経済産業省委託事業
平成 28 年度「中小企業等支援人材育成事業（中心市街地活性化普及促進事業）」

インターンシップ型実地研修募集要項（全体版）
１．はじめに
インターンシップ型実地研修は、まちづくりの先進地域において、経験豊富なタウンプロ
デューサーの指導のもと、現場の実務を通して実践的なまちづくりの考え方や手法を身に
つけることができる研修です。まちづくりを先導してきたタウンプロデューサー等の直接
指導のもと、まちづくり先進地域の取組を少人数でじっくり学ぶことができます。
現場の体験を通じて、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る機
会として、ご活用ください。

２．研修の概要
2.1 実施時期

10月-11月（実施地域によって異なります）
2.2 研修対象者と募集人数



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、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中堅・若手の人材



募集人数：各地域3名

2.3 開催地域別の研修テーマ・講師等
地域
滋賀県
長浜市

研修テーマ・講師
変化を先取りするまちづくり
講師：吉井茂人 氏

長野県
飯田市

“身の丈再開発”と“利用と所有の分離”
講師：三石秀樹 氏

日程
10/27（木）
-29（土）

人数
募集対象者
3 名 商工会議所の職員
を中心に募集

長浜まちづくり株式会社 コーディネーター
11/1（火）
-4（金）

3名

まちづくり会社、商
工会議所の職員等

愛知県
岡崎市

まちの賑わいを実現する『まちゼミ』～三方よしの 11/5（土）
『まちゼミ』から広がる、商店主たちの取り組み～
-7（月）
講師：松井洋一郎氏

3名

まちづくり会社、商
工会議所の職員等

鳥取県
米子市

小規模連鎖型のまちづくり
講師：杉谷第士郎氏

11/10（木）
-12（土）

3名

まちづくり会社、商
工会議所の職員等

石川県
金沢市

自立経営・自主事業によるまちづくり
講師：髙本泰輔 氏

11/15（火）
-17（木）

3名

遠隔地（中部地方
以外）のまちづくり
会社職員

小規模都市におけるエリアマネジメントと都市経営 11/24（木）
講師：牧昭市氏
-26（土）

3名

まちづくり会社、商
工会議所の職員等

株式会社飯田まちづくりカンパニー
取締役事業部長

株式会社まちづくり岡崎 代表取締役

オフィス・コモンズ 代表

株式会社金沢商業活性化センター
ゼネラルマネージャー

宮崎県
延岡市

地域

研修テーマ・講師

日程

株式会社まちづくり延岡 専務取締役
※ 内容等は受講者決定後に調整する場合があります。
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人数

募集対象者

2.4 講師略歴（50 音順）
杉谷第士郎氏 オフィス・コモンズ 代表
大手流通企業にて商品開発、経営企画、新規業態開発に従事後、イタリアのミラノで
大型複合専門店の開発・経営、事業提携プロジェクトに携わる。平成 16 年に U ター
ンし、(財)とっとりコンベンションビューローに従事後、米子コンベンションセンター
館長。平成 19 年にまちづくり NPO の設立に参画した後、米子市中心市街地活性化協
議会・タウンマネージャーに就任。中心市街地活性化基本計画の策定後、
「にぎわいト
ライアングル」における民間事業の掘り起こし、事業コーディネートを推進。

髙本泰輔 氏 株式会社金沢商業活性化センター ゼネラルマネージャー
平成 12 年、現会社入社。全国初の TMO によるテナントミックス事業「プレーゴ」の
開発、まちなかショッピングの回遊性を向上させるための金沢ショッピングライナー
「まちバス」など、行政や地元商業者等と連携した事業を推進。特に「まちバス」
は、運行から当初の予想を上回る 5 年弱で目標としていた総乗客数 100 万人を突破。
自立したまちづくり会社の経営にこだわり、共通駐車サービス券、ワンコインバスの
運営など、自主事業で収益を確保しつつ、中心市街地活性化事業を展開している。

牧昭市 氏 株式会社 まちづくり延岡 専務取締役
大分商工会議所在職中、中小企業への ICT 活用による経営効率化のサポート業務を実
施。平成 19 年 5 月、大分市・大分商工会議所・商店街組織等が出資する第３セクター
のまちづくり会社 ㈱大分まちなか倶楽部の事業統括部長兼タウンマネージャーに就
き、エリアマネジメントやテナントミックス事業等の活性化策を手掛け、商店街区に
おいて 5 年間に約 180 店舗の新規出店サポートを行なう。
「街の経営」という概念により、商店街の事務局機能集約から駐車場案内システム構
築、商店街大型店ショップ情報イベント情報のスマホ発信等、あらゆるサービスをま
ちづくり会社として展開。
まちづくりプラン研究所 代表、株式会社まちづくり延岡 専務取締役、株式会社街
づくり岩国顧問 。内閣官房地域活性化伝道師、中小企業基盤整備機構中心市街地商
業活性化アドバイザー。

