神戸市新長田地区実践高度化研修（平成 21 年 10 月 14 日（水）〜10 月 18 日(日)）

■ 街元気リーダーである東朋治氏（株式会社神戸ながた TMO 総括マネージャー）を講師と
して、以下のスケジュールで研修を実施した。
１日目（平成 21 年 10 月 14 日（水）
）
13:30

ガイダンス・自己紹介

14:00

神戸市新長田地区のソフト面の取組みについて
・イベントの仕掛け方、地域資源の発掘方法とその活かし方等、ソフト的な取
組みについての講義。

２日目（平成 21 年 10 月 15 日（木）
）
10:00

神戸市新長田地区のハード面の取組みについて
・空き店舗の活用方法、再開発ビルの運営・管理に係
る課題等についての講義。

13:00

新長田地区の現地の状況について
・新長田地区の現地（再開発事業エリア、区画整理事
業エリア、震災前の商店街が残っているエリア等）

区画整理エリアにあるシュー
ズプラザ

を見学し、各受講生より感想・意見の発表。
19:30

TMO 商業活性事業部会参加
・各商店街の理事長等の出席する会議に参加。
会議テーマ：鉄人 28 号モニュメント目的で来街し
た顧客をいかに商店街内に回遊させ
るか
TMO 商業活性事業部会

３日目（平成 21 年 10 月 16 日（金）
）
10:00

３色フィリップボードパネルディスカッション
・ 市民等に参加いただきながら、まちのプランを作り
上げるのに役立つ３色フィリップボードパネルディ
スカッションの方法について体験学習。

13:30

近畿中心市街地活性化ネットワーク研究会参加
・ 東リーダーが会長となり、近畿地区のまちづくり会
社、市役所、商工会議所、協議会関係者等が集まり、
地域の課題、解決策についての情報交換の会議を開
催。今回は、次の２つのテーマに分かれて意見交換

近畿中心市街地活性化ネット
ワーク研究会

を実施。

「訪れたい街・集客力向上に向けて」
「住みよい街・住みたくなる街に向けて」
18:00

丸五アジア横丁ナイト屋台の見学
・シャッターの目立つ丸五市場において、６月〜１０月
の毎月１回、実施しているイベントについて見学。

丸五アジア横丁ナイト屋台

４日目（平成 21 年 10 月 17 日（土）
）
10:00

まちづくり経営マネジメントについて
・ 経営の観点からみたまちづくり会社の活動方法、「タウンマネージャー」とし
ての活動方法、
「アドバイザー」との役割分担についての講義。

11:00

地域の自慢大会
・ 受講生の活動地域の特徴を最も良く表している写真をもと
に地域自慢の発表会を実施。

14:00

ワークショップ
・ あるテーマに対して、複数人数でアイデアを出し合うワー
クショップの方法について体験学習。

17:00

「伊丹まちなかバル」に参加
・ 3,000 円のチケット（600 円×5 枚）で、中心市街地内の５
店で飲食できるイベントに参加。

伊丹まちなかバルの
参加店

５日目（平成 21 年 10 月 18 日（日）
）
10:00

各受講生より、商店街での取組み等について発表
・ 受講生より、ご自身の商店街の「長所（チャンス）
・課題（ピンチ）」
、
「商店街
の意向」
「商店街コンセプト（キャッチフレーズ）」「実現するための課題（ネ
ック）
」
「具体的な取り組み」について、研修成果を交えながら発表。東リーダ
ーより、各受講生に対してコメントをいただく。

12:30

解散

■

神戸市新長田地区における取組みについて

１．神戸市新長田地区の特徴
・ 神戸市新長田地区の商店街は、最寄品、飲食店中心の商店街
である。新長田地区から自転車で５分のところに、別の商店
街があるため商圏は狭い。
・ 阪神淡路大震災の影響で、20.1ha のエリアで再開発事業を実
施した。再開発地区内の商店街は、地下・１階・２階のそれ

再開発事業によって整備さ
れた街並み

ぞれのレベルにおいて、建物間も通路で結ばれており３層構
造となっている。商業床面積が震災前の３倍になったことで、
商業床が過剰状態になり、特に２階以上は空床が多い状態と
なっている。
・ 再開発地区の上層階はマンションとなっており、高齢世帯を

