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１ 報告書のアウトライン 
 

（１）今年３月、国立社会保障・人口問題研究所は、2040 年の秋田県人口が 70

万人（35.6％減）になると発表した。人口減少率では秋田県が全国最大

となっている。 

 

（２）秋田県の地価は住宅地・商業地とも平成 18 年度から平成 24 年度まで全

国最低となっている。また、変動率は秋田市の下落が顕著となっている。

このように秋田県は人口減少や少子高齢化の進行、地価の変動を受け、

街のあり方が変化してきている。 

 

（３）秋田県では都市機能の集積や高齢化社会に対応した魅力ある中心市街地

活性化への再構築へ取り組んでいる。最近では、秋田市の「エリアなか

いち」、横手市の「Y²プラザ」のオープンや大仙市の駅前再開発が話題と

なっている。 

 

（４）今年４月に実施された、秋田県知事選挙と秋田市長選挙では、秋田県民

会館と秋田市文化会館を複合した施設を秋田市の中心市街地に建設する

ことが、佐竹敬久氏と穂積志氏の共同の公約として掲げられた。 

 

（５）また、市街地の活性化は各市町村が抱える共通の課題であり、県がこの

ような施策を掲げ、事業として取り組んでいる事項に対し、外部の視点

で評価することは、今後の各地域における市街地活性化の取組のために

必要であると考える。 

 

（６）当法人では、現在、能代市中心市街地活性化後期計画策定支援業務に携

わっており、秋田県の「中心市街地の活性化」の取組について外部評価

を実施することは、秋田県や能代市の取組への相乗効果が期待できる他、

法人の強みにもなり、有効であると考えた。 
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２ 評価対象の取組等の概要 

●評価の対象となる施策 

・計  画  名 ：ふるさと秋田元気創造プラン 

・戦  略  名  ：新たな生活圏の創造 

・プロジェクト名：街なかの活性化による賑わいの再生 

・施策の方向性 ：中心市街地の活性化 

 

○施策の目的 

 

国は少子高齢化社会に対応したコンパクトで「賑わい溢れるまちづくりの実

現」を喫緊の政策課題と位置づけ、まちづくり三法を改正し、選択と集中の観点

で市町村における中心市街地活性化の取り組みを推進している。新たなまちづく

りへのとまどいや議論の遅れが見受けられる県内市町村が元気で賑わい溢れる

まちづくりのため、衰退に歯止めのかからない各地の中心市街地を活性化する必

要があり、中心市街地活性化の計画づくりや「コンパクトで賑わいあふれるまち」

に欠かせない機能である商業振興施策など、市町村における主体的で創意工夫の

ある取り組みを、県として強固に後押ししていく必要がある。 

そのため、中心市街地活性化に向けて、意欲と創意工夫ある取組の支援を行い、

まちの顔やセイフティネットとしての中心市街地の再生による魅力あるまちづ

くりを進める。 

 

○目指す成果 

 

「意欲ある多様な商業者が県内全域で活動している。」 

 

◆時代に合った個性と魅力あふれる商業 

 ・創意工夫ある商業活動が実施されている。 

 ・消費者ニーズを捉えた魅力ある商店が多様な活動を行っている。 

 ・地域住民のニーズを把握し、積極的かつ柔軟性をもって対応できる商店 

へと成長している。 

  ・圏域住民以外をターゲットにした商店への集客と情報発信がなされてい 

る。 

  ・地域資源を活用した独自の商業活動が展開されている。 

 

  ◆地域コミュニティの維持及び生活を支える商業 

  ・集客力のある伝統的祭礼、イベントへの積極的な取組がなされている。 

  ・次代を担う人材育成と事業継承、また空き店舗を活用した新たな業態の 

起業が進んでいる。 

  ・災害時を想定した商店の住民支援機能の強化がなされている。 

 ・近郊大型店と共存できるマーケットニーズを捉えた店舗展開がなされて 

いる。 

 ・多様な流通に支えられた商店が地域の購買に応えている。 
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○実施事業の概要 

 

取組①：街なか商業活性化市町村支援事業 

中心市街地活性化の計画を策定している市町村が実施する、創意工夫あ

る商業振興の取組に対して県が補助する。 

 

取組②：地域商店街モデル店舗支援事業 

    商店街に賑わいをもたらし、かつ繁栄させるために、個店の活性化と

人材育成を図る。また、これらの成功事例を周辺商店街等へ波及させる

ための実践研修等を実施する。 

 

取組③：ビジネス世代交代マッチング事業 

    後継者不足により閉鎖している店舗とビジネス新規開拓者とのマッチ

ングを行うとともに、若年者の就業体験を行うための職員を雇用し、事

業を実施する。 

 

取組④：卸売業機能強化支援事業 

    卸売業の活発化を図るとともに、中小製造業等他業種の活性化に資す

るため、卸売業団体が行う卸売業と他業種との交流機会創出事業に対し、

補助する。 

 

 

３ 評価の方向性 
 

（１）県担当課へのヒアリング 

（２）市町村へのヒアリング 

（３）採択された個店へのヒアリング 

（４）点検 WS 

（ヒアリング結果とアンケート結果を分析し、「中心市街地活性化」にお

いて、現在の秋田県の課題を踏まえた上での取組となっているのか、必要

性、有効性、効率性、方向性は妥当なのかどうか、抜け落ちている点はな

いのか等を点検・評価する作業を実施した。） 
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４ 実施結果 

①秋田県産業労働部商業貿易課へヒアリング 
１．平成 24年度「中心市街地の活性化」における実施事業を具体的に教えて下さい（実施

目的や内容、参加者数や採択数等の把握について）。 

 

平成 24年度「中心市街地の活性化」事業について 

 

取組①：街なか商業活性化市町村支援事業 

 

◆背景・目的 

人口減少・超高齢化社会が到来する中、まちの顔やセーフティネットとして

の中心市街地の再生による魅力あるまちづくりを進めるため、中心市街地の商

業活性化に向けて、意欲と創意工夫ある取組を市町村と一体となった柔軟な補

助制度により支援するとともに、全県の商店街を対象とした指導事業を実施す

る。 

 

◆事業概要 

（１）街なか商業活性化市町村支援事業 

市街地において各種団体が実施する賑わい創出事業や後継者対策等に対

して、市町村が支援するものに対し、県が補助する。 

① 補助形式 間接補助 市町村補助額の 1/2以内 

② 補助事業者(間接補助事業の場合) 

ア 新法基本計画を有する市町村(秋田市、大仙市) 

イ 新・旧両基本計画に準ずる独自計画を有する市町村(能代市、鹿角市 

湯沢市、北秋田市) 

ウ 計画策定検討中の市町村(大館市、潟上市、にかほ市) 

工 旧計画で運用中の市町村(横手市) 

オ 未検討の市町村(男鹿市、由利本荘市、仙北市) 

③ 間接補助事業者 限定なし(主体は商店街振興組合等で組織する実行委) 

④ 対象事業 中心市街地の活性化に資する事業 

  

県では市町村における主体的で創意工夫のある取組を、強固に後押ししてい

く必要がある。そのため新法基本計画を策定、いずれ策定する市町村へ手厚く

支援しており、また、新旧基本計画に準ずる計画を策定している市町村へも支

援をしている。24年度に関しては「にぎわい創出」のための地域活性化と、「リ

ニューアル」にも活用可能な「後継者対策」の 2種類。 
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◆事業目的と具体的事業 

事業目的 具体的事業 

・店舗の増加 

・商店街の売上増加 

・中心市街地の来街者増加 

・中心市街地の賑わいの向上 

・高齢者等にも暮らしやすい生活環境

の提供 

・人材確保・育成事業 

・IT・情報化推進事業 

・テナントミックス事業 

・新たな商品・サービスの発掘事業 

・地場産業活用事業 

・地域住民・学生・NPO等との協働事  

 業 

・歴史・文化・自然を活かしたまちづ 

くり事業 

・地域経済活性化事業 

・高齢者等にとり安全・安心なまちづ 

くり事業 

・環境にやさしいまちづくり事業 等 

 

 

◆平成 24年度実績（予算額 5,000千円） 

（単位：千円） 

各所管 

振興局名 
市町村名 補助事業概要 

補助 

金額 

鹿角 鹿角市 

（イベント） 

子供フェアや花っこ市などを開催し、商店街の賑

わい創出と活性化を図る。 

240 

北秋田 北秋田市 

（イベント） 

北秋田きらきらフェスティバルを開催。鷹巣地区

米代児童公園にイルミネーションを点灯するとと

もに各種イベントを実施し誘客を図る。また、商

店街の空店舗に新規開店する者に対して賃借料等

の一部を補助する。 

887 

山本 能代市 

（景観対策・後継者不足対策） 

中心市街地における来街者の増加を図るため、商

店街の景観改修を行ったり、後継者不足解消に資

するための店舗改修等を行う。 

1,352 

秋田 秋田市 

（イベント） 

再開発地区「エリアなかいち」やその周辺商店が

イベントを実施し、誘客を図る。 

・仲小路～第 9回ハロウィンパレード 

・駅前広小路～アキタエキマエ ファッションウ

ィークなど 

691 

仙北 大仙市 （イベント） 760 
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中心市街地において定期的にイベントを開催した

