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平成２３年度第１回四街道市空き店舗活用補助事業検討委員会（概要） 

 

 

 日時  平成２３年１２月１６日（金）午後２時００分～午後５時００分 

 

 場所  四街道市役所保健センター３階 第２会議室 

 

 出席者 委員  大下茂 委員長  中村正明 委員  藤尾健二 委員  佐倉光洋 委員 

 

 欠席者 委員  なし 

 

 事務局出席者  佐渡四街道市長  鵜澤環境経済部長  杉山環境経済部参事 

         田中産業振興課長  森山副主幹  黒岩副主査 

 

 傍聴人     なし 

 

 

―― 会議次第 ―― 

 

1. 委嘱状交付 

2. 市長あいさつ 

3. 開会 

4. 議題 

（1）委員長の選出について 

（2）会議の運営方法について 

（3）空き店舗活用補助制度の検討について 

（4）その他 

5. 閉会 
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1.委嘱状交付 

事務局（鵜澤部長）：ただいまから、平成２３年度第１回空き店舗活用補助事業検討委員会の委嘱

状を交付させていただきます。 

 

― 市長より各委員に委嘱状を交付 ― 

 

2.市長挨拶 

事務局（鵜澤部長）：続きまして、市長よりあいさつを申し上げます。 

 

市長：（市長あいさつ） 

 

事務局（鵜澤部長）：続きまして、委員の紹介させていただきます。 

 

― 委員紹介 ― 

 

事務局（鵜澤部長）：続きまして、事務局職員を紹介させていただきます。 

 

― 事務局職員紹介 ― 

3.開会 

事務局（鵜澤部長）：ただいまから、平成２３年度第１回空き店舗活用補助事業検討委員会を開催

いたします。本会議が四街道市空き店舗活用補助事業検討委員会設置要綱第６条第２項

に規定する委員の過半数の出席があったことから、成立しますことをご報告させていた

だきます。 

 

4.議題 

事務局（鵜澤部長）：それでは次第にございます議題（１）委員長の選出について進めさせていた

だきます。委員長については、最初の会議のため不在となっておりますので、委員長が

互選されるまでの間は、市長が座長を務めます。よろしくお願いします。 

 

市  長：委員長が選出されるまで、暫時座長を務めさせていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

それでは、委員長は本委員会要綱第５条第１項の規定により、委員の互選により定める

ことになっておりますが、本日、初めて顔合わせをされる方が多いと思いますので、ま

ずは、委員の皆様に自己紹介をお願いできればと思います。大変恐縮ですが、大下委員

から順番によろしくお願いいたします。 

 

― 各委員の自己紹介 ― 

 

市  長：それでは委員長の選出に移ります。市の他の審議会では、委員間の推薦により委員長の
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選出を行っておりますが、いかがいたしましょうか。 

 

委員一同：座長一任 

 

市  長：一任とのことですので推薦いただいたうえで、委員長の選出をお願いできればと思いま

す。推薦はございますか。 

 

中村委員：大下委員はいかがでしょうか。 

 

市  長：ただいま大下委員との推薦がありましたが、いかがでしょうか。 

 

委員一同：異議なし 

 

市  長：それでは大下委員に委員長をお願いします。委員長が選出されましたので、これからの

進行は、本委員会要綱第６条第１項の規定により委員長にお願いします。なお、委員長

席に移動されましたら、本委員会への諮問書をお渡しできればと思います。 

 

― 大下委員が委員長席に移動 ― 

 

市  長：（諮問書交付） 

 

事務局（鵜澤部長）：ここで、市長は公務のため退席させていただきます。それでは委員長、議事

進行の方よろしくお願いいたします。 

 

大下委員長：（あいさつ） 

     それでは第１回の会議を進めてまいります。議題（２）会議の運営方法等について、事

務局の説明をお願いします。 

 

事務局（黒岩副主査）：（会議の運営方法等（会議録の作成）について説明） 

 

大下委員長：事務局から説明がありましたが、ご質問等はありますか。なければ、事務局の説明通

りとしてよろしいでしょうか。 

 

委員一同：異議なし。 

 

大下委員長：会議録には署名人を設けることと思いますが、本日の会議の会議録署名人として佐倉

委員と中村委員にお願いできればと思いますが、いかがでしょうか。 

 

佐倉委員・中村委員：了解しました。 
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事務局（黒岩副主査）：（会議の運営方法等（会議の公開）について説明） 

 

大下委員長：事務局から説明がありましたが、ご質問等はありますか。なければ、事務局の説明通

りとしてよろしいでしょうか。 

 

委員一同：異議なし。 

 

大下委員長：それでは公開することと決定いたしました。傍聴者はいらっしゃいますか。 

 

事務局（黒岩副主査）：現在のところ傍聴者はいらっしゃいませんが、本会議は公開となっており

ますので、途中でお越しになられたときは、随時入室していただくことになります。ご

了承ください。 

 

大下委員長：会議資料につきましては、傍聴人の閲覧に供するものとしますが、このうち議事次第

については配付するものとします。 

 

大下委員長：それでは議題の（３）空き店舗活用補助制度の検討について、事務局から説明をお願

いします。 

 

