平成 26 年度「まちプロデュース活動支援事業（人材育成事業）」

長期実地研修募集要項
平成 26 年 7 月 18 日
株式会社 野村総合研究所
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１．研修のねらい
長期実地研修は、タウンマネージャーやまちづくりのリーダーとなることを目指す若
手・中堅の方々を対象として、全国各地の先進的なまちづくり会社等における実務体験機
会を提供するインターンシップ研修です。
各地で活躍しているタウンマネージャー等とまちづくりの現場を経験、体感する機会を
通じて、参加者に実践的なまちづくりの考え方やまちづくりの手法を身につけていただき、
まちづくりの中核人材として活躍していただくことをねらいとしています。

２．研修対象者と受講地域
2.1 研修の対象者



まちづくり会社、商工会議所等に所属し、今後のまちづくり分野でリーダーシップを発揮
することが期待されている人材や、タウンマネージャーとして将来的なステップアップを
目指している若手・中堅の人材を対象といたします。

2.2 各地域の受講者数


参加者同士の議論を通じ、経験を深められるよう、各地域原則 2 名の参加を予定していま
す。

2.3 研修テーマと受入地域



今年度の研修は、下記のテーマ設定のもと、5地域で実施いたします。
テーマ
地域
地域・講師
開催時期
主な募集対象者
多様な主体の巻
き込み、行政と
の連携を通じた
まちづくり
開発、施設整備
を含むまちづくり
会社の運営

青森県
青森市

長野県
飯田市
滋賀県
長浜市

仕組みづくりを
通じた自立した
まちづくり会社
の運営

石川県
金沢市
大分県
大分市

青森新町商店街振興組合
副理事長
㈲PMO 代表取締役社長
加藤 博 氏
㈱飯田まちづくりカンパニー
取締役事業部長
三石 秀樹 氏
長浜まちづくり㈱）
コーディネーター
吉井 茂人 氏
㈱金沢商業活性化センター
ゼネラルマネージャー
高本 泰輔 氏
㈱大分まちなか倶楽部
タウンマネージャー
牧 昭市 氏
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 経験等が少なくても中心市街
地・商店街の存在価値を理解
し、一生懸命・熱意をもって取り
組もうとしている方 等
10 月 29 日（水）  開発としてのハード、それをサポ
～11 月 1 日（土）
ートするソフト事業について学び
たい方 等
10 月 1 日（水）  チャレンジ精神が旺盛な方（経
～4 日（土）
験は問わない） 等
10 月 2 日（木）
～5 日（日）

11 月 4 日（火）
～7 日（金）

 まちづくり会社の 20 代～30 代の
正社員の方 等

10 月 15 日（水）  女性による街の経営の実践に関
～18 日（金）
心があり、自ら取り組みたい方
等

2.4 研修の構成と内容


研修は、①事前集合研修、②現地個別研修、③事後集合研修から構成いたします。ま
た、希望者については、受講生地域におけるフォローアップ研修を行います。
①事前集合研修