り、花火の打ち上げ期間中にイベントを開催し誘

客を図る。 

仙北市 

（空店舗） 

商店街の空店舗に新規開店する者に対して、賃借

料等の一部を補助する。 

90 

平鹿 横手市 

（イベント） 

よこてにぎわいカーニバル 2012を開催。地元の横

手やきそばや能代市の豚なんこつなど、ご当地グ

ルメの販売や愛知県瀬戸商工会議所が「せともの

祭」として出店し誘客を図る。 

480 

雄勝 湯沢市 

（イベント） 

中央通り、大町、駅通り、柳町の４商店街が中心

となり、各種イベントを通して誘客を図る。 

・年明けうどん（2013.1.12）駅通り商店街 

・“修理ができるお店紹介”柳町商店街を中心に 3

商店街が連携して実施。 

 

 

（２）商店街振興組合指導事業 

商店街振興組合連合会が実施する商店街振興組合への指導事業に対して補助

する。 

◆平成 24年度実績 

商店街フォーラムの開催 

・開催日時：平成 24年 11月 29日（木）午後 2時～ 

・開催場所：秋田キャッスルホテル 

・内  容 

 ①基調講演 

   テーマ『“訪ねてみたい商店街”の取り組みの舞台裏 

～時代の変化に対応したまちづくりへの取り組み～』 

講師：埼玉県みやのかわ商店街振興組合 前理事長 島田憲一氏 

②パネルディスカッション 

  テーマ『地域住民の心をつかむ魅力ある商店街づくりの在り方 

～まちと人とをつないだ商店街活性化の方策～』 

     コーディネーター：みやのかわ商店街振興組合 前理事長 島田憲一氏 

     パネリスト：東京都 戸越銀座銀六商店街振興組合 理事長 亀井哲郎氏 

           山形県 中通り商店街振興組合 前理事長 大泉好氏 

           岩手県 盛岡大通商店街協同組合 事務局長 阿部利幸氏 

           秋田県 湯沢市柳町商店街協同組合 専務理事 佐藤潤氏 

③交流会 

  ・参加者 59名 
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取組②：地域商店街モデル店舗支援事業 

 

◆事業の趣旨 

 商店街に賑わいと繁栄を取り戻すには、個店づくりの重要性が高まっており、

個店活性化と人材育成を図るとともに、これらの成功事例を周辺商店街等へ波

及させる。 

 

◆事業の概要 

（１）委託先 秋田県商工会議所連合会 

 

（２）実施事業  

①「がんばるお店」支援事業（個店の活性化） 

意欲ある個店 8店舗を選定し、経営コンサルタント等の専門家が個別 

指導を行い、個店の魅カアップを図るとともに、これら個店のネット 

ワーク化を図るための全体会(事業運営委員会)を開催した。 

 

   ②個店魅力アップ実践研修事業（人材育成） 

    県内 6 地区において、魅力ある個店づくりへの課題を出し合い、また

成功例のポイント等を研究することにより、周辺商店街で実践ノウハ

ウを共有し、波及効果を高めた。 

    「まちづくり起店強化モデル店舗事業（H21～H23年度実施）」による個

店指導経験者の気づき・工夫・改善内容等についての事例発表を行い

それを基に地元商店街関係者等との質疑応答・意見交換を行うことで、

他の意欲ある商店街への波及効果を図った。 

    また、個店指導経験者による事例発表の機会を設けることで、発表者

自身の更なる気づきや自信につなげた。 

     

◆秋田市会場 

     開催日：平成 24年 9月 3日（月）13:30～15:00 

     会 場：秋田市北部市民サービスセンター 

     講 師：（有）福島肉店専務取締役 福島智哉氏 

         カフェゼロセカンド副代表 大和道彦氏 

     参加者：25名 

    ◆湯沢市会場 

     開催日：平成 24年 11月 21日（水）13:30～15:00 

     会 場：湯沢グランドホテル 

     講 師：マルサン鞄店 佐藤潤氏 

         和装はきもの・小物加藤代表 加藤真吾氏 

     参加者：21名 

    ◆能代市会場 

     開催日：平成 24年 12月 3日（月）13:30～15:00 

     会 場：能代商工会議所 
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     講 師：（有）福島肉店専務取締役 福島智哉氏 

         カフェゼロセカンド副代表 大和道彦氏 

     参加者：19名 

    ◆大館市会場 

     開催日：平成 24年 12月 12日（水）13:30～15:00 

     会 場：プラザ杉の子 

     講 師：ピーカブー代表 菅原真由美氏 

         和装はきもの・小物加藤代表 加藤真吾氏 

     参加者：20名 

    ◆大仙市会場 

     開催日：平成 25年 1月 23日（水）16:00～17:30 

     会 場：大曲エンパイヤホテル 

     講 師：（有）福島肉店専務取締役 福島智哉氏 

         （有）藤倉商店代表取締役 篠木郁子氏 

     参加者：42名 

    ◆横手市会場 

     開催日：平成 25年 1月 29日（火）13:30～15:00 

     会 場：横手セントラルホテル 

     講 師：（有）藤倉商店代表取締役 篠木郁子氏 

         （株）宮腰蒲団店取締役会長 宮腰重孝氏 

     参加者：18名 

 

   ③フォローアップ事業 

    「まちづくり起店強化モデル事業」での指導店舗 24 店舗（起店分 21

店舗＋鷹ノ巣銀座通り 3 店舗）のフォロー（専門家による指導）を実

施した。 
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取組③：ビジネス世代交代マッチング事業 

 

◆背景・目的 

これまで、県や国が実施した調査事業で「後継者不足」が指摘され、緊急対

策として、平成 23年度に後継者問題を抱える商業者とビジネス新規開拓者との

マッチングを促し、新たなモデルを創出する取組と人材育成を目的とした研修

事業等を新たに実施したことを受け、平成 24年度は引き続き、マッチングを中

心に実施するとともに、次年度以降市町村等地域が事業継承できるような取組

も併せて実施した。 

 

◆事業概要 

（１）委託先 特定非営利活動法人秋田県公的土地評価支援機構 

（２）実施内容 

地域の商店街活性化等への対応として、後継者がいない店舗と新規出店希望

者とのマッチングにより、地域の特性に合った継統的な個店経営のモデルを創

出する。 

① 後継者募集店舗等の登録 

② 専門家によるマーケティングの実施 

③ 出店希望者募集 

④ 課題に対する専門家のアドバイス 

⑤ 市町村や商工団体においてノウハウを継承するための取組 

 

◆平成 24年度実績 

（１）世代交代マッチング事業 

  ① 実施地域 大館市、能代市、秋田市、大仙市、湯沢市 

  ② 新規出店希望者１３件（大館市１０件、湯沢市２件、秋田市１件） 

  ③ マッチング件数 ４件（大館市） 

 

（２）地域承継事業 

  ① セミナー開催（３ヶ所） 

◆1回目 

「さあ！出番だ。これが「本気」のまちづくり」 

日時：平成 24年 6月 26日 18:00～20:00 

場所：秋田市「秋田ビューホテル」参加者 21名 

講師：秋田商工会議所 タウンマネージャー 河村守信 氏 

秋田県公的土地評価支援機構 白沢理事長 

◆2回目 

「さあ！出番だ。これが「本気」のまちづくり」 

日時：平成 24年 7月 29日 18:00～ 20:00 

場所：大仙市「大曲エンパイヤホテル」 参加者 17名 

講師：大曲商工会議所 タウンマネージャー藤沢泰雄 氏 

秋田県公的土地評価支援機構 白沢理事長 
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◆3回目 

「さあ。次は大町だ!」 

日時：平成 24年 8月 22日 18:00～20:00 

会場：秋田市「秋田ビューホテル」 参加者 24名 

講師:（株）ビイト六十 代表 斉藤温文 氏(中小企業診断士) 

 

 

② 関係機関訪間 

「ビジネス世代交代マッチング事業の手引き」を活用し、市及び商工団体 

が継続して取り組む事業として実施出来るようにノウハウを引き継ぐ。 

・湯沢市まるごと売る課、湯沢商工会議所 

・大館市商工観光課、まちづくり推進室、大館商工会議所 

・大仙市商工観光課、大曲商工会議所 

・能代市中心市街地活性化室 
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取組④：卸売業機能強化支援事業 

 

◆事業趣旨 

 卸売業の活性化を図るとともに、中小製造業等他業種の活性化に資するため、

卸売業団体が行う卸売業と他業種との交流機会創出事業に対し、補助する。 

 

◆平成 24年度実績 

卸売業機能強化フォーラム 

手に入れよう。新たな『卸』の羅針盤！ 

― 新しいかぜに向かって！今…そして未来へ ― 

・開催日時：平成 24年 10月 10日（水）午後 13時 30分～ 

・開催場所：秋田キャッスルホテル 

・内  容 

 ①基調講演 

   テーマ『地域卸売業復権へのチャンス』 

～卸売業の明日へのイノベーションとチャレンジの方向を探る～ 

講師：一般社団法人日本卸売協会 副会長（前理事長）宮下正房氏 

②事例発表＆パネルディスカッション 

     コーディネーター：宮下正房氏 

     パネリスト：株式会社サプリコ 代表取締役会長 CEO 秋葉吉秋氏 

           社団法人日本加工食品卸協会 専務理事 奥山則康氏 

           株式会社ヤマダフーズ 代表取締役 山田清繁氏 

           株式会社桑原 代表取締役社長 桑原透氏 

   ③ビジネスマッチング交流会 

  ・参加者 106名 
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②市町村へのヒアリング 
 

１．能代市環境産業部商工港湾課中心市街地活性化室へのヒアリング 

 

