経済産業省委託事業
令和元年度「中心市街地活性化支援人材育成事業（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（山形市）募集要項
１．はじめに
インターンシップ型実地研修は、タウンマネージャーやまちづくりのリーダーとなるこ
とを目指す中堅、若手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
実務体験が行える研修です。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。
今回は、
「民間投資を誘発するエリアマネジメント－実現に向けて求められる人材と組織
とは－」をテーマとして、山形県山形市における研修を開催します。

２．研修の概要
2.1 実施時期

現地研修：令和元年10月30日（水）13:00 – 11月1日（金）12:00（2泊3日）

事後研修：令和2年1月（後日調整）
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： 3名程度
2.3 開催地域別の研修テーマ・講師等

研修テーマ：民間投資を誘発するエリアマネジメント
－実現に向けて求められる人材と組織とは－

講
師：佐竹 優 氏 山形エリアマネジメント協議会 事務長
：下田 孝志 氏 山形県七日町商店街 事務局長
：牧 昭市 氏 山形エリアマネジメント協議会 運営コーディネーター
まちづくりプラン研究所 代表
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【講師略歴】
佐竹 優 氏 山形エリアマネジメント協議会 事務長
山形エリアマネジメント協議会事務長、山形市 商工観光部 山形ブランド推進課
主査。山形県山形市出身。平成 20 年 4 月に山形市役所に入庁し、平成 23 年 4 月よ
り商工課に配属後、中心市街地活性化の担当としてまちづくりに携わっている。
平成 25 年 4 月～平成 27 年 3 月までの 2 年間、人事交流で東北経済産業局 産業部
商業・流通サービス産業課において、商店街活性化支援担当として東北地域の商店
街支援も経験。
現在は、今年 2 月に策定した、中心市街地の将来ビジョンとなる「山形市中心市街
地グランドデザイン」の事業を推進する組織となる「山形エリアマネジメント協議
会」において、民間事業者や商店街等の事業者との調整を行いながら、グランドデ
ザインの具現化に向けて取り組んでいる。

下田 孝志 氏 山形県七日町商店街 事務局長
岩手出身。山形市での大学生活を経て、平成 9 年に七日町商店街振興組合入社。地
域活性化のためのハード・ソフト事業のコーディネートに積極的に関与し、地域の
事業者、大学、行政など多様な関係者とハブ的に関わりながら、事業実現に結び付
けている。平成 27 年には「山形まちづくり株式会社」の設立に中心的役割を果た
し、現在、商店街振興組合の事務局長、まちづくり会社の常勤取締役として現場の
第一線で奔走中。
国の中間支援機関のアドバイザーとして、主に東北地域のまちづくり支援にも携わ
る。資格：中小企業組合士など。

牧 昭市 氏 山形エリアマネジメント協議会 運営コーディネーター
まちづくりプラン研究所 代表
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、地域
IC カード事業、商店街大型店ショップ・イベント情報のスマホ発信等のサービス
をまちづくり会社として展開。平成 28 年 4 月、まちづくりプラン研究所を開設、
株式会社にぎわい宇部 専務取締役、株式会社まちづくり佐久 顧問も務める。

2.4 研修の構成

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：令和元年 10 月 30 日（水）13:00 – 11 月 1 日（金）12:00（2 泊 3 日）
 開 催 地：山形県山形市
 研修内容
 オリエンテーション（自己紹介、課題設定）
 山形市における取組の学習
 意見交換
 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
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す。また、受講者決定後に、受講者の興味関心に応じて詳細を調整し、事務局
にて決定いたします。
②事後集合研修
 研修期間：令和 2 年 1 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
負担ください。
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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、原則ご出席願います。
研修期間中の身分、労働時間等の取扱いは、受講者と派遣元機関との調整等により解決
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


令和元年１０月２１日（月）必着

６．受講者選考方法


本研修の受講者は、原則先着順で決定いたしますが、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


令和元年１０月２３日（水）までに、順次街元気事務局（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。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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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 社会システムコンサルティング部
〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-9-2 大手町フィナンシャルシティグランキューブ
担当：岡野、坂口、名取
FAX 番号：03-3273-6529
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」
：https://www.machigenki.go.jp/208/k-1882
◆「個人情報の取扱いについて」：
https://www.machigenki.go.jp/208/k-1882#privacy
【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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プログラム（予定）の概要
地 域 名