震災前からある商店街

中心に人気が高く、完売している。

２．ゼロからスタートしたまちづくり活動
・ 若手商業者２名が、商店街単位での活動に限界を感じ、平成１２年１月に「アスタきら
めき会」を発足させた。
「アスタきらめき会」は、地元商業者を中心に、活性化に関心
のある有志で集まる任意団体で、会費、会則、メンバー表も特に設けていない。
・ 商店街の組合に属せない路地店も入れるようにして、組合に入っていなくても情報収集
できるようにしている。
・ アスタきらめき会の活動として、まずは、商店街の枠を超え、新長田南地域全体での新
長田共同販促チラシ「アスタ NOW」を不定期に発行した。それにより、各商店街でバラ
バラに開催していたイベントにおいて、開催日を統一するきっかけを作り、それが面的
な回遊性を高めた。また、商店街間での競争意識も生まれるようになった。なお、「ア
スタ NOW」の発行に当たっては、１店舗１万円の広告費を負担いただき、運営資金を集
めた。
・ アスタきらめき会では、企画ごとに「部会」を結成し、「部会」を意思決定機関とする
ことで、活動のスピードアップを図った。
「親会」へは報告のみ行い、
「親会」の委員が
各部会の活動に対して意見がある場合は、各部会に参加してもらうこととなっている。
・ 会議の席は、必ずロの字型に配置して、オブザーバー席を作らないようにしている。上
座も設けず、行政職員も組織の枠を越えて、自由に発言できるように工夫した。なお、
座席配置については、なるべく小さくコンパクトにまとめて、意見を出しやすくしてい
る。

３．株式会社神戸ながたティー・エム・オーの設立と運営
・ 株式会社として安定収入がなく、人件費を削減しなければならない状況でスタートした
ため、当初はデザイナーに電話番をしてもらっていた。デザイナーに対しては、チラシ・
イベント等で発生するデザインの仕事を発注する一方で、株式会社神戸ながたティー・
エム・オーのオフィスをデザイナーの活動場所として提供し、賃料収入を得るなどして
工夫した。
・ 「イベント会社」がイベントを受託するのではなく、「まちづくり会社」がイベントを
受託するメリットとしては、イベントにおける補助金の活用方法を知っているという点
がある。それを打ち出し、いくつかのイベントを受託した。
・ また、各商店街組合で発生する業務も受託している。各商店街組合の事務作業は、週に
半日の時間があればできるため、各商店街組合はその業務のためだけに人を雇うより、
まちづくり会社に委託した方が安く済む。一方、まちづくり会社としては、商店街組合
の会費集金を通して、理事長以外の商業者にも会えるというメリットがある。

４．神戸市新長田地区における取組み
①商店街イベントの捉え方
・ イベントは地域内の若手の人材育成を行うのに有効な手法である。飲み会の場などで、
若者からイベント内容についてアイデアを出してもらい、それを実行してもらうよう働
きかけをする。アイデアを出してもらったときに、成功しないのではないかと感じたイ
ベントについても着実に実行する（「捨てイベント」と呼ぶ）。イベント当日はマスコミ
を呼び、当企画者をメディアに登場させることにより、次回イベントの実施についても
意欲を湧かせる。このようにして若者をまちづくりの世界へ引き込み、地域リーダーを
育成する。
・ その際、イベントの評価は、定量的にやらずに、定性的におこなう。あまり人が集まら
なかった場合は天候のせいにする等して、こじつけでも成功に導くことが大切である。
・ なお、イベント内容は、有名人を呼んでくる方法よりも、市民参加型の方法のほうが、
安く済み、来街者にも喜んでもらえる。
・ また、大きなイベントを１回やるよりも、小さなイベントを複数回実施し、何度もお客
さんに来てもらった方が効果が高い。現在、新長田地区では、年間 50 回以上のイベン
トを実施している。
・ イベントについては、商業者等によって考えられたイベントをいかに後押しするかがタ
ウンマネージャーの役割である。新長田地区のイベントは、すべて商業者等によって考
えられたものであり、タウンマネージャー（東リーダー）によって考え出されたものは
ない。