１）平成 24年度に実施した県事業 

・街なか商業活性化市町村支援事業 

 

◆事業を実施した理由又は目的 

  ・能代市では老朽化したアーケード撤去後の商店街の景観が中心市街地活 

性化の課題の一つとなっている。 

  ・景観や能代を感じられる街なみで来街者を迎えたい。 

 

◆事業実施内容 

  ・景観対策、後継者不足対策 

   中心市街地における来街者の増加を図るため、商店街の景観改修を行っ 

たり、後継者不足解消に資するため店舗改修等を実施。 

 

◆事業の成果 

・総工事額 17,247,782円  

・市補助額 7,978,339円  

・２７件実施  

・工種内訳（日除けテント６件、外壁９件、内木質化１件、シャッター１７ 

 件、内シャッター アート１件、木製看板２件）  

・建物所有者、店子の景観への意識の変化や店舗への投資意欲（＝商売への 

意欲）が高まった。 

 

◆事業実施した後の問題点や課題 

・商店街の営業店舗数の減少と空き店舗数の増加に、商業者の高齢化や後継

者不足といった問題が加わり、業種が不足し消費者ニーズに対応できず、

商店街の魅力が失われている。 

・空き店舗や未利用地が流動化されず、中心市街地への定住の障害となって

いる。 

・事業実施主体や事業者、地域住民においても、まちづくりを自分の手で行

うという当事者意識が薄いため、事業を実施する際にも活発な議論や合意

形成が困難な状況にある。 

・幅広い世代が住み、中心市街地への居住を促進するため、老朽住宅の建替

えや民間賃貸住宅の供給促進を図るなど良質な住宅供給を進める必要が

ある。 

 

２）平成 24年度に実施した市単独事業 

（１）中心市街地活性化事業 

   ①中心市街地活性化計画の進行管理 



13 

 

②中心市街地活性化協議会の運営 

   ③関係団体の活動支援 

④畠町新拠点の開設・運営（カルチャーセンター事業含む） 

    ⑤歩行者自転車通行量調査 

（２）能代街なか商店街景観改修モデル事業 

（３）能代街なか商業情報発信調査事業（一店逸品） 

（４）市民プラザ事業（運営委託） 

（５）そのほかの担当の事業 

    ・商店街活性化対策事業（商工港湾課） 

    ・空き店舗流動化支援事業（商工港湾課） 

 

 

３）能代市が考える市街地が活性化している状態（イメージ）とは？ 

 

・人口減少・高齢化社会に対応した誰もが暮らしやすい持続可能なまちづくり。 

・「まちの顔」ともいうべき中心部の賑わい回復。 

・地域の伝統や歴史、文化といった地域特性を生かした地域コミュニティーの

再生。 

・日常生活の触れ合いや共同の活動、経験を通して生み出されるお互いの連帯

感や信頼関係に基づき、自分たちが住んでいる地域を自分たちの力で自主的

に住みよくしていこうという活動が活発に行われている。 

・空き店舗等の活用により、創業支援や異業種交流の促進、地域資源を活用し

たビジネスの振興を図り、中心市街地を様々な地域ビジネスが集積する拠点

エリアとする。 

・高齢者が街なかで安全で安心して暮らせるよう、健康づくりの対応や医療・

福祉サービスの充実を図る。 

 

 

４）中心市街地活性化のための各々の役割をどのように考えているか。 

 

（１）秋田県の役割 

・広域的な観点から、中心市街地活性化の方向性や望まれるあり方を明確化す

る。 

・県内の中心市街地の状況を十分把握して、見直し等を行う。 

・国の施策等を十分反映できるように、市町村へ効果的な助言や支援を行う。 

・各市町村の域を超えて影響を及ぼす課題等については、関係市町村からの意

見聴取を行い、広域的な観点から対応する。 

 

（２）市町村の役割 

・まちづくりの方向性・目標を明確にして、地域住民や関係機関と連携して、

中心市街地活性化に取り組む。 

・数値データの収集や現地調査により、中心市街地の状況、地域ニーズを把握
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して、地域の実情にあった施策を検討する。 

・地域住民や関係機関の意見が反映されるような体制づくりを行う。 

・商店街や地域住民の自立を促し、協働して地域全体で自主的な活動に取り組

めるような体制づくりを行う。 

 

（３）商工会議所または商工会の役割 

・国の施策、補助制度等の情報提供を行い、商店街や事業所へ効果的な助言や

支援を行う。 

・個店会員の確保に向けた支援制度 

・数値データの収集や現地調査により、中心市街地の状況、地域ニーズを把握

して、地域の実情にあった施策を検討する。 

・個店会員の確保に向けた支援制度を整備する。 

 

（４）商店街の役割 

・地域住民や消費者ニーズを把握して、相互に情報交換を行いながら必要な対

策の検討し、消費者ニーズに対応した事業を展開する。 

・自立して事業を継続できるよう、相互に連携して事業に取り組む。 

 

（５）個店の役割 

・魅力ある個店にするため、相互に情報交換を行い、消費者ニーズに対応した

事業を展開する。 

・自立して事業を継続できるよう、相互に連携して事業に取り組む。 

・後継者の育成に努める。 

 

  



15 

 

２．秋田市企画財政部企画調整課、商工部商工労働課へのヒアリング 

 

１）平成 24年度に実施した県事業 

・街なか商業活性化市町村支援事業 

 

◆事業を実施した理由又は目的 

  ・補助対象者が実施する事業に対して補助することにより、地域の特色を 

活かした商店街づくりを促進し、商店街の競争力を強化する。 

 

◆事業実施内容 

  ・イベント 

   再開発地区「エリアなかいち」やその周辺商店がイベントを実施し、誘 

客を図る。（仲小路：第 9 回ハロウィーンパレード、駅前広小路：あきた 

エキマエファッションウィーク） 

 

◆事業の成果 

  ・交付対象は 2 件（仲小路：第 9 回ハロウィーンパレード、駅前広小路：

あきたエキマエファッションウィーク）各商店街からは、来街者数・来

店者数の増加や、商店街の PR効果に加え、個店の売上増や新規顧客獲得

といった成果があったとの報告を受けており、商店街におけるにぎわい

創出や個店の増収に対し、貢献できたものと捉えております。 

 

◆事業実施した後の問題点や課題 

  ・上述したような成果が一過性のものとなり、継続的な商店街振興につな

がっていないのではないかとの懸念があります。このため、これからの

商店街のあり方を見据えた、より効果的な支援策を構築する必要がある

と認識しております。 

 

２）平成 24年度に実施した市単独事業 

（１）商店街振興事業補助金 

①商店街街路等電気料補助事業 

   ②商店街共同施設設置事業 

③商店街空き店舗対策事業 

    ④中心市街地商業集積促進事業 

（２）そのほかの担当の事業 

    ◆企画財政部企画調整課 

     ①中心市街地にぎわい創出事業     

     ・中央街区にぎわい創出文化プロジェクト（県文化振興課補助有） 

     ・秋田駅前周辺まちづくりイベント助成金（新規のみ） 

     ・にぎわい交流館イベント助成金 

     ・中心市街地冬期にぎわい創出事業（県秋田地域振興局補助有） 

     ・にぎわい交流館等完成記念式典費用 
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     ・にぎわい交流館定期イベント 

     ・情報コンテンツ更新 

    ◆商工部観光物産課 

     ・秋田市にぎわい交流館指定管理事業 

    ◆秋田市都市整備部都市総務課 

     ・秋田市中心市街地活性化計画 

     ・市街地再開発事業（秋田駅前地区、秋田杉を活かした街並みづく 

り） 

 

３）秋田市が考える市街地が活性化している状態（イメージ）とは？ 

◆基本コンセプト 

千秋公園（久保田城跡）と連携した城下町ルネッサンス（中心市街地活性化） 

・基本方針１：買い物、イベントなどでリピーターの多い街づくり 

・基本方針２：住みやすく、住み続けたいと思える街づくり 

・基本方針３：商業活動に活気ある街づくり 

（秋田市中心市街地活性化基本計画より） 

 

 

４）中心市街地活性化のための各々の役割をどのように考えているか。 
 

（１）県の役割 

再開発完成後の状況において、具体的に考えると 

・新県立美術館を活用した県内外からの集客 

・観光ＰＲによる交流人口の増加 

・中心市街地内の公共施設の連携  

・文化施設などの再整備 

・街路整備 

 

（２）市町村の役割 

・エリアなかいちを核としたにぎわいづくり 

・中心市街地内の公共施設の連携 

・商店街支援、商店街間の連携促進 

・市民のイベント活動支援 

・交通環境の整備 

・今後の街づくりプランの作成(ハード面、ソフト面) 

 

（３）商工会議所や商工会の役割 

・企業のまちづくり活動への参画促進 

・商店街振興、商店街間の連携促進 

・個店のレベルアップ支援(経営指導) 

・今後の街づくりプランの作成(ハード面、ソフト面) 
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（４）商店街の役割 