研修期間：平成 26 年 9 月 3 日（水）～5 日（金） 2 泊 3 日
開催地 ：NRI 丸の内総合センター（詳細はホームページをご覧ください）
日時

9月3日
（水）

内容

13:00-13:30
13:30-15:00

■オリエンテーション＋受講者自己紹介
■講義＋質疑
「これからのタウンマネジメント（仮）」

15:00-15:15
15:15-16:45

休憩
■講義＋質疑
「まちづくりのための事業戦略・事業計画論
（仮）」
■講義＋ディスカッション・質疑
「改正中心市街地活性化法と補助制度の使い
方」

16:45-18:00

18:30 -

担当者・場所等
事務局
流通科学大学
特任教授
石原 武政 氏
高松丸亀町商店街振興組合
理事長
古川 康造 氏
経済産業省

■交流会（自由参加）
講師にも参加していただき、まちづくりに限ら
ず、参加者同士の様々な情報交換の場としてい

9月4日
（木）

9月5日
（金）

9:00-10:30

ただきます。
■講義＋質疑
「まちづくりのための統計の使い方・作り方
（仮）」

10:30-10:45
10:45-12:15

休憩
■講義＋質疑
「まちづくり会社の財務諸表入門（仮）」

12:15-13:15
13:15-15:15

昼食
■グループワーク
「入門フレームワーク（仮）」

15:15-15:30
1530-17:00

休憩
■講義＋ディスカッション
「中心市街地活性化のポイントとタウンマネージ
ャーの役割（仮）」

9:00-12:00

■ワークショップ
「タウンマネージャーに求められる人材要件と
は」
・自分のまちの強み・弱み・機会・脅威
・人材要件の抽出、類型化
・研修に向けた行動宣言
昼食
発表・ディスカッション ※適宜、休憩
講評・派遣研修の留意点

12:00-13:00
13:00-15:00
15:00-15:30

マ ネ ジ メ ン ト オ フ ィ ス HARADA
代表
原田 弘子 氏
長浜まちづくり㈱
コーディネーター
吉井 茂人 氏
野村総合研究所

青森県新町商店街振興組合
副理事長
㈱PMO 代表取締役社長
加藤 博 氏
野村総合研究所
青森県新町商店街振興組合
副理事長
㈱PMO 代表取締役社長
加藤 博 氏
研修生
加藤氏、野村総合研究所

※9 月 3 日、4 日は、座学のみの受講生（座学研修受講生）と合同の研修となります。
※プログラムの時間割は変更の可能性があります。
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②現地個別研修
（講師地域）受講生が先進地域において研修


研修期間：平成 26 年 10 月～11 月の 3 泊 4 日程度（受入先によって異なります）



研修内容（一例）


オリエンテーション（自己紹介、課題設定）



研修地域における取り組みへの参加（タウンマネージャー等への随行）



研修地域の取り組みの学習と改善策の提案



受講生の地域の課題の共有、解決策の検討



ディスカッション



研修レポートの作成

等

※

研修内容の詳細は、後述の参考資料をご参照ください。

※

研修内容は、受け入れ先の都合により、変更となる場合があります。また、受講者決
定後に、受講者の興味・関心に応じて内容を調整いたします。

③事後集合研修


研修期間：1 日（平成 26 年 12 月に予定）



開催地 ：東京



研修内容


研修成果を踏まえたまちづくり構想の報告



講師からの講評

2.5 全体スケジュール
時期
7 月 18 日（金）
8 月 1 日（金）13:00
8 月 15 日（金）まで
9 月 3 日（水）～9 月 5 日（金）
10 月～11 月
12 月以降
※

事項

 公募開始
 公募締切
 受講者の決定、通知
 事前集合研修（2 泊 3 日）/交流会
 現地個別研修（3 泊 4 日）
、研修レポートとりまとめ
 事後集合研修/交流会（１日）
 成果の街元気サイトでの紹介
希望者については、講師が受講生地域を訪問し受講者の地域課題に即した指導を行うフォ
ローアップ研修（1 泊 2 日）を実施します（実施する場合は年度内）
。
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３．応募・受講に当たっての条件
3.1 募集対象者


若手・中堅であること



中心市街地活性化やまちづくりに関する基本的な知識・実務経験があり、現在、中心
市街地活性化やまちづくりに熱意を持って取り組んでいること

3.2 受講料等


受講料は無料です（ただし研修場所への往復交通費及び研修期間中の滞在費（宿泊費
等）、交流会会費（1 人 4,500 円程度）は、各自でご負担ください）。

3.3 研修への参加


全ての研修プログラム（事前集合研修、現地個別研修、事後集合研修）への参加を予
定いただきますよう、お願いいたします。



現地個別研修の派遣期間及び期間中の日程は、参加決定後、受講者及び派遣元機関（受
講者が所属するまちづくり会社、商工会議所等）と受入機関との間で調整の上で、最
終的に決定いたします。