松井洋一郎 氏 株式会社まちづくり岡崎 代表取締役
専門学校卒業後、OA 機器販売会社に 5 年間勤務。その後、家業である化粧品専門店
㈱みどりやに入社。商店主が講師となって専門知識やプロならではのコツを無料提供
する「まちゼミ」という独自のにぎわい事業を創出し、まちおこしのモデルとして確
立。平成 25 年度現在まちゼミからの中心市街地活性化、商店街活性化のノウハウ提供
を全国 120 箇所以上で行っている。内閣府地域活性化伝道師。

三石秀樹 氏 株式会社飯田まちづくりカンパニー取締役事業部長
平成 11 年、同会社に入社し、平成 13 年、取締役事業部長に就任。ディベロッパーを
介さず、まちづくり会社が行政や企業と密に連携しながら中心市街地活性化事業を推
進している。特に、中心市街地の再開発ビル内の店舗や住宅を買い取って、希望者に
賃貸、分譲する事業や、市街地のシンボルである「りんご並木」沿いにある空き店舗
を解消するため、借り手のニーズに合わせて店舗床を改装した後、提供し若手の開業
を促進する事業を推進。平成 24 年、
「まちづくり法人国土交通大臣表彰 まちの活性
化・魅力創出部門」受賞。

吉井茂人 氏 長浜まちづくり株式会社コーディネーター
昭和 48 年、商工会議所入社後、中心市街地商店街の仕事に関わる。昭和 60 年以降、
プラン策定、事業の具現化にハード・ソフトで携わる。平成 10 年度より TMO 中心
市街地活性化基本計画、事業計画および事業の具現化を図り、平成 20 年、長浜まち
づくり㈱設立後、同社コーディネーター。既存資源のコンバージョン、土地の所有と
利用の分離により、80 件余りの空き家・空き店舗の解消に成功。それぞれの地域のイ
ニシアチブのもとで小規模な範囲を少しずつ変えていく「小規模多発型」のまちづく
りを推進。
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2.5 研修の構成と内容


研修は、①現地個別研修、②事後集合研修、セットの研修となっています。また、オプ
ションとして、③フォローアップ研修の実施も可能です。
①現地個別研修
 研修期間：平成 28 年 10 月-11 月
 研修内容
 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組への参加、講師等への随行（シャドーイング）
 研修地域の取組の学習と改善策の提案（課題１）
 受講生の地域の課題解決策の提案（課題２）
 ディスカッション
 研修レポートの作成
※

研修内容の詳細は、後述の参考資料をご参照ください。

※

研修内容の詳細は、地元における活動の都合により、変更となる場合があります。また、受
講者決定後に、事務局を通じて、受講者の興味関心、経験・能力等に応じて詳細を調整いた
します。

②事後集合研修
 研修期間：平成 28 年 12 月（予定）
 開 催 地：東京
 研修内容
 研修成果を踏まえた今後の活動方針（報告）
 受講生同士の意見交換
 講師からのアドバイス
③フォローアップ研修 （オプション）
受講生の希望・企画のもと、講師が受講生の地域を訪れて、地域の関係者に対する研修
を実施します。受講した研修内容を地域の関係者に効果的に伝えることや、対象地域の
状況に即して講師からアドバイスさせていただきます。
 研修期間： 2 日間程度
 研修内容：
 講師の現地案内、関係者紹介
 関係者と講師との会議企画・開催
 地域の課題解決に向けた意見交換
等
※

実施については事務局が支援いたします。

※

派遣講師は、必要に応じて複数人で対応する場合もあります。

2.5 研修費用

研修受講費は無料

ただし受講者に係る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）は、ご
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負担ください。

３．応募・受講に当たっての条件
3.1 募集対象者

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、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
している中堅・若手の人材

3.2 研修への参加

全ての研修プログラム（現地個別研修、事後集合研修）への参加をお願いします。

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も、受講者は原則ご出席
ください。こうした場合を含め、研修期間中の身分、動労時間の取扱いは、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。
3.3 守秘義務等

本研修にご参加いただく場合、受入機関と派遣元機関（個人でお申し込みの場合は受講
者）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んでいただきます。
 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、受講者及び派遣元機関は守秘義務を遵守するものといた
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（個人でお申し込みの場合は受講者）が補償するもの
といたします。

損害補償に関連して、街元気事務局で保険会社をご紹介いたします。

現地実地研修の枠組み（まちづくり会社等に所属している方の場合）
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

3.4 研修中の活動・成果の公開

研修中に写真を撮影することがあります。また、研修終了後に研修に関する報告書を作
成していただきます。

撮影した写真及び報告書は、街元気サイトにおける公開を含め、経済産業省が活用・公
表することがあります。

４．応募方法


別紙応募書類（各地域の研修概要ページからダウンロード）に記入の上、本要項最終ペ
ージ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。

５．応募期間


研修地域ごとにサイトでご案内します。

６．受講者選考方法


本研修の受講者は、応募書類の記載内容に基づき、受入機関の意向を踏まえながら、経
済産業省及び街元気事務局により決定いたします。

７．選考結果の連絡


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、派遣期間の詳細等については、参加決定後に、
個別に調整を行います。
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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 社会システム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、毛利、石井
FAX 番号 03-5533-2900
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.
2.

3.
4.

5.

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。
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
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。
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。
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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