・魅力的な買い物空間の形成 

・商店街イベントの実施 

・商店街としてのＰＲ 

 

（５）個店の役割 

・消費者に喜ばれる品揃え、サービス提供 

・魅力的な店舗整備 
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３．由利本荘市商工観光部商工振興課へのヒアリング 

 

１）平成 24年度に実施した県事業 

・なし 

 

２）平成 24年度に実施した市単独事業 

（１）空き店舗活用事業 

（２）そのほかの担当課事業 

   ・イベント開催補助事業（商工観光部観光振興課） 

 

３）中心市街地活性化の課題や問題点 

平成１１年に中心市街地活性化基本計画を策定し、活性化の施策を進めてき

ました。計画を基に、拠点施設や街路などの整備は進みましたが、計画の中核

である個店や商店街を取り巻く商業的環境の変化が著しく、計画通りの活性化

には至っていない状況です。 

具体的な問題点としては、個店主及び商店街会員の高齢化と後継者不足が事

業の継承を妨げていること、また、全国的な類に漏れず、郊外型、大型商業施

設の出店が、中心市街地の活性化にはマイナスの影響を及ぼしていると考えて

います。 

 

４）由利本荘市が考える市街地が活性化している状態（イメージ）とは？ 

羽後本荘駅前を通る県道停車場栄町線と、交差する市道由利中央線及び市道由

利橋通り線の３主要路線沿線において、日々個店及び商店街の活発な活動が行

われ、当市の中心、当市の顔として、市域及び市外の人の交流拠点となること

と考えています。 

５）市街地活性化のための各々の役割をどのように考えているか。 

 

（１）県の役割  

 これまで行われている個店や商店街への支援制度や国の制度の周知を継続い

ただきながら、自治体や地域の考え方に対する助言や指導、他自治体の事例の

情報提供といった役割を担っていただきたいと考えています。 

 

（２）市町村の役割  

 中心市街地という主眼点を持ちながら、各個店、各商店街の自主的な活動へ、

人的、財政的な支援をおこなう役割と考えています。 

また、商業担当部署だけでなく、ハード面の整備を所管する建設担当部署や、

市民生活を担当する部署と連携した施策実施が有効と考えています。 

 

（３）商工会議所や商工会の役割  

引き続き、商業の専門家としての視点から、商店や商店街へのフォローアッ

プをお願いしたいと思います。 
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（４）商店街の役割  

個々の商店街の地域特性を活かした事業立案実施による、にぎわい創出の主

役としての役割と考えています。 

 

（５）個店の役割 

個店の収益確保だけにとどまらず、隣接の個店や地域との連携による収益向上

の事業展開をおこなうことで、商店街の活性化、中心市街地の活性化への役割

を担っていただくものと考えています。 
 

 

◆そのほか 

  ・最近は国の補助金が多くみられるが、100％補助はほとんどなく、商店街 

の自己負担が大きい。例えば 1/2 助成の場合、残りの 1/2 を県と市町村 

で補助し、国・県・市町村の補助を合わせて 100％支援するという仕組み

はできないものだろうか。 
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４．男鹿市商工観光商工課へのヒアリング 

 

１）平成 24年度に実施した県事業 

・なし 

 

２）平成 24年度に実施した市単独事業 

（１）空き店舗活用事業 

 

３）中心市街地活性化の課題や問題点 

本市では「中心市街地活性化」については、中心市街地の議論から止まって

いる状態で明確に回答することができません。商店街の活性化や、「賑わい創

造」については、行政でイベント等開催するが、基本的に一過性であり、継続

して賑わうためには、商店街全体、個店自身の魅力アップが課題となってくる

と思われる。 

４）男鹿市が考える市街地が活性化している状態（イメージ）とは？ 

賑わいやふれあいを創出し、魅力ある商店街が形成される。小規模店舗にお

いては、高齢者などの消費者ニーズを的確に捉え進行する高齢者社会に対応す

る商業環境を目指す。※男鹿市総合計画より抜粋 

 

５）中心市街地活性化のための各々の役割をどのように考えているか。 

（１）県の役割 

市町村、商工会、商店街等への支援（補助） 

（２）市町村の役割 

県との調整、商工会、商店街への支援、全体計画の作成 

（３）商工会議所や商工会の役割 

行政との連絡調整、商店街等のまとめ役、補助相談窓口や経営指導 

（４）商店街の役割 

個店のとりまとめ、商店街活性化の計画作成 

（５）個店の役割 

特徴ある個店の形成（魅力ＵＰ） 

 

◆そのほか 

  ・中心市街地の区域を設けていないため、市全域で活用可能となっている。

また、起業支援や家賃補助などは実施されていないのが現状。 

 以前実施した民間業者アンケートの結果に、起業時の支援として賃料の借 

り上げやリフォーム代金よりも、雇用のための人件費補助を希望するもの 

があった。このような対応に市単独では大変難しい。雇用と商工業振興と 

いう垣根を越えて補助できないものか。また、このような、個店意思につ 

いては市では分かりかねることもあり、個店の欲していることは商工会の 

方が状況把握していると思われる。 
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③個店へのヒアリング 
 

１．能代市「大阪屋」へのヒアリング 

 

◆平成 24年度に実施した県事業 

 「がんばるお店」支援事業 

 

◆事業を実施した理由又は目的 

 きっかけは、当時の能代市商工港湾課中心市街地活性化室の室長からのご紹 

介あり応募した。 

 

◆事業実施内容 

東京の全国商店街支援センターの支援事業担当マネージャーから、6 カ月間の 

うち月 1 回 1 時間間程度の指導を合計 6 回受けた。当店は毛糸中心の手芸用品

や婦人服を販売しており、 

「ディスプレーを高く積み上げない。」 

「外から店内が見えるショーウィンドーの活用。」 

「1～2 週間で売り場のレイアウトを変える。」 

「在庫を減らす。」 

「店舗の奥まで誘導する仕掛けをし、客動線を長くする。」 

などといった指導が多数。 

 

◆事業の成果 

指導を受けた半分も、実行できていませんが、手を付けやすいところから、

少しずつ実行している段階であります。 

 まずは、レイアウト、 店内が明るくなり、以前よりは、見やすい店舗にな

ったと、お客様からも言われます。ディスプレイも、間引きしたところ、１年

以上、売れてなかった商品が、セールスなしでお客様がレジに持ってきたとき

は、びっくりしました。外から見やすい店内、入りやすい店頭、など、お客様

の目線を意識して、売り場を作るように、心がけていきたいと思っています。  

 ＭＤに対しても、過剰な期待を込めた仕入を控えて、回転率を上げること、

利益が在庫にならないよう、意識するようになりました。 

 

◆事業実施した後の問題点 

とにかく季節的に時間がなかったため、POP や製品チラシの作成を教えてい

ただいたが、作成が出来なかった。 

 

◆商店主として中心市街地が活性化しているイメージとは。 

簡単に言えば、「元気で活気があり、人が行きかう街」私が学生の頃（約３

５年前）、能代の商店街は行き交う人も多く、店の前や中からはＢＧＭや、売

込みの声が聞こえ、とにかく、にぎやかな街でした。「あの頃のように…」と

は、言いませんが、とりあえず、シャッターが毎朝開いて、たくさんのお客様
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が、何件かはしごしてお買い物を楽しんでいる状態のこと。元気なお店が、集

まっている状態。売り上げが伸びていて、利益がしっかり出ていたら、内装は

もちろん、外観もきれいになり、そんなお店が多くなれば、街並みもきれいに

なると思います。 

 

 

◆中心市街地活性化のための各々の役割はどのように考えているか。 

１）県の役割 

今回の「モデル店舗事業」は、とてもありがたい事業だと感じています。す

べての店舗を、、、とまではいかないと思いますが、続けてほしい事業です。 

 

２）市町村の役割 

 市内で、「この街を何とかしよう」と頑張っている団体はたくさんあると思

います。協議委員会「分科会」などもそうですが、そんな団体を繋げて、まと

めて、もっと合理的な活動をさせることが必要かと思います。また、そのよう

な団体を支援する体制も必要と考えます。 

 

３）商工会議所・商工会の役割 

 「まちゼミ」でも、お世話になりましたが、直接、お客様を呼び込むような

事業は、今後も、継続してほしいです。今回の「モデル店舗事業」のような店

舗指導も、これからますます必要と思います。 

 あまり参加できてはいませんが、講師を呼んでのセミナーも、続けてほしい

ものです。祭りなどのイベントで、もっと街なか（商店街）などと、協力しあ

ってほしいと感じます。 

    

４）商店街の役割 

 各個店、店主の意識改革をしないと、、、と思います。お店に足を運ばせる

には、何をすべきか、危機感を持って取り組まないといけないと思います。こ

の通りは、配達だったり、顧客への卸しだったり、個々に走り回っているお店

が多いのですが、コラボだったり、提携することで、無駄を省き、効果的に動

けると思います。経費の削減にもなりますし、互いの店を宣伝することで、新

規客を獲得できたり、相乗効果はあると感じます。まずは、繋がることが大事

だと感じます。 

 