現地個別研修において、夜間・土日の会議等が開催される場合、受講者は出席するこ
とを原則といたします。こうした場合を含め、研修期間中の残業の取扱いは、受講者
と派遣元機関との間の雇用契約等により解決していただくものといたします。

3.4 守秘義務等


本研修では、派遣元機関と受入機関との間で、下記の内容の守秘義務・賠償等に関す
る覚書を結ぶものといたします。


受講者が期間中に知り得た情報の取扱いについては、受入機関担当者の指示に従
っていただきます。また、派遣元機関は、受講者に守秘義務を遵守させるものと
いたします。



事故等により受講者が負った傷害、受入機関や第三者に与えた損害等に対する補
償等については、派遣元機関において補償するものといたします。
派遣研修の枠組み
受入機関
研修講師
調整

研修指導

研修受講者

研修受講者派遣
守秘義務
損害補償

雇用契約
労災・労務管理

研修応募
街元気事務局
参加者選定
委託契約

経済産業省
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派遣元機関

3.5 研修中の活動・成果の公開


研修終了後、研修体験に関する報告書を作成していただきます。報告書は本事業の成
果として経済産業省が活用、公表することがあります。



研修期間中の写真は、本研修の報告と広報のため、街元気サイトで公開することがあ
ります。また、希望する方には、本研修の体験談や成果を街元気サイト上で発信する
機会をご提供いたします。

４．応募方法・募集期間


別紙応募書類（各地域の研修概要ページ（後述）からダウンロードできます）に記入
の上、本要項「８．書類提出先およびお問い合わせ先」に記載の街元気事務局あてに、
E メールまたは FAX でお送りください。送信後、3 営業日以内に受信確認の返信がな
い場合は、お手数ですがご連絡をお願いいたします。



応募に当たっては、派遣希望先地域を明示してください。希望先地域は、第 3 希望ま
であげていただけます（ご希望に添えない場合もあります）
。



応募書類は、平成 26 年 8 月 1 日（金）13:00 必着でお送りください。

５．選考方法と結果のご連絡


本研修の受講者は、応募書類の記載内容に基づき、経済産業省及び受入機関の意向を
踏まえて決定いたします。主な選考ポイントは以下のとおりです。





全研修プログラムに参加可能であること



研修受講により期待される効果が大きいこと



派遣希望先と学びたい内容の適合していること

派遣先地域は、応募書類に記載していただいた地域を中心に、受入機関ご担当者及び
経済産業省の意向を踏まえ、決定させていただきます。派遣先地域については、必ず
しもご希望に添えない場合があります。



8 月 15 日（金）までに、街元気事務局（野村総合研究所）から派遣元機関（所属まち
づくり会社、商工会議所等）等に対して連絡いたします。研修内容の詳細等について
は、参加決定後に、個別にご案内いたします。

６．災害時等の対応


災害発生等により、研修の開催が困難と判断される際は、事前にご連絡させていただ
きます。
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７．地域別研修内容
地域名

講師

研修内容（予定）

青森県

青森市新町商店街

青森市は、「人と環境にやさしいコンパクトシティの形成」を

青森市

振興組合副理事長

都市づくりの基本的な考え方に掲げ、わが国の「コンパクトシ

(有)PMO 代表取締

ティ」のトップランナーとして中心市街地の活性化や公共交通

役社長

の活性化、郊外開発の抑制を柱として走り続けてきました。

加藤 博 氏
コンパクトシティの核となる「ウォーカブルタウン（遊歩街）」
として位置づけられた中心市街地では、まちなか居住の促進や、
市民、観光客の交流機能の強化などの活性化策が継続的に実施
されています。中心市街地活性化基本計画では、第１期の｢創造｣
から、第 2 期では｢確立｣にステップアップを目指しています。
特に 2010 年の東北新幹線新青森駅開業にあわせて、ウォーター
フロントゾーンの整備、新たな交流拠点づくりとともに、新名
物「のっけ丼」や、市民サポーターによるまちなか案内｢あおも
り街てく｣など、地元の魅力を磨き、伝えるソフト面の取り組み
が育っています。
今回の青森市現地研修では、中心市街地活性化で中心的役割を
担っている加藤博さんを講師として、｢青森市まちづくりあきん
ど隊朝会議｣、｢タウンマネジメント会議｣など行政・民間の多様
な関係者が緊密な連携をとって中心市街地活性化に取り組む会
議や、｢新町ハロウィン会議｣など具体的な事業実施に向けた会
議を体感していただきます。





