点とし、買い物客にも休憩

　交流コーナー及びトイレを開放。 

②昔の駄菓子屋さんと昔の遊び 

　障がい者及び福祉団体と子供達を中心とした市民のふれあいの場を提供。 

③宮古の秋の味覚市 

　生産者と販売者が協力して、鮭のつかみ取り大会等を実施するほか、ストリートラ

　イブ等を開催。 

■岩手県宮古市の概要 
　人口：60,328人 
　世帯数：24,351世帯 
　（2010年10月現在） 
　高齢化率：26.5％（2005年） 
 
■商店街基礎データ 
　名　称：宮古市末広町商店街振興組合 
　所在地：岩手県宮古市 
　組合員：71名 
　（2010年6月24日現在） 



学 ぶ （6）商店街活性化の取組事例＜北海道内の事例＞ 

エコ活動 
活性化事例1　＜北海道札幌市発寒北商店街振興組合の事例＞ 
『環境活動とアトム通貨との連動による商店街活性化』 

　エコ活動を中心に、安心安全なまちづくりを目指した活動をおこなっている商店街。

平成10年に発寒流雪溝を整備し、冬季間に雪山のない商店街通行により利便性を

向上。「ハツキタ倶楽部」による花いっぱい運動、ふれあい夏祭り、スノーキャンドル

などを開催。また「こども110番」を発足し見守り活動や「ハツキタ通信」の発行を行っ

ています。 

　平成21年にアトム通貨実行委員会札幌支部を立ち上げアトム通貨をデビューさせ

ています。 

活性化策 
「ペットボトルキャップ回収」「廃食油の回収」「エコ通信の発行」 

　発寒北商店街では、早稲田 高田馬場で生まれたアトム通貨実行委員会に参画し、

地域住民が「ペットボトルキャップ回収」「廃食油の回収」などのエコ活動を行うごと

にそれに応じた通貨を発行し地域に還元する仕組みを取り入れており「環境」「地域」

「教育」など様々に展開。 

■北海道札幌市の概要 
　（2010年9月現在） 
　人口：1,910,117人 
　世帯数：900,401世帯 
　高齢化率：20.1％（2010年7月） 
 
■商店街基礎データ 
　所在地：北海道札幌市 
　組合名：発寒北商店街振興組合 
　商店数：約70店舗 
 

モニターツアー 
活性化事例2　＜北海道栗山町栗山商店街の事例＞ 
『地域資源の再発見による観光客誘致』 

『吟醸酒風呂で地元温泉の入浴客が５倍に』 

　平成13年度をピークに観光客は減少傾向となった。そこで平成21年に栗山商工

会議所が主体となり、地域資源∞全国展開プロジェクトとして【美酒・美食心酔わせ

るくりやま暮らし体験移住プロジェクト】を実施。長期滞在、ひいては移住への可能性

も視野に入れ観光開発を行っています。 

活性化策 
　「シイタケ採り体験」「越冬野菜掘り体験」「泡汁」「モロミ湯」 

　商工会議所や役場、栗山町グリーン・ツーリズム推進協議会などが連携し、観光関

連事業者の協力も得て、モニターツアーを実施。目玉は、冬のツアーに盛り込んだ道内

最古の造り酒屋のモロミ(酒粕)を使用した吟醸酒風呂「モロミ湯」。そのほか、栗山町

の魅力を全国にPRするためのツールとしてショートフィルム映像を制作。道内外のアン

テナショップやイベントなどでのプロモーションに活用。 
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の場であるまちの駅「栗夢プラザ」にご案内し、地域特産品の販売、PRを行いながら、参
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年3月までに5万人を超える来場者が訪れており、「特産品の販売」や「ゆっくり市」の開

催、芸術文化に関する展示会、サークル活動の発表会など地域活動の中心として利用。 
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　人口：16,706人 
　世帯数：6,104世帯 
　高齢化率：28.9％（2005年） 
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『高齢者に愛され、頼られる商店街づくり事業』 

　商店街利用者に高齢者が多いこともあり、高齢者をはじめ地域住民に愛される、頼

れる商店街を目指し、高齢者のニーズに合った事業を展開し、来客の増進と賑わいの

創出を図っています。また、専門家による研修会やセミナーを開催し、商店街として統

一性をもった取り組みを行っています。 
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①地産地消アンテナショップの設置（空き店舗利用） 

　地元生産の物産品販売を行うほか、店内にて地域情報の受発信や談話スペース
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　高齢者ニーズに合った店舗の開設（3店舗）。 
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　高齢者の休憩場所を設置し、茶湯等のおもてなしを実施。 

④おたのしみイベント（地域参加型）「新門前町よか市（仮称）」の実施 

　地元活動グループの発表や市内農山漁村地域の市等のイベントを実施。 
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①空き店舗活用事業 

　高齢者を中心とした世代間交流や市民団体の活動拠点とし、買い物客にも休憩
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