５）個店の役割 

 「後継者がいないから」とか、「後を継がせたくない」とか、そうゆう意識

を変えて、「この商売は、面白くて儲かって、絶対子供にやらせたい。」って

言えるような店を目指していかないと、、と思います。とにかく自分の店を元

気にすること。固定客、顧客を増やし、ほかの個店と共有できたら、街も、お

店も元気になるのでは、と思います。 
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◆そのほか 

 モデル店舗間の交流は成果発表会のみであった。この支援は「まちゼミ」や

「能代逸品会」で活かしたい。また前年度までのモデル店舗修了生が講師を務

めた能代商工会議所での「個店魅力アップ研修会」は男鹿や大館での取組が意

識改革となった。お金をかけて店を変えたモデル店舗もあったようだが、うち

はお金をかけずに店舗を変えられたことに満足している。 
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２．秋田市「仲小路振興会（食器のさかいだ）」へのヒアリング 

 

◆平成 24年度に実施した県事業 

「街なか商業活性化市町村支援事業」 

 

◆事業を実施した理由又は目的 

今年で 9 回となったハロウィーンパレードは仲小路での毎年恒例のイベント

となっているが、商店街の事業費の負担を補助してもらえるため。 

 

◆事業実施内容 

ハロウィーンパレードのみでなく、1 ヵ月前後を「ハロウィンマンス in 仲小

路」として街全体のにぎわいの長期間化を図る為、パレード以外のイベントも

開催。 

・ハロウィン用エコバック作りワークショップ 

・仮想をポイントとした和服したリメイクショー開催 

・ハロウィンの目玉となるパレード 

・街なかの装飾として、店頭にかぼちゃの展示 

 

◆事業の成果 

参加人数は親子で 860 人（参加時のイベント保険代金にてチェック）。売り

上げ増加の成果は具体的には見えなかったが、商店の販売員が参加者へお菓子

を手渡すことで、コミュニケーションが図られ、更にハロウィンに対する認識

も深まり、イベント等へも協力的であった。 

 

◆事業実施した後の課題や問題点 

仲小路の車道も歩道も市道であるが、コミュニティ道路としての活用のポテ

ンシャルがある。他にも「仲の市」や「女性会の講座」、「イルミネーション」

などの開催も実施しているため、イベントの助成を多く活用したいと考えてい

る。 

 

◆中心市街地が活性化しているイメージとは。 

（個店として） 

一点のみの活性化はあり得ず、いかにして連携のある面での活性化が生まれ

るかにあると考える。地域個々の特徴を生かしつつ、近隣商店街との情報共有

の連携を図る必要がある。 

 

◆中心市街地活性化のための各々の役割はどのように考えているか。 

（個店として） 

まずは商店街が個店情報・希望を拾い上げ、個店との密接な関係をもち、商

店街全体の夢・希望をつくってゆくことが必要と考える。 

 それから県や市への要望をどうするかについては商工会議所との関わりの中

で相談しながら、一つ一つ形にしてゆきたい。 
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 商店街をどうしてゆくか、のビジョンをなかなか示すことが難しいのが現状

で、各々経営に忙しすぎるのも現状である。何とかしなくてはと考え・声にし

てゆく段階で、商工会議所や市に相談しているが、単商店街のみでの行動では

なく、面としての商店街の行動について、より検討する必要がある。もう少し

お互いの情報公開と、それをまとめて会合しあう機会が必要である。（ただ単に

書類での報告会ではなく、現状と問題点を話し合うペーパーレス会合が大事か

とも考える）「求めよ さらば開かれん」の心でとも考えます。 

 

 

◆そのほか 

（個店として） 

平成 24 年度「まちづくり起店強化モデル事業フォローアップ事業」も実施。

１期生だったこともあり、その後に続いた2～4期生の支援事業の際、来店され、

その都度店内をチェックいただき、情報交換が出来た。 

 昨年夏にエリアなかいちがオープンし、仲小路の人の流れが変わり、若い主

婦層が増えたと感じられる。今回の事業を受けて、店内のディスプレーを変え

ることに抵抗感がなくなったため、その層に向けて店内や店先を変えて行こう

と今感じている。 

 1 期生から 4 期生までフランクな交流が出来ればいいと思う。県内の支援を受

けた店主さんともご縁あってお知り合いになったため、情報交換を通じて、感

性の刺激を受けている。 
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市町村ヒアリングまとめ 
 能代市 秋田市 由利本荘市 男鹿市 

秋田県「街なか商

業活性化市町村

支援事業」の該当

事業 

・能代街なか商店街景観改修補

助金 

・商店街振興事業費補助金（商

店街ソフト事業） 

・無し ・無し 

実施した理由・目

的 

アーケード撤去後の商店街の景

観への対策。景観で能代を感じ

られる街づくり。 

補助対象者が実施する事業に対

して補助することにより、地域

の特色を活かした商店街づくり

を促進し、商店街の競争力を強

化する。 

  

実施内容 【景観対策、後継者不足対策】

中心市街地における来街者の増

加を図るため、商店街の景観改

修を行ったり、後継者不足解消

に資するため店舗改修等を実

施。景観対策。後継者不足対策。 

【イベント開催】 

再開発地区「エリアなかいち」

やその周辺商店がイベントを実

施し、誘客を図る。 

  

成果 ・総工事額 17,247,782円  

・市補助額 7,978,339 円  

・２７件実施  

◆工種内訳（日除けテント６件、

外壁９件、内木質化１件、シャ

ッター１７件、内シャッター 

アート１件、木製看板２件） 

・建物所有者、店子の景観への

意識の変化や店舗への投資意

欲（＝商売への意欲）が高ま

った。 

交付対象は 2 件（仲小路：第 9

回ハロウィーンパレード、駅前

広小路：あきたエキマエファッ

ションウィーク） 

各商店街からは、来街者数・来

店者数の増加や、商店街の PR

効果に加え、個店の売上増や新

規顧客獲得といった成果があっ

たとの報告を受けており、商店

街におけるにぎわい創出や個店

の増収に対し、貢献できたもの

と捉えております。 

  

現在の課題・問題

点 

・商店街の営業店舗数の減少と

空き店舗数の増加に、商業者

の高齢化や後継者不足といっ

上述したような成果が一過性の

ものとなり、継続的な商店街振

興につながっていないのではな

平成１１年に中心市街地活性

化基本計画を策定し、活性化の

施策を進めてきました。計画を

本市では「中心市街地活性化」

については、中心市街地の議論

から止まっている状態で明確に
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た問題が加わり、業種が不足

し消費者ニーズに対応でき

ず、商店街の魅力が失われて

いる。 

・空き店舗や未利用地が流動化

されず、中心市街地への定住

の障害となっている。 

・事業実施主体や事業者、地域

住民においても、まちづくり

を自分の手で行うという当事

者意識が薄いため、事業を実

施する際にも活発な議論や合

意形成が困難な状況にある。 

・幅広い世代が住み、中心市街

地への居住を促進するため、

老朽住宅の建替えや民間賃貸

住宅の供給促進を図るなど良

質な住宅供給を進める必要が

ある。 

 

いかとの懸念があります。この

ため、これからの商店街のあり

方を見据えた、より効果的な支

援策を構築する必要があると認

識しております。 

基に、拠点施設や街路などの整

備は進みましたが、計画の中核

である個店や商店街を取り巻く

商業的環境の変化が著しく、計

画通りの活性化には至っていな

い状況です。 

具体的な問題点としては、個

店主及び商店街会員の高齢化と

後継者不足が事業の継承を妨げ

ていること、また、全国的な類

に漏れず、郊外型、大型商業施

設の出店が、中心市街地の活性

化にはマイナスの影響を及ぼし

ていると考えています。 

 

最近は国の補助金が多くみら

れるが、100％補助はほとんどな

く、商店街にとって負担が大き

い。例えば 1/2 助成の場合、残

りの 1/2を県と市町村で補助し、

商店街の負担がなく 100％支援

するという仕組みはできないも

のだろうか。 

回答することができません。商

店街の活性化や、「賑わい創造」

については、行政でイベント等

開催するが、基本的に一過性で

あり、継続して賑わうためには、

商店街全体、個店自身の魅力ア

ップが課題となってくると思わ

れる。 

他の単独事業 （１）中心市街地活性化事業 

①中心市街地活性化計画の進行

管理 

②中心市街地活性化協議会の運

営 

③関係団体の活動支援 

④畠町新拠点の開設・運営（カ

ルチャーセンター事業含む） 

⑤歩行者自転車通行量調査 

（１）商店街振興事業補助金 

①商店街街路等電気料補助事業 

②商店街共同施設設置事業 

③商店街空き店舗対策事業 

④中心市街地商業集積促進事業 

（２）そのほかの担当の事業 

◆企画財政部企画調整課 

①中心市街地にぎわい創出事業     

・中央街区にぎわい創出文化プ

（１）空き店舗活用事業 

（２）そのほかの担当課事業

◆商工観光部観光振興課 

・イベント開催補助事業 

（１）空き店舗活用事業 
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（２）能代街なか商店街景観改

修モデル事業 

（３）能代街なか商業情報発信

調査事業（一店逸品） 

（４）市民プラザ事業（運営委

託） 

（５）そのほかの担当の事業 

・商店街活性化対策事業（商工

港湾課） 

・空き店舗流動化支援事業（商

工港湾課） 

 