青森市新町商店街および関連組織のマネジメントの
仕組み・業務の説明
日々のマネジメント、事業の企画・運営の紹介
（随行、懇談・討議、業務遂行への参加）
青森市のまちづくりの取り組み紹介
（関係者ヒアリング、会議傍聴、イベント補助）
イベント参加 等

多様な主体の巻き込み方、行政との連携を通じたまちづくりに
ご関心のある皆様、特にまちづくりに対する情熱と信念を持ち、
中心市街地活性化に取り組みたいとお考えの皆様のご参加を心
よりお待ちしております。
【ご参考】青森市現地研修レポート（2012 年 9 月 16 日～ 19 日開催）
https://www.machigenki.jp/116/k-1692
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【青森市プログラム（予定）】
月・日・曜日
10 月 2 日（木）

10 月３日（金）

10 月 4 日（土）

10 月 5 日（日）

時 間

内

容

13:00-

集合・ガイダンス

13:45-

東北地域中活協交流会（シンマチキューブ）

15:10-

青森市中心市街地視察（中活関係者案内）

18:00-

懇親交流会（会費￥４０００）

19:30-

パサージュバル（２次会交流）

9:00-

中活協交流会シンポ→学生参画を促す街づくり

13:00-

郊外大型集積視察

15:00-

座学講義：「連携によるまちづくり」

17:00-

意見交換・感想・振り返り

18:30-

中活協事務局との懇親・交流会

9:30-

座学講義：「コンパクトシティと中心市街地活性化」

11:00-

しんまちハロウィン、イベント視察

13:30-

座学講義「商店街活性化 今後の取り組み・方向性」

15:00-

中心商店街ミュージックフェス視察

18:30-

ミュージックフェス実行委員会打ち上げ会

10:00-

研修感想、意見交換

12:00

解散・ミュージックフェス１６時まで実施中。
街中・イベント等自由視察

※

研修内容の詳細は、受け入れ先の都合により、変更となる場合があります。また、受講者
決定後に、受講者の興味・関心に応じて内容を調整いたします。
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地域名

講師

研修内容（予定）

長野県

（株）飯田まちづ

「丘の上」と呼ばれ、飯田・下伊那の中心として栄えた飯田市中心市

飯田市

くりカンパニー

街地は、二十数年前には郊外への商業施設の移転、居住者の減

取締役事業部長

少、高齢化により、魅力を失いつつありました。そこで、改めて「丘の

三石 秀樹 氏

上」中心市街地を市民が“誇りの持てるまち”に再生しようと、行政、
市民、企業、商業者が共に取り組んできました。
2001 年に完成した住宅、公共施設を中心とした複合施設「トップヒル
ズ本町」をはじめ、数々のハード事業、ソフト事業が進められ、市民
が楽しく安心で健康に暮らすためのまちづくりを進めたことにより、
「丘の上」は着実に賑わい、活気を取り戻してきています。
その取り組みの大きな方針となったのは、居住者を増やすこと、開
発のノウハウを地元に残すために地元主体で事業に取り組むことの
２つです。
こうした地元主体のまちづくり会社として取り組みの中核を担ってき
たのが、「トップヒルズ本町」再開発を期に設立された(株)飯田まちづ
くりカンパニーです。同社は、市民、商店、企業が中心となって出資
し、行政からも出資協力を得て設立されました。行政との緊密な連
携のもとに、市民・地元企業等の積極的な参画を得て、事業を推進
してきました。
今回の飯田市長期実地研修では、取り組み初期から一貫して最前
線で活動を実践されてきた(株)飯田まちづくりカンパニー取締役事業
部長 三石秀樹さんにご指導いただきます。