②地域ニーズの把握の重要性について
・ 他地域の成功例をそのまま実施しても、うまくいかない。例えば、他地域でもよく実施
されている宅配サービス（商店街で購入したものを 16:00 までに持参すれば 20:00 まで
に自宅まで配達するサービス）を毎週日曜日に実施したことがあったが、当地区では「ま
とめ買いしない文化（昼食前と夕食前の２回買い物に来る）」があり、配達時間が昼食・
夕食に間に合わないために、利用者がほとんどいなかった。なお、酒や米などの重たい
商品の配達は、既に各個店で実施されていた。
③地域資源の発掘について
・ 新長田周辺地域は、神戸市内でも唯一、観光 MAP に載っていない地域である。そのよう
な地域であっても、現在の中心市街地区域内にある資源を活かして、何かビジネスがで
きないかと考案している。例えば、教育旅行受入事業を企画し、中学校の修学旅行等の
受け入れをしている。その際、商店主インタビュー1,000 円/人、商業体験 3,000 円/人
を負担いただき、協力いただいた店舗には地区内で使用できる商品券を渡している。
・ 地域資源の発掘を狙うには、幼稚園のお母さんなどから情報を得る努力をするとよい。
婦人会の代表などは、しがらみがあり、好きなことを言えない可能性もある。
・ どの地域にも必死になって何か探せば、日本で一番の地域資源があったり、日本で上位
３位以内に入るもの（日本三大○○）が見つかったりするはずである。それをまちづく
りに活かしていくことが大切である。新長田では、お好み焼き店
の集積度が日本一であることを発見し、
「食のまちながた」を打ち
出した。
・ なお、食を地域資源として活かしていくには、ラーメン、お好み
焼きなど、その食だけで食事が完結するものであれば、｢食のまち｣
として成功する可能性が高い。その食だけで一食として完結しな
い食物（例えばメンマなど）は、みやげものとして扱われてしま
い、食のまちとしてのイメージはつきにくい。

食のまちとしての取組み

・ また、鉄人 28 号作者である横山光輝氏が地元出身であることを活
かし、KOBE 鉄人 PROJECT によるまちづくりを実施している。例え
ば、鉄人 28 号モニュメント（高さ 18m）を建設することで、来街
者を増やすなどの取組みをしている。それにより、モニュメント
完成前と比べて売上高が 1.5 倍にまで上がった店舗もある。
④企業とのタイアップ
・ メーカーとの商品開発をしようとする際、行政出資型の第三セク

鉄人２８号モニュメント
(c光プロ／KOBE鉄人PROJECT
２００９)

ターのメリットとしては、企業から信用力を得られやすく、交渉しやすいという面があ
る。

・ また、
「まちづくりを応援するカップ麺」などは、無数に企
業内で作られる商品企画のなかでも、ニュース性があり、商
品開発する企業の CSR の面でも商品化されやすい。
・ まちづくり会社としては、１つ売れるごとに１円のロイヤリ
ティが入る仕組みとなっている。
・ 商品開発すると、イベントのときなどに、企業より協賛して

企業との連携商品

もらいやすく、商品を無料でいくつか提供いただけるという
面もある。
⑤地域のＰＲ方法について
・ お好み焼き MAP を作成して PR しようとした際、当初、お好み焼き店以外の店が載らな
いのは不公平ではないかとの意見が出された。そこで、地域内の合意形成を図るため、
あえて全ての店を載せ、目的が良く分からない MAP を作成した（「捨て MAP」と呼ぶ）
。
その MAP の作成後に、商業者等に対してアンケートを実施することにより、「食のまち
として新長田を売り込むには、MAP にはお好み焼き店だけを掲載した方が良い」とのコ
ンセンサスを得て、当初作成しようとした「お好み焼き屋 MAP」の作成にこぎつけた。
・ また、地域における「スター店舗（行列のできる店）
」を作ることによって地域を PR し
ていくためには、マスコミに対して、さまざまな店を紹介するのではなく、１店のみを
紹介し続ける必要がある。他店から批判を受ける可能性もあるが、毅然とした態度をと
り続けることで、スター店舗が生まれることになる。
⑥空店舗等のハードに対する考え方について
・ 市街地再開発事業によって建設された建物では、１階の良い場所に従来から地権者が区
分所有して店舗経営をしている。各店舗の営業日・時間が異なっているため、１階の店
舗が閉まっていると、建物全体が休業日と思われ、通りから見えない店舗（奥まったと
ころにある店舗、２階や地下階の店舗等）に客が入ってこない等の問題が生じている。
また、２階以上では空店舗も多い状況となっている。
・ 空店舗対策としては、映画資料館（映画コレクターの倉庫の有効活用）、オールインワ
ンオフィス（SOHO）など、商業店舗以外のテナント誘致を実施している。特に神戸の中
心である三宮と比べて賃料や駐車場代が安いことを前面に打ち出し、事業所誘致に力を
入れている。
・ また、再開発地区以外の商店街の空店舗に、店舗誘致する際
は、同一業種に入居してもらうことでその商店街のテーマを
作ることとしており、特に、新長田ではアジアをテーマとし
た商業集積を展開している。テナントミックスにあたり、商
店街に不足業種を入れたとしても、大型のスーパーに行けば