ロジェクト（県文化振興課補

助有） 

・秋田駅前周辺まちづくりイベ

ント助成金（新規のみ） 

・にぎわい交流館イベント助成

金 

・中心市街地冬期にぎわい創出

事業（県秋田地域振興局補助

有） 

・にぎわい交流館等完成記念式

典費用 

・にぎわい交流館定期イベント 

・情報コンテンツ更新 

◆商工部観光物産課 

・秋田市にぎわい交流館指定管

理事業 

◆秋田市都市整備部都市総務課 

・秋田市中心市街地活性化計画 

・市街地再開発事業（秋田駅前

地区、秋田杉を活かした街並

みづくり） 

中心市街地活性

化の姿 

・人口減少・高齢化社会に対応

した誰もが暮らしやすい持続

可能なまちづくり。 

・「まちの顔」ともいうべき中心

部の賑わい回復。 

・地域の伝統や歴史、文化とい

った地域特性を生かした地域

コミュニティーの再生。 

・日常生活の触れ合いや共同の

活動、経験を通して生み出さ

れるお互いの連帯感や信頼関

◆基本コンセプト 

千秋公園（久保田城跡）と連携

した城下町ルネッサンス（中心

市街地活性化） 

・基本方針１：買い物、イベン

トなどでリピーターの多い街

づくり 

・基本方針２：住みやすく、住

み続けたいと思える街づくり 

・基本方針３：商業活動に活気

ある街づくり 

羽後本荘駅前を通る県道停車場

栄町線と、交差する市道由利中

央線及び市道由利橋通り線の３

主要路線沿線において、日々個

店及び商店街の活発な活動が行

われ、当市の中心、当市の顔と

して、市域及び市外の人の交流

拠点となることと考えていま

す。 

 

賑わいやふれあいを創出し、魅

力ある商店街が形成される。小

規模店舗においては、高齢者な

どの消費者ニーズを的確に捉え

進行する高齢者社会に対応する

商業環境を目指す。※男鹿市総

合計画より抜粋 
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係に基づき、自分たちが住ん

でいる地域を自分たちの力で

自主的に住みよくしていこう

という活動が活発に行われて

いる。 

・空き店舗等の活用により、創

業支援や異業種交流の促進、

地域資源を活用したビジネス

の振興を図り、中心市街地を

様々な地域ビジネスが集積す

る拠点エリアとする。 

・高齢者が街なかで安全で安心

して暮らせるよう、健康づく

りの対応や医療・福祉サービ

スの充実を図る。 

 

中心市街地活性

化における県の

役割 

１） 秋田県の役割 

・広域的な観点から、中心市街

地活性化の方向性や望まれる

あり方を明確にする。 

・県内の中心市街地の状況を十

分把握して、見直し等を行う。 

・国の施策等を十分反映できる

ように、市町村へ効果的な助

言や支援を行う。 

・各市町村の域を超えて影響を

及ぼす課題等については、関

係市町村からの意見聴取を行

い、広域的な観点から対応す

る。 

１）県の役割 

秋田市の再開発完成後の状況に

おいて。 

・新県立美術館を活用した県内

外からの集客。 

・観光ＰＲによる交流人口の増

加。 

・中心市街地内の公共施設の連

携。 

・文化施設などの再整備。 

・街路整備。 

 

１）県の役割  

 これまで行われている個店や

商店街への支援制度や国の制度

の周知を継続いただきながら、

自治体や地域の考え方に対する

助言や指導、他自治体の事例の

情報提供といった役割を担って

いただきたいと考えています。 

 

１）県の役割 

市町村、商工会、商店街等への

支援（補助） 

 

中心市街地活性

化における市町

２）市町村の役割 

・まちづくりの方向性・目標を

２）市町村の役割 

・エリアなかいちを核とした

２）市町村の役割  

 中心市街地という主眼点を持

２）市町村の役割 

県との調整、商工会、商店街へ
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村の役割 明確にして、地域住民や関係

機関と連携して、中心市街地

活性化に取り組む。 

・数値データの収集や現地調査

により、中心市街地の状況、

地域ニーズを把握して、地域

の実情にあった施策を検討す

る。 

・地域住民や関係機関の意見が

反映されるような体制づくり

を行う。 

・商店街や地域住民の自立を促

し、協働して地域全体で自主

的な活動に取り組めるような

体制づくりを行う。 

にぎわいづくり。 

・中心市街地内の公共施設の連

携。 

・商店街支援、商店街間の連携

促進。 

・市民のイベント活動支援。 

・交通環境の整備。 

・今後の街づくりプランの作成

(ハード面、ソフト面) 

 

ちながら、各個店、各商店街の

自主的な活動へ、人的、財政的

な支援をおこなう役割と考えて

います。 

また、商業担当部署だけでな

く、ハード面の整備を所管する

建設担当部署や、市民生活を担

当する部署と連携した施策実施

が有効と考えています。 

 

 

の支援。全体計画の作成 

 

中心市街地活性

化における商工

会議所または商

工会の役割 

３）商工会議所または商工会の

役割 

・国の施策、補助制度等の情報

提供を行い、商店街や事業所

へ効果的な助言や支援を行

う。 

・個店会員の確保に向けた支援

制度 

・数値データの収集や現地調査

により、中心市街地の状況、

地域ニーズを把握して、地域

の実情にあった施策を検討す

る。 

・個店会員の確保に向けた支援

制度を整備する。 

３）商工会議所や商工会の役割 

・企業のまちづくり活動への

参画促進。 

・商店街振興、商店街間の連携

促進。 

・個店のレベルアップ支援(経営

指導)。 

・今後の街づくりプランの作成。

(ハード面、ソフト面)  

 

 

３）商工会議所や商工会の役割  

引き続き、商業の専門家とし

ての視点から、商店や商店街へ

のフォローアップをお願いした

いと思います。 

 

３）商工会議所や商工会の役割 

行政との連絡調整、商店街等の

まとめ役。補助相談窓口や経営

指導 

 

中心市街市活性

化における商店

４）商店街の役割 

・地域住民や消費者ニーズを把

４）商店街の役割 

・魅力的な買い物空間の形成。 

４）商店街の役割  

個々の商店街の地域特性を活

４）商店街の役割 

個店のとりまとめ、商店街活性
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街の役割 握して、相互に情報交換を行

いながら必要な対策の検討

し、消費者ニーズに対応した

事業を展開する。 

・自立して事業を継続できるよ

う、相互に連携して事業に取

り組む。 

 

・商店街イベントの実施。 

・商店街としてのＰＲ。 

 

 

かした事業立案実施による、に

ぎわい創出の主役としての役割

と考えています。 

 

化の計画作成 

 

 ５）個店の役割 

・魅力ある個店にするため、相

互に情報交換を行い、消費者

ニーズに対応した事業を展開

する。 

・自立して事業を継続できるよ

う、相互に連携して事業に取

り組む。 

・後継者の育成に努める。 

５）個店の役割 

・消費者に喜ばれる品揃え、サ

ービス提供。 

・魅力的な店舗整備。 

５）個店の役割 

個店の収益確保だけにとどまら

ず、隣接の個店や地域との連携

による収益向上の事業展開をお

こなうことで、商店街の活性化、

中心市街地の活性化への役割を

担っていただくものと考えてい

ます。 

５）個店の役割 

特徴ある個店の形成（魅力ＵＰ） 

役割（県、市町村、

商工会議所・商工

会、商店街、個店

それぞれの中心

市街地活性化に

関する役割につ

いて） 

 

 

各市町村の状況によってそれぞ

れ違うと思われますが、秋田市

の状況での私感をお伝えしま

す。一般的な役割もあると思い

ますが、やはり具体的に何をや

るのかが重要になると思いま

す。 
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個店ヒアリングまとめ 
 大阪屋（能代市） さかいだ食器（秋田市） 

秋田県補助を受

けたの該当事業 
・「がんばるお店」支援事業 ・街なか商業活性化市町村支援事業 

実施内容 全国商店街支援センターの支援事業担当マネージャーより 6

カ月間計 6 回の指導を受けた。 

ハロウィーンパレードのみでなく、1 ヵ月前後を「ハロウィン

マンス in 仲小路」として街全体のにぎわいの長期間化を図る

為、パレード以外のイベントも開催。 

・ハロウィン用エコバック作りワークショップ 

・仮想をポイントとした和服したリメイクショー開催 

・ハロウィンの目玉となるパレード 

・街なかの装飾として、店頭にかぼちゃの展示 

成果 指導を受けた半分も、実行できていませんが、手を付けやす

いところから、少しずつ実行している段階であります。 

 まずは、レイアウト、 店内が明るくなり、以前よりは、見

やすい店舗になったと、お客様からも言われます。 

ディスプレイも、間引きしたところ、１年以上、売れてなかっ

た商品が、セールスなしでお客様がレジに持ってきたときは、

びっくりしました。 

 外から見やすい店内、入りやすい店頭、など、お客様の目線

を意識して、売り場を作るように、心がけていきたいと思って

います。  

 ＭＤに対しても、過剰な期待を込めた仕入を控えて、回転率

を上げること、利益が在庫にならないよう、意識するようにな

りました。 

 

 参加人数は親子で 860 人（参加時のイベント保険代金にて

チェック） 

 売り上げ増加の成果は具体的には見えなかったが、商店の販

売員が参加者へお菓子を手渡すことで、コミュニケーションが

図られ、更にハロウィンに対する認識も深まり、イベント等へ

も協力的であった。 

 