(株)飯田まちづくりカンパニーにおける業務紹介（随行、懇談・
討議、業務遂行への参加等）



飯田のまちづくり活動紹介（関係者ヒアリング、会議傍聴、イベ
ント参加等）

開発、施設整備を含むまちづくり会社の運営にご関心のある皆様、
特に「中心市街地を経営する」という観点からのまちづくりに関心が
ある方のご応募をお待ちしております。
【ご参考】飯田市現地研修レポート（2011 年 11 月 18 日、19 日開催）
https://www.machigenki.jp/116/k-1421

8

【飯田市プログラム（予定）】
月・日・曜日

時 間

10 月 29 日（水）

内

12:00-

顔合わせ、昼食

13:30-

関係者紹介

容

当社の活動内容レクチャー
りんご並木エコハウス視察
街中視察
10 月 30 日（木）

9:30-

郊外視察

13:00-

いいだウェーブの活動について
いいだウェーブの活動支援について
かいかみの活動について
区分所有管理組合の業務について

10 月 31 日（金）

11 月 1 日（土）

15:00-

りんご並木まちづくりネットワークの活動について

16:00-

建物管理業務の説明

9:3011:00-

NPO イデア、五平もち楽会の活動について

13:30-

飯田市の公民館活動について

15:30-

おひさま進歩エネルギー㈱の取り組みについて

9:3015:00-

※

中活計画及び官民協働について

りんご並木横丁オープンイベント手伝い
最終レクチャー

研修内容の詳細は、受け入れ先の都合により、変更となる場合があります。また、受講者
決定後に、受講者の興味・関心に応じて内容を調整いたします。

※

なお、希望者は、研修後に下記のイベントに体験参加することも可能です。


11/3「丘の街フェスティバル」
（りんご並木歩行者天国最大イベント）



11/4-5「全国中心市街地活性化まちづくり連絡会議」勉強会
（100 人を超える規模の勉強会）
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地域名

講師

研修内容（予定）

滋賀県

長浜まちづくり

長浜市

（株）

20 年を超える「黒壁」のまちづくりで有名な長浜市では、行政、
商工会議所の他、長浜まちづくり（株）、（株）黒壁、（株）

コーディネーター
吉井 茂人 氏

新長浜計画はじめ、数々のまちづくり主体により、多くの関係
者を巻き込んで「小規模多発型」でまちづくり事業を展開して
います。こうした取り組みを通じて、長浜は、今では中心市街
地に年間 200 万人が訪れるまちとなっています。
「黒壁」の成功をきっかけとした、民間によるまちなかへの投
資は、複数のまちづくり組織によって次々と進められてきまし
た。産業界、商店街、地権者に加え、自治会がまちづくり会社
を設立する等、まちづくりの主体が住民にまで広がっています。
しかし、こうした成功の陰には、様々な課題に対応した地道な
タウンマネジメントの取組があります。長浜では、まち全体で
大きな長期的な目標を掲げつつ、役割を終えた土地や建物を、
その時代に合ったスタイルに違和感なく受け入れられる規模で
少しずつ変えてきました。常に新しいまちづくりが行われる状
況を作り出し、新たな投資を呼び込んで、進化し続けるまちと
なったのです。
実際、現在も、黒壁を中心に新しい取組が始まろうとしていま
す。長年の取り組みを通じて形成されたネットワークの中で展
開されるまちづくりを直に体感することで、時代の変化にどの
ように対応し、どのように事業を実現させるか、というまちづ
くりのスキルを高めることができるはずです。
今回の長浜市派遣研修では、こうした長年にわたる長浜のまち
づくりについて、行政や複数のまちづくり組織の間の連携を促
進し、事業をコーディネートしてきた長浜まちづくり（株）コ
ーディネーターの吉井茂人さんにご指導いただきます。