事務局（黒岩副主査）：（資料に基づき説明） 

 

大下委員長：ここで１０分間、休憩します。 

 

― 休 憩 ― 

 

大下委員長：再開します。 

     事務局より委員会の進め方について、資料４、５、６について説明がありましたが、質

問はありませんか。質問がなければ、この進め方で進めていきたいと思います。 

     続きまして、資料７について自由な意見をお願いしたいと思います。なお、資料８、９

はその考え方、資料１０は、シミュレーション、資料１１は、中心市街地の人口構成、

資料１２は、空き店舗の状況についてですので参考としていただければと思います。 

     今後制度設計をしてくこととなりますが、問題提起をさせていただきます。 

     香取市については、中心市街地の活性化に対して空き店舗の補助をする制度があり、１

階部分を対象としています。何故かというと、佐原の町並みは、連続していることに意

味があり、１店舗でも店が閉められてしまうと、町並みという連続性がなくなってしま

います。したがって、何を目的にするのかによって規定を整備することになります。 

     もう一つ、空き店舗活用事業についてですが、佐原の場合、元は倉庫として使用してい

た所をカフェとして整備しましが、それを空き店舗というのかどうかです。四街道市は

何を目的として維持をしたいのか、将来こういうことが起こりうることに対して、未然

に手を打っておきたいことなのかどうか、など幅広い議論をしたいと思いますが、そう
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すると、中心市街地だけでおさまらなくなるかも知れません。中心市街地でない地域の

商店街で、空き店舗が生じた場合でも将来困るであろうと思います。それに対して地域

コミュニティを維持しながらになると、民間企業を巻き込み郊外型の店舗を建てたとし

ても、助けてくれるとは思えません。それに対してコミュニティビジネスに補助するの

かどうかという議論も必要です。複数の回答が出てきます。駅前にしてもお店でないと

ころもありますが、対象として連続性をもたせる意義があるところは、店舗として空け

てもらうことで、空き店舗活用の準用として扱えるのではないでしょうか。 

     四街道市において、何を目的としていくのかという議論をしていきたいと思います。 

     中村委員いかがでしようか。 

 

中村委員：佐原の場合、外から見ると空き店舗だと思えますが、大家さんからみると違います。き

ちんと整備していかなくてはいけないと思います。暮らしやすさなどを考えると、目的

を明確にしなくてはならないと思います。 

 

大下委員長：駅前に空き店舗は尐ないのではないかと思うのですが、佐倉委員いかがですか。 

 

佐倉委員：他の地域から比べると、駅前には空き店舗はそんなに多くはありません。旭ヶ丘などの

駅から離れた商店街にあります。 

 

大下委員長：駅前では、空き店舗でなく空き家ならあるのでしょうか。団地や大日地区は空き店舗

があるのでしょうか。 

 

佐倉委員：中には建物を取り壊しているところもあります。 

 

大下委員長：藤尾委員いかかがですか。 

 

藤尾委員：目的は何なのか、目的によって取り組み内容が違ってくると思います。中心街から外れ

たところはどうなのでしょうか。たとえば船橋市金杉商店街の取り組みが四街道には必

要でしょうか。目的がどこなのかが気になります。 

 

大下委員長：当然、補助制度を作る時に、目的、背景を持つことが必要です。もう一つは、作った

制度にニーズがあるかどうかだと思います。２つの観点を整理していくことが必要とな

ってきます。 

     郊外部と中心市街地では目的が違います。行政は、中心市街地では人を集めたいと期待

する効果を考えています。「期待する効果は何か。」「そのためにどのようなことをやれば

よいのか。」「郊外の地域はどう対処するのか。」を議論していきたいと思います。 

 

佐倉委員：店主が高齢化している空き店舗予備軍もありますが、そういうものは対象としなくてよ

いのでしょうか。 
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大下委員長：どこまで検討するのですか。 

 

事務局（黒岩副主査）：いろいろな商業振興策が出てくると思いますが、議論を広げていただきた

いと思います。 

 

大下委員長：議論を広げてかまわないのですか。 

 

事務局（黒岩副主査）：広がりすぎて収集がつかなくなるのは困りますが、限られた期間の中で議

論していただければと思います。 

 

藤尾委員：予算はどれだけあるのですか。 

 

事務局（黒岩副主査）：この審議の中で、意見を集約してからとなります。 

 

大下委員長：今後検討をしていただき、来年度制度設計をして、２５年度の予算要望をしていくこ

ととなります。 

 

藤尾委員：自由な議論でいいのですね。 

 

大下委員長：いろいろ意見があっていいと思います。 

 

佐倉委員：市民に必要な店舗があれば活性化されると思います。事業者や市民のニーズがあれば論

議できます。 

 

大下委員長：長続きしなかった理由は、店側の理由もあり、市民の消費者ニーズにもあるので、真

面目に検討していかなければならないでしょう。 

     個性的な店が閉店した理由はどうしてなのでしょうか。 

 

事務局（黒岩副主査）：四街道では、若者を対象とした店は成り立たないとして閉店しました。 

 