課題・問題点 季節的にお店の繁忙期と重なり、指導を受けたことが実践でき

ないこともあった。 

 

中心市街地活性

化の姿 

簡単に言えば、「元気で活気があり、人が行きかう街」 

 私が学生の頃（約３５年前）、能代の商店街は、行きかう人

も多く、店の前や中からはＢＧＭや、売込みの声が聞こえ、と

にかく、にぎやかな街でした。 

「あの頃のような、、」とは、言いませんが、とりあえず、シ

一点のみの活性化はあり得ず、いかにして連携のある面での活

性化が生まれるかにあると考える。地域個々の特徴を生かしつ

つ、近隣商店街との情報共有の連携を図る必要がある。 
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ャッターが毎朝開いて、たくさんのお客様が、何件かはしごし

てお買い物を楽しんでいる状態のこと。 

 元気なお店が、集まっている状態。売り上げが伸びていて、

利益がしっかり出ていたら、内装はもちろん、外観もきれいに

なり、そんなお店が多くなれば、街並みもきれいになると思い

ます。 

役割（県、市町村、

商工会議所・商工

会、商店街、個店

それぞれの中心

市街地活性化に

関する役割につ

いて） 

１）県の役割 

今回の「モデル店舗事業」は、とてもありがたい事業だと感じ

ています。すべての店舗を、、、とまではいかないと思います

が、続けてほしい事業です。 

    

２）市町村の役割 

市内で、「この街を何とかしよう」と頑張っている団体はたく

さんあると思います。協議委員会「分科会」などもそうですが、

そんな団体を繋げて、まとめて、もっと合理的な活動をさせる

ことが必要かと思います。また、そのような団体を支援する体

制も必要と考えます。 

 

３）商工会議所・商工会の役割 

「まちゼミ」でも、お世話になりましたが、直接、お客様を呼

び込むような事業は、今後も、継続してほしいです。今回の「モ

デル店舗事業」のような店舗指導も、これからますます必要と

思います。あまり参加できてはいませんが、講師を呼んでのセ

ミナーも、続けてほしいものです。祭りなどのイベントで、も

っと街なか（商店街）などと、協力しあってほしいと感じます。 

    

４）商店街の役割 

各個店、店主の意識改革をしないと、、、と思います。お店に

足を運ばせるには、何をすべきか、危機感を持って取り組まな

いといけないと思います。この通りは、配達だったり、顧客へ

の卸しだったり、個々に走り回っているお店が多いのですが、 

コラボだったり、提携することで、無駄を省き、効果的に動け

まずは商店街が個店情報・希望を拾い上げ、個店との密接な

関係をもち、商店街全体の夢・希望をつくってゆくことが必要

と考える。 

 それから県や市への要望をどうするかについては商工会議

所との関わりの中で相談しながら、一つ一つ形にしてゆきた

い。 

 商店街をどうしてゆくか、のビジョンをなかなか示すことが

難しいのが現状で、各々経営に忙しすぎるのも現状である。何

とかしなくてはと考え・声にしてゆく段階で、商工会議所や市

に相談しているが、単商店街のみでの行動ではなく、面として

の商店街の行動について、より検討する必要がある。もう少し

お互いの情報公開と、それをまとめて会合しあう機会が必要で

ある。（ただ単に書類での報告会ではなく、現状と問題点を話

し合うペーパーレス会合が大事かとも考える） 

「求めよ さらば開かれん」の心でとも考えます。 
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ると思います。 経費の削減にもなりますし、互いの店を宣伝

することで、新規客を獲得できたり、相乗効果はあると感じま

す。まずは、繋がることが大事だと感じます。 

 

５）個店の役割 

「後継者がいないから」とか、「後を継がせたくない」とか、

そうゆう意識を変えて、「この商売は、面白くて儲かって、絶

対子供にやらせたい。」って言えるような店を目指していかな

いと、、と思います。とにかく自分の店を元気にすること。固

定客、顧客を増やし、ほかの個店と共有できたら、街も、お店

も元気になるのでは、と思います。 
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４ ワークショップによるアンケート・ヒアリングの分析（まとめ） 
日時 平成 24 年 11 月 4 日（月祝）13:30～16:00 

場所 畠町新拠点（能代市畠町） 

 

 

平成 24 年度 秋田県産業労働部商業貿易課「中心市街地の活性化」実施取組 
①街なか商業活性化市町村支援事業 
 

【概要】中心市街地活性化の計画を策定している市町村が実施する、創意工夫ある商業振興の取組に対して県が補助する。 

 

【参考資料】「平成 24 年度 街なか商業活性化市町村支援事業 実績一覧」 

 

【事務局から説明】 

 主な事業内容 

 ①県は市町村の主体的な取組を支援。 

②新法基本計画の策定および策定予定の市町村へ支援を優遇。 

③実際は新・旧両基本計画に準じる独自計画を有する市町村や、未検討の市町村も活用されている。 

④今年度は、賑わい創出のための地域の「活性化」と、リニューアル等の活用も可能な「後継者対策」のための取組へ支援。 

 ⑤「活性化」と「後継者対策」の 2 種類を活用した市町村も見受けられた。 

⑥市町村における中心市街地活性化（賑わい創出等）のための取組はさまざま。 

 ⑦中心市街地活性化の区域がない市町村もある。 

 

【参考：主な市町村の「中心市街地活性化」の取組】 

◆能代市 平成 24 年度実施取組 

担当課 事業名 

県補助金対象事業に○ 

（それ以外の県補助金活用の

場合は、その担当課） 

能代市環境産業部商工港湾課 

中心市街地活性化室 

・中心市街地活性化事業 

（中心市街地活性化計画の進行管理、中心市街地活性化協議会の運
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営、関係団体の活動支援、畠町新拠点の開設・運営（カルチャーセ

ンター事業含む）、歩行者自転者交通量調査） 

・能代街なか商店街景観改修モデル事業  

・能代街なか商店街景観改修補助金 ○ 

・能代街なか商業情報発信調査事業（一店逸品）  

・市民プラザ事業（運営委託）  

能代市環境産業部商工港湾課 
・商店街活性化対策事業  

・空き店舗流動化支援事業  

 

◆秋田市 平成 24 年度実施取組 

担当課 事業名 

県補助金対象事業に○ 

（それ以外の県補助金活用の

場合は、その担当課） 

秋田市企画財政部企画調整課 

・中央街区にぎわい創出文化プロジェクト （県文化振興課） 

・秋田駅周辺まちづくりイベント助成金（新規のみ）  

・にぎわい交流館イベント助成金  

・中心市街地冬期にぎわい創出事業 （秋田地域振興局） 

・にぎわい交流館等完成記念式典費用  

・にぎわい交流館定期イベント（サポーター委託料）  

・情報コンテンツ更新  

秋田市商工部商工労働課 

・商店街振興事業費補助金（商店街ソフト事業） ○ 

・商店街振興事業費補助金（商店街街路灯等電気料補助事業）  

・商店街振興事業費補助金（商店街共同施設設置事業）  

・商店街振興事業費補助金（商店街空店舗対策事業）  

秋田市商工部観光物産課 ・秋田市にぎわい交流館指定管理事業  

秋田市都市整備部都市総務課 

・秋田市中心市街地活性化計画  

・市街地再開発事業 

（秋田駅前地区、秋田杉を活かした街並みづくり） 
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◆由利本荘市 平成 24 年度実施取組 

担当課 事業名 

県補助金対象事業に○ 

（それ以外の県補助金活用の

場合は、その担当課） 

由利本荘市商工観光部商工振興課 ・空き店舗活用事業  

由利本荘市商工観光部観光振興課 ・イベント開催補助事業  

 

◆男鹿市 平成 24 年度実施取組 

担当課 事業名 

県補助金対象事業に○ 

（それ以外の県補助金活用の

場合は、その担当課） 

男鹿市観光商工課 ・空き店舗活用事業  

 

◆市町村からの主なご意見（県に望むこと等） 

 ・市町村はそれぞれの事情と現場を抱えているため、柔軟に支援いただけたら助かる。 

 ・市町村との意見交換を通して、弾力的な制度運用を。 

 ・助成や補助制度が多く見られるが、100％助成は少ない。多くの商店街は後継者不足や空店舗増加のため資金難であるため 

  国や市町村の補助金等と併用可能な制度はできないものか。 

 ・市町村よりも商工会の方が、個店の事情をよく知っている。 

 ・以前実施したアンケートによると、賃料やリフォーム補助よりも人件費補助を希望する声があった。 

・活用する側の使い勝手が 

・市単独で支援することは難しい。 

 ・県の補助は予算が少ない。  そのほか 

◆ワークショップで出たご意見 

・実績一覧を見た限りでは、単発のイベントに補助していることが多いと思われる。 

・賑わい創出や集客を目的とした単発イベントだけではなく、商店が商売を成り立たせるための定期的な勉強会開催への支援があっ

てもいいのではないか。 

・湯沢市の「修理ができるお店紹介」の取組内容がとても気になる。 

・県の事業目的にあった内容に支援されているのかを、事後に意見交換を。 

・同事業は、今年度（25 年度）からハード面の支援が活用できなくなった。 
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②地域商店街モデル店舗支援事業 