タウンマネージャーの業務の説明（随行、懇談・討議、業
務遂行への参加）



長浜のまちづくり会社の取り組み紹介（関係者ヒアリング、
会議傍聴、イベント補助）



イベント参加

等

開発、施設整備を含むまちづくりにご関心のある皆様、特にまちづ
くり会社の社員や、商工会議所の職員でまちづくり現場での継
続した取り組みを学びたい方のご応募をお待ちしております。
【ご参考】長浜現地研修レポート（2011 年 8 月 27 日、28 日開催）
https://www.machigenki.jp/116/k-1299
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【長浜市プログラム（予定）】
月・日・曜日
10 月 1 日（水）

時 間
13:00-

内

容

集合・ガイダンス
長浜市の中心市街地エリアと郊外の状況

15:0010 月 2 日（木）

9:0013:0015:15-

10 月 3 日（金）

9:00-

長浜まちづくり㈱事業内容
まちづくりの過去・現在・未来
26 年度中活プロジェクトとまちなか居住
（空き家活用：シェアハウス）
民間事業者のまちづくり事業
第 2 期中心市街地活性化基本計画と
長浜駅前再開発事業

10 月 4 日（土）

13:00-

ゆう壱番街商店街の取り組み

14:45-

黒壁リノベーションと方向性

9:0011:00-

ライフスタイルの構築
若手の人的ネットワークの構築
とりまとめ、研修感想、意見交換

※

研修内容の詳細は、受け入れ先の都合により、変更となる場合があります。また、受講者
決定後に、受講者の興味・関心に応じて内容を調整いたします。
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地域名

講師

研修内容（予定）

石川県

(株)金沢商業活性

豊かな歴史的遺産を持つ加賀百万石の城下町・金沢市の中心市

金沢市

化センター

街地では、長らく武蔵地区、香林坊地区という 2 つの地域が賑

ゼネラルマネージ

わいを形成してきましたが、1990 年代半ばからの郊外への大型

ャー

商業施設の出店、2006 年の金沢駅前への大型ファッションビル

髙本 泰輔 氏

進出、2008 年の東海北陸自動車道開通、2015 年の北陸新幹線の
開業など、めまぐるしい変化にさらされています。
こうした変化に対応するため、1998 年、行政・商工会議所・地
元商店街等からの出資によってまちづくり会社として設立され
たのが、㈱金沢商業活性化センターです。
(株)金沢商業活性化センターは、行政や地元商店街等と連携し
ながら、毎年、新たな取り組みにチャレンジしてきました。遊
休地を活用した商業施設「プレーゴ」の運営、買物時に駐車料
金の割引が受けられる共通駐車サービス券事業「金沢まちなか
パーキングネット」、金沢駅と中心商業地を結ぶ、金沢ショッ
ピングライナー「まちバス」の運行等の自主事業から、子供た
ちをはじめ市民が中心市街地でパフォーマンスを披露する「金
沢まちなかキッズステージ」など、様々なまちづくり事業に取
り組んでいます。
このように、多岐にわたる事業を持続させていくには、自主事
業によって収益を生み出し、それをもとにまちが必要としてい
る他の事業を手がけていく会社運営が必要です。
今回の金沢市派遣研修では、収益を生み出す自主事業を運営し
ながら、まちが必要とする新たな事業を手がけていく、そのノ
ウハウを、第一線で事業推進に携わってきた(株)金沢商業活性
化センターゼネラルマネージャーの髙本泰輔さんにご指導いた
だきます。


(株)金沢商業活性化センターの業務
（随行、懇談、討議、業務遂行）



その他各種事業（イベント含む）業務遂行への参加

等

仕組み作りによる自立したまちづくり会社の運営にご関心のあ
る方、行政・商店街等と連携しながら、まちにとって本当に必
要な事業を主体的に創出していくことに関心がある方のご応募
をお待ちしております。
【ご参考】【まちをつくる仕事】髙本泰輔さん
https://www.machigenki.jp/content/view/1672/457/
https://www.machigenki.jp/content/view/1673/457/
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【金沢市プログラム（予定）】
月・日・曜日
11 月 4 日（火）