丸五市場

間に合ってしまうので、あまり意味は無いと考えている。
・ なお、空店舗に出店しようとする場合、神戸市の内装費補助の交付を受けることができ
る場合がある。ただし、補助金目当てで出店しようとしてもうまくいかないケースが多
いため、最初から補助金を宣伝するようなことはしていない。
５．タウンマネージャーとしての役割について
・ 街元気リーダーがすべて実施するには限界があり、役割分担することを考慮に入れなけ
ればならない。
・ 地域のなかで、
「タウンマネージャー」の役割をする人と「アドバイザー」の役割をす
る人とで、分業する必要がある。「タウンマネージャー」は、調整役に徹し、地域のカ
リスマになってはいけない。地域のカリスマになってしまうと、地元側から積極的な意
見が出てこなくなり、裸の王様になってしまう可能性がある。
・ 一方、
「アドバイザー」は地域のカリスマである必要がある。会議の中でここぞという
ときには、地域のカリスマとして地元を押さえてもらう必要がある。
６．街のプランの作り方について
・ コンサルタントが街の VISION を作っても、地元に根付いて活動されている人々にとっ
て、その街の VISION への愛着が湧かないと意味がない。そのため、地元に根付いて活
動されている人々が街の VISION を作りあげることが大切である。
・ 地元に根付いて活動されている人々が街の VISION を作りあげるのに、参考となる手法
は、以下の３つがある。
・ なお、地元に根付いて活動されている人々に対して、街の将来を描いてもらおうとする
場合、
「プランづくり」という表現にすると難しく感じるので、
「キャッチフレーズづく
り」という表現にした方が効果的である。
（１）３色フィリップボードパネルディスカッションの方法について
・ 説明者側で、
「質問と回答選択肢（３つ）」をいくつか用意しておく。
・ 説明者の質問に対し、会場内の参加者は、質問に対す
る回答について、直感で選択肢のなかから１つ選び、
色紙（青・黄・赤）を挙げる。固定観念を取り払い、
直感を大切にして、選択してもらう。
・ それにより、会場内でどのように感じている参加者が

（例）
【質問】主な来街者はどこからですか。
【回答】 青 ：広域（市外）
黄 ：地域（市内）
赤 ：近隣（徒歩）

多いのか、説明者は分かるようになる。その参加者の反応をプラン（キャッチフレーズ）
づくりに活かしていくことができる。

（２）地域の自慢大会による方法について
・ 参加者に、その地域の特徴を最も表している写真を１枚選定してもらう。その写真に基
づいて、うらやましくて思わず行ってみたくなるような「当地域のプラス面の内容」の
みを話してもらう。その際、当地域のマイナス面・課題は言わないようにする。
・ 最終的に、地域で写真を１枚選定する。選定した後は、その写真を HP のトップ画面や
パンフレットなどに何度も使い続け、その写真を見れば○○地域であると人々が認識で
きるようにする。
・ 新長田地区は、
「これぞ新長田」と言えるような風景が無かった。そこで、今回、鉄人
モニュメントができたことにより、その写真を使用し続けることにより、新長田のイメ
ージを人々の意識の中に刷り込んでいく予定である。
・ なお、同様に、地域の「キャッチフレーズ」も１度決めたら、何度も使い続けるように
すると効果が出る。
（３）ワークショップの方法について
・ あるテーマに対してアイデアを出す必要がある場合、８〜１
２人程度のメンバーが集まり、90 分程度で実施する「ワーク
ショップ」を行うことが有効である。テーマとしては、前向
きな課題（例：街を元気にするためのキーワード）を設定す
ることが望ましい。
・ 参加者は、３色の付箋紙を用いて、テーマに基づき１枚に１つの意見を記載する。①強
み、機会（チャンス）の意見、②弱み、脅威（ピンチ）の意見、③どちらか分からない
（①でも②でもない）意見、の３色に記載する。多くの意見がある人は、その数だけ、
付箋紙に記載する。
・ 参加者それぞれが、記載した付箋紙を参加メンバーに説明しながら模造紙に貼っていく。
なお、他人の意見には批判しないようにする。
・ あらかじめ、ファシリテーター（進行役）を決めておき、ファシリテーターは付箋紙を
分類しながら模造紙の上に「島」を作っていく。ある意見について、多くの人が同じ思
いを抱いている場合は、その島に多くの付箋紙が貼られることになる。
・ 意見が出揃った段階で、ファシリテーターを中心に、同種意見同士をグルーピングして
いく。
「島」をマジックで囲い込み、因果関係・目的手段関係にある島同士は矢印で結
んでおく。そのような作業のなかで、参加者全員で確認していきながら、テーマに対す
るキーワードを見つけ出す。