１）「がんばるお店」支援事業（個店の活性化） 

【概要】意欲ある個店 8 店舗を選定し、経営コンサルタント等の専門家が個別指導を行い、個店の魅力アップを図るとともに、これら個店

のネットワーク化を図るための全体会（事業運営委員会）を開催した。 

【参考資料】別紙２「地域商店街モデル店舗支援事業・がんばるお店支援事業 モデル店舗一覧」 

 

２）個店の魅力アップ実践研修事業（人材育成） 

【概要】県内 6 地区において、魅力ある個店づくりへの課題を出し合い、また成功事例のポイント等を研究することにより、周辺商店街で

実践ノウハウを共有し、波及効果を高めた。 

 【参考資料】個店魅力アップ研修会チラシ 

 

３）フォローアップ事業 

【概要】「まちづくり起店強化モデル事業（平成 21～23 年度実施）」での指導店舗 24 店舗（起店分 21 店舗＋鷹ノ巣銀座通り 3 店舗）のフ

ォロー（専門家による指導）を実施した。 

【参考資料】別紙３「まちづくり起店強化モデル事業『儲かる店舗成功モデル事業』一覧」 

 

 

【主なヒアリング内容を事務局より説明】 

 ・県担当課（産業労働部商業貿易課）からのヒアリング内容。 

・「がんばるお店」支援事業（個店の活性化）モデル店舗からのヒアリング内容。 

  （当日参加者に支援事業を受けた商店主の方が参加されていたため、事業内容を簡単に紹介していただいた。） 

・フォローアップ事業の指導店舗からのヒアリング内容。 

 

 

◆ワークショップでの主なご意見。 

・これはいい事業。 

 ・それぞれの個店へ効果が見られたのではないか。 

・支援を受けたかった。 

・平成 21～23 年度までのモデル事業の報告書はあるが、平成 24 年度は作成されなかったのか。 

・地域にモデル店舗があるのならば、お話しを伺いたい。 
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・個店の魅力アップ研修会は実践者が講師となり、大変参考になった。 

・個展の魅力アップ研修会が実施されたことを知らなかった。行きたかった。 

・冊子にするだけではなく、パワーポイント等を活用した「まちの勉強会」として話しを伺える機会があればいい。 

・ビフォーアフターの見える化を。 

・今後の支援はないのか？ 

・なぜ今年度は継続されなかったのか。 

 

 

 

③ビジネス世代交代マッチング事業 

【概要】後継者不足により閉鎖している店舗とビジネス新規開拓者とのマッチングを行うとともに、若年者の就業体験を行うための職

員を雇用し、事業を実施する。 

【参考資料】・事業推進者と新規出店希望者のためのビジネス世代交代マッチング事業の手引き 

・地域承継事業 セミナーチラシ（3 ヶ所） 

【事務局の説明】・県担当課（産業労働部商業貿易課）からのヒアリング内容。 

 

◆ワークショップでの主な意見 

・空店舗のマッチングは簡単には進まない。 

・5 カ所の実施地域の中で、能代市と大仙市は全く結果がなかったのは残念。原因は何か？ 

・大館市は支援員が商店街に駐在したから結果へとつながった。 

・実施地域それぞれに支援員がいたら効果があったのでは。 

・冊子は参考となるが、冊子にしたからといって実践できるものではない。継承するための機能はないのか。 

・課題解決のためのいい取組だったのに、なぜ 2 カ年度で終了か？費用対効果がなかったのか？ 

・数字の結果に表れなくても課題解決の方向性が見えたはず。この事業を総括すべき。 
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④卸売業機能強化支援事業 

【概要】卸売業の活性化を図るとともに、中小製造業等他業種の活性化に資するため、卸売業団体が行う卸売業と他業種との交流機 

会創出事業に対し、補助する。 

【参考資料】・卸売業機能強化フォーラム チラシ 

【事務局の説明】・県担当課（産業労働部商業貿易課）からのヒアリング内容 

 

◆ワークショップの意見 

・卸センターだけが対象なのか？ 

・IT 活用した卸売業で、ビジネスをしている人が身近にいる。 

・卸売業のスタイルが変わってきている。 

・卸売業と小売業が一緒になってきている。 

・ 
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ワークショップのまとめ 

 必 要 性 有 効 性 効 率 性 改善・要望 

取組① 

街なか商業活性化市町村支援事

業 
○ ○ ○ 

 

・賑わい創出だけの単発イベントだけではなく、

市町村が実施している取組の中から幅広く活用

できる取組へ支援してもいいのではないか。 

・他の補助金との併用ができないものか。 

・補助金が人件費に使えないものか。 

 

取組② 

地域商店街モデル店舗支援事業 ○ ○ ○ 

 

・指導を受けた店舗では有益なアドバイスだっ

た。当事者はそれが中心市街地に商店街の活性化

のための事業だとは思っていないという声があ

ったが、商店街に新しい動きの波及効果も見受け

られている。 

 

取組③ 

ビジネス世代交代マッチング事

業 
○ △ △ 

 

・緊急雇用を活用した事業であったので、2 カ年

で終了することに理解できるが、事業の専門性が

高いため、継続的に事業実施する必要があると思

われた。 

・マッチングした後のフォローアップがどのよう

にされているのかが、わからない。 

 

取組④ 

卸売業機能強化支援事業 ○ △ △ 
・卸センターだけの支援にとどまっているように

思われる。 
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６ 評価結果 
 

●評価の対象となる施策 

・計  画  名 ：ふるさと秋田元気創造プラン 

・戦  略  名  ：新たな生活圏の創造 

・プロジェクト名：街なかの活性化による賑わいの再生 

・施策の方向性 ：中心市街地の活性化 

 
 

平成 25年度秋田県外部評価結果 
 

概ね評価できる 
 

 

評価理由 

評価 理由 

取組①街なか商業活性化市町

村支援事業 

実施目的：人口減少・超高齢化

社会が到来する中、まちの顔や

セーフティネットとしての中心

市街地の再生による魅力あるま

ちづくりを進めるため、中心市

街地の商業活性化に向けて、意

欲と創意工夫ある取組を市町村

と一体となった柔軟な補助制度

により支援するとともに、全県

の商店街を対象とした指導事業

を実施する。 

「概ね評価できる」 

 

 

商店等が主催する中心市街地活性化事業に対して、県が

補助することは有効。全県の特色ある賑わいの創出に活用

されている。 

市町村支援という観点においては、県には市町村からの

意見をもっと積極的に取り入れ、各市町村が実施している

中心市街地活性化のための重点取組へ支援するといった

柔軟な対応を求めたい。 

また、商店等の自己負担の軽減について考慮するなら

ば、市町村への事業費補てんから、市町村と併用できる補

助への見直しも検討されてはどうか。 

取組②地域商店街モデル店舗

支援事業 

事業目的：商店街に賑わいと繁

栄を取り戻すには、個店づくり

の重要性が高まっており、個店

活性化と人材育成を図るととも

に、これらの成功事例を周辺商

店街等へ波及させる。 

 

「概ね評価できる」 

 

個店が経営コンサルタントから直接指導を受けられた

ことは全国的にも先進事例。採択された個店の経営者が全

県のセミナーにおいて講師を務めたことも事業が効果的

であり、指導を受けた個店には、今後の各商店街における

中心的な活躍が期待される。 

県には今後もやる気のある個店への支援が望まれ、ま

た、個店の経営者からは過去に採択された個店間同士の交

流や講師としてのセミナー開催の継続を求める声が見受

けられた。 

 

取組③ビジネス世代交代マッ

チング事業 

事業目的：これまで、県や国が

実施した調査事業で「後継者不

足」が指摘され、緊急対策とし

 

どの市町村においても「空き店舗」や「後継者対策」が

重要課題とされていることから、この事業の必要性は高

い。現在、市町村も具体的な方策を見出せていない状況な

らば、本格的に事業を取組む市町村へ手厚く補助すること
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て、平成 23 年度に後継者問題を

抱える商業者とビジネス新規開

拓者とのマッチングを促し、新

たなモデルを創出する取組と人

材育成を目的とした研修事業等

を新たに実施したことを受け、

平成 24年度は引き続き、マッチ

ングを中心に実施するととも

に、次年度以降市町村等地域が

事業継承できるような取組も併

せて実施した。 

 

「もう少し工夫が必要」 

 

も検討されてはいかがか。 

今回の実施では、一地域においては成果が見受けられ、

それを他地域へ波及する方法を是非検証していただきた

い。それが市町村事業のモデルケースとして活用されるこ

とが望まれる。 

マッチング事業は容易にできることではない。県の結婚

支援事業のように、多くの主体と協働し、各地域で実施さ

れることが有効ではないだろうか。 

取組④卸売業機能強化支援事

業 

事業目的：卸売業の活性化を図

るとともに、中小製造業等他業

種の活性化に資するため、卸売

業団体が行う卸売業と他業種と

の交流機会創出事業に対し、補

助する。 

 

「もう少し工夫が必要」 

 

卸売業の機能強化の取組としてフォーラム開催だけに

留まらず、秋田県内の個店や商店街が求めている卸売業の

役割とは何なのかを見極める必要性があると思われる。 

フォーラムを開催するだけで、効果が表れているのかわ

かりにくい。 

 