11 月 5 日（水）

11 月 6 日（木）

11 月 7 日（金）

時 間

内

容

13:00-

自己紹介・社員紹介等

13:30-

金沢市の概況説明

15:00-

中心市街地フィールドワーク① 駅周辺

17:00-

研修レポート等の作成

9:00-

会社事業概要の説明

13:00-

中心市街地フィールドワーク② 武蔵地区

15:00-

郊外の商業施設等の視察

17:00-

研修レポートの作成

9:00-

中堅社員の業務内容等の説明

13:00-

中心市街地フィールドワーク③ 香林坊地区

16:00-

質問・相談事項の作成、研修レポートの作成

9:0013:00-

研修者からの質問・相談等
中心市街地フィールドワーク④
歴史文化施設、重伝建エリアなど

※

16:00-

研修レポート等の作成

17:30-

終了

研修内容の詳細は、受け入れ先の都合により、変更となる場合があります。また、受講者
決定後に、受講者の興味・関心に応じて内容を調整いたします。
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地域名

講師

研修内容（予定）

大分県

株式会社大分まち

大分県の県庁所在地である大分市は、人口約 48 万人、都市圏人口

大分市

なか倶楽部

が約 76 万人の東九州の中核都市として栄えてきました。しかし、大

タウンマネージャ

分市中心市街地の通行量は、平成 12 年度から平成 18 年度の間で

ー

約 30％減少、小売業年間商品販売額も大幅に減少し、商業地の中

牧

昭市 氏

には空き地･空き店舗が増えていました。
このような中、官民協働で設立された大分まちなか倶楽部では、ま
ちなか出店サポートセンターを基軸に様々なリサーチを実施し、そこ
で蓄積されたデータをもとにエリアマネジネントを展開してきました。
例えば、テナントテナントミックス事業の成果は平成 20 年 10 月から
平成 24 年 10 月の 4 年間で 110 件の開業を実現、その数は商店街
エリア全体の約 18％にあたります。これにより、空き店舗が多数発
生していたアーケード商店街では歩行者通行量が向上し、複数のエ
リアで活性化を実現しました。購買データや顧客データ、歩行者通
行量などのタイムリーなデータの集約と、そのデータに基づくマーケ
ティング分析がこうした取組を支えています。
今回の研修では、牧さんを講師に迎え、必ずしも商業にこだわらず、
まちのクオリティを維持していくためのエリアマネジメントの基本的な
考え方や、失敗しない空き店舗対策・テナントリーシングの手法、デ
ータを活用したマーケティング分析についてご紹介いただきます。


タウンマネージャーの業務の説明（随行、懇談・討議、業務遂
行への参加）



大分まちなか倶楽部の取り組み紹介（関係者ヒアリング、会議
傍聴、イベント補助）



タウンマネジメントに関する会議の参加・傍聴

基本的な考え方から具体的な手法にいたるまで、充実した内容の研
修となっています。弊社が注力している仕組み作りによる自立し
たまちづくり会社の運営や、女性による街の経営の実践等、刻々
と深化する大分の取組にご関心のある皆様のご参加を、心よりお
待しております。
【ご参考】大分県大分市現地研修レポート（2012 年 12 月 7 日、8 日開催）
https://www.machigenki.jp/116/k-1708
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【大分市プログラム（予定）】
月・日・曜日
10 月 15 日（水）

時 間
13:00-

内

容

①大分市中心市街地の現地視察研修
・大分市駅南の大規模再開発エリア
・アミュプラザ大分建設予定地
・ダウンサイジング事例、リノベーション事例
・各商店街の現状確認

10 月 16 日（木）

9:00-

②今後のまちづくりと街の経営スキーム
・中心市街地エリアマネジメントと街の経営
・街の適正売場面積とオーバーストア把握
・民間主体のエリアマネジメント組織
・リノベーションとダウンサイジング