山形県山形市

テ ー マ

エリアマネジメントによるまちづくり

講

佐竹 優
氏
下田 孝志 氏
牧 昭市
氏

師

山形エリアマネジメント協議会 事務長
山形県七日町商店街 事務局長
山形エリアマネジメント協議会 運営コーディネーター
まちづくりプラン研究所 代表

研修内容
（予定）

山形市では、空きビル・空き店舗が増加し中心市街地の停滞が進む中、中心市
街地における課題の整理と今後の中心市街地における将来ビジョンを示すため
の検討が重ねられ、平成 31 年 2 月に「山形市中心市街地グランドデザイン」が
策定されました。
グランドデザインでは、これまでの商業機能のみによる活性化だけではなく、
居住、ビジネス環境、観光、医療・福祉・子育て、文化・芸術などの要素を活
かし、それぞれの魅力を向上させることにより、中心市街地の価値を高めてい
く方向性が打ち出されました。その具体化に当たっては、エリアマネジメント
の考え方が重視されており、機能の誘導方向を示すゾーニング計画と、戦略プ
ロジェクトが提起されています。
今回の実地研修では、グランドデザインの実現に向けて設立された「山形エリ
アマネジメント協議会」の佐竹優事務長、山形県七日町商店街の下田孝志事務
局長、山形エリアマネジメント協議会で運営コーディネーターを務める牧昭市
氏（まちづくりプラン研究所代表）を講師に迎え、まちづくりに関わる様々な
キーパーソン、キープレイヤーからお話をお伺いする中で、自らのまちの資源
の活かし方や活性化の在り方を考える機会をご提供します。
 データに基づく中心市街地の課題の捉え方
 ゾーニングを通じたエリアマネジメントの考え方
 参加者・地元関係者間との意見交換による気づきの獲得
特に、地域の資源を活用した中心市街地におけるまちづくりのあり方や、エリアマネジ
メントの推進方法に関心がある方のご応募をお待ちしております。
まちづくりの推進体制

ゾーニング計画

参

考

山形市中心市街地活性化グランドデザイン
https://www.city.yamagatayamagata.lg.jp/shiseijoho/sub15/machidukuri/b336dgurandodezain.html
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研修プログラム（予定）
日程
1 日目

時間
13:00-13:20

10/30（水）

内容

担当者

山形エリアマネジメント協議会集合

事務局

イントロダクション

参加者各自

自己紹介
13:20-14:30

山形市における中心市街地活性化の取組について

山形市

14:30-17:00

山形市中心市街地グランドデザインの策定について

山形エリアマネジメント協議会

・グランドデザインの概要について

事務長

・まちづくりの現状と課題

佐竹氏

・エリアマネジメントとゾーニング
・山形エリアマネジメント協議会について
・Q&A
2 日目

18：00‐

交流会①

市長と地元関係者

9:30‐12:00

中心市街地視察

佐竹氏

10/31（木）
12:00‐14:00

・これまでの活性化に向けた取組

山形市

・課題地区

山形商工会議所

昼食＆視察

佐竹氏
山形市
山形商工会議所

14:30‐17:00

七日町商店街のまちづくりとまちづくり会社について
・商店街の組織マネジメント

七日町商店街振興組合

・ハード・ソフト事業の組成と外部連携

事務局長

・担い手づくり

山形まちづくり株式会社

・まちづくり会社の体制づくり

取締役

・まちづくり会社の事業展開

下田氏

・Q&A
3 日目

18:00‐

交流会②

9:30‐11:00

研修参加者の都市における現状分析と活性化の方向 山形市中心市街地活性化

11/1（金）

地元関係者

性について

戦略推進コーディネーター

・各都市の現状と課題

まちづくりプラン研究所

・各都市の活性化の方向性

代表 牧氏

・Q&A
11:00-11:30

総括的なフリートーキング

佐竹氏

・山形市で学んだこと
・山形市への提言
・自分達のまちでの応用
・Q&A
11:30‐12:00

修了式

事務局

アンケート記入
12:00

解 散

山形市内
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インターン型実地研修応募書類（山形市）
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。
令和元年 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（具体的に

２．商工会議所

３．自治体
）

役職
性別

１．男性

年齢

（

実務経験

１．３年未満

２．女性
）歳
２．３～５年

連絡先 （住所）
（E-mail）
（電話）
（携帯電話：緊急連絡用）
② 現在の組織における役割（最近の取組業務）
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３．５～１０年

４．１０年以上

□会社
□自宅
□自宅
□自宅

□その他
□会社 □その他
□会社 □その他
□会社 □その他

③ PR したいあなたの実績

④ 今回の研修で学びたいこと・身につけたいスキル
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