10 月 17 日（金）

9:00-

③大分方式のテナントミックス事業
・リサーチの重要性とプラン立案
・まちなか出店サポートセンターの機能

13:00-

④中心市街地におけるデータマーケティング
・データマーケティングが必要な理由

10 月 18 日（土）

9:00-

⑤まちづくり会社の運営
・経営資源の考え方と構築

※

上記日程の他に、市長との面談やまちづくり関係者とのフリートーク＆懇親、ワークショ
ップ等への参加、ソフト事業への参加を設定いたします。

※

研修内容の詳細は、受け入れ先の都合により、変更となる場合があります。また、受講者
決定後に、受講者の興味・関心に応じて内容を調整いたします。
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８．書類提出先およびお問い合わせ先（街元気事務局）
株式会社 野村総合研究所

公共経営コンサルティング部

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-6-5 丸の内北口ビル
担当：名取、坂口、佐々木
FAX 番号 03-5533-2724
e-mail:

machigenki@nri.co.jp

個人情報の取扱いについて


本研修へのご応募に当たり、応募書類にご記入いただく情報は、「個人情報」に該当
いたします。個人情報保護のため、事務局として弊社㈱野村総合研究所が、下記の方
針のもと、必要なセキュリティ対策を講じて、適切に取り扱わせていただきます。



この個人情報の取扱いにご同意の上で、申し込みをお願い申し上げます。
1.

個人情報の取扱いは、弊社の「個人情報保護方針」
「個人情報の取扱いについて」
に従って対応いたします。

2.

応募書類にご記入いただく個人情報は下記の目的に利用いたします。
(1) お申し込みいただいた研修に係る応募者の審査
(2) お申し込みいただいた研修プログラムの運営・管理
(3) 当該研修プログラムに関するご連絡

3.

ご回答いただいた個人情報は、個人情報保護に関する契約を締結した事業者に、
個人情報を取り扱う業務を委託することがあります。

4.

ご回答いただいた個人情報は事業委託者である経済産業省に提供し、提供後の個
人情報は経済産業省の管理範囲となります。経済産業省では、人材育成事業の改
善と円滑な運営のためにいた利用いたします。そのため、経済産業省からご連絡
させていただくことがあります。

5.

ご回答いただいた個人情報は、当社管理分においては、2.に記載した利用目的終
了後、当社が責任を持って廃棄いたします。

【個人情報の取扱いに関する弊社の指針】


個人情報の取扱いに関する弊社方針については下記のサイトをご参照ください。
◆「個人情報保護方針」
：http://www.nri.co.jp/site/security.html
◆「個人情報の取扱いについて」：http://www.nri.co.jp/site/privacy.html

【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ】


個人情報の取扱いに関する開示、訂正、利用停止等のお申し出は、上記の街元気事務
局までお願いいたします。
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派遣研修事業応募書類
募集要項の「個人情報の取扱について」にご同意の上、ご記入下さい。
すべての項目をもれなくご記入ください。
平成

年

月

日

①受講を希望される方について
（ふりがな）

氏名
所属
所属分類

１．まちづくり会社
４．その他（

２．商工会議所

３．自治体

具体的に

）

役職
性別

１．男性

年齢

１．２０歳代

実務経験

１．３年未満

２．女性
２．３０歳代

３．４０歳代

２．３～５年

連絡先 （住所）
（電話）

４．その他（

３．５～１０年

４．１０年以上

□自宅 □会社 □その他
－

－

（E-mail）

□自宅 □会社 □その他
□自宅 □会社 □その他

②研修希望地域
（第一希望地域）

（第二希望地域）

（第三希望地域）

（第一希望地域を選択した理由）
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）

③現在の組織における役割（最近の取組業務）

④PR したいあなたの実績

⑤今回の研修で学びたいこと・身につけたいスキル

⑥あなたの上長からのコメント
□上長の方の氏名：

（役職：
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）