大下委員長：「若者が尐ないからなのか。」「若者の嗜好に合ったものを提供しなかったのか。」どう

なのでしょうか。 

 

事務局（黒岩副主査）：残念ながら興味を持ってもらえなかったのだと思います。四街道であまり

買い物をしないのかもしれません。 

 

藤尾委員：千葉が近すぎますよね。 

 

事務局（田中課長）：四街道で同じものを売っていたとしても、四街道では買わないのでしょうね。

買うところが重要なのでしょう。 
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事務局（黒岩副主査）：若者に限らず、中高年でもその傾向があります。フリーペーパを作成した

スタッフの人達も、四街道にもこんな魅力的な店があったのかと言っています。今まで

は、都内や千葉で買い物をしていて、四街道では買い物をしなかったと言っていました。

きっかけがなかったようです。 

 

大下委員長：情報が足りないということですか。 

 

事務局（黒岩副主査）：情報が届いていないということです。 

 

大下委員長：四街道で買い物をしないのは、ブランドを考えると東京であったり、千葉で買い物を

したりするのでしょうね。ブランド力がないということでしょう。 

 

藤尾委員：ポイントカード等はやっていないのですか。 

 

事務局（黒岩副主査）：ポイントカードはありますが、一定の層の人しか利用していません。 

 

佐倉委員：どちらかというと高齢者の利用が多いようです。 

 

大下委員長：地域の中で消費をさせようとするのであれば、地域振興券の人気があります。 

     消費者側と店舗側がマッチングしていないのではないでしょうか。もう一つは、空き店

舗予備軍がありますが、街の中であってもこれは問題となってきます。個人事業主の方

は、年齢層は高いのでしょうか。 

 

佐倉委員：高齢でも後継者がいればいいですが、いないと将来的には他の事業になっていきます。 

 

藤尾委員：必要性が認められた公益性の高いものであれば、担い手がいなければ市がやれるのでし

ょうか。 

 

大下委員長：市が直接やるというよりは、市民活動と連動してやっていくということではないでし

ょうか。 

 

事務局（田中課長）：市が直接やることは難しいと思います。 

 

藤尾委員：公益性と収益性のバランスの観点からすると、公益性が高ければ高いほど担い手はいな

くなってくると思います。駅前では空き店舗があれば、ニーズが高いでしょう。 

 

事務局（田中課長）：駅前で活用していく必要があれば、市が直接やるかどうかは別として、活用

していくことになると思います。 
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大下委員長：駅前には公共施設がありますが、そういう施設を利用することもあるかと思います。 

 

事務局（田中課長）：施設を統合して利用してくことは考えられますが、現在のところ総合計画に

位置付けられてはいません。 

 

事務局（黒岩副主査）：空き店舗の活用を考えるうえで、空き店舗予備軍を空き店舗にしていかな

いことも検討していく必要があると思います。大日商店街のパン屋さんが閉店をしまし

たが、パンを作る設備は店舗に残っているので、商店街として対策を考えていくことは

できると思います。空き店舗の補助だけでなく、空き店舗にしていかないことも幅広く

考えていくことになると思います。 

 

大下委員長：空き店舗にさせない方法が大事です。連続していくことに意味があった時代、昔の商

家は、一件の店がなくなれば、その店は支援しませんが、町内をあげて次の人を探して

きました。今の話は１つの例ですが、商店街として必要なことだと思います。 

 

佐倉委員：商工会では創業支援を行っています。創業予定者からの相談を受けた時、初期投資は抑

え目で事業計画を立てるようお話をしています。お金をかけずに店舗作りをしたいと思

っているところに、補助金が出るということであれば、背伸びしてでも補助金を受けよ

うとすることとなり、開業は計画どおりにはいかないので、せっかく補助金を投入して

も長続きしないのではないでしょうか。 

 

大下委員長：公益性と収益性の問題となってきます。公益性のあるものをやってくださいと行政は

言えますが、手を挙げる人は尐ないかもしれません。もし自分達だけでできるのであれ

ば、自分たちでやってしまいますが、補助制度から考えると収益性があるといえます。

収益性があれば補助対象外となりかねません。 

 

藤尾委員：中心街と郊外でまるきり視点が変わってきますか。 

 

大下委員長：違ってきます。 

 

藤尾委員：中心街を考えると難しいですが、郊外を考えると検討できるのではないでしょうか。 

 

大下委員長：まさに、コミュニュティービジネスです。まだ元気な人が代わりに買い物に行ったり、

巡回型の店舗を利用したりすれば、空き店舗も生きてきます。困っている理由がみえて

いますので、それに対する補助を考えると、半分は公益性がありますが、収益性の一部

分がなぜ成り立っているのかというと、「明日は我が身かもしれないので、体が動いてい

る間は手助けをしたい。」あるいは「働くことによって生きがいにつながる。」というこ

とで、時給８００円のところ５００円で働くことで、当然収益はあがることとなります。 

 

藤尾委員：そうなると障害者や高齢者の問題でもありますね。 
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事務局（黒岩副主査）：その辺は両論併記でお願いできればと思います。 

 

事務局（田中課長）：補助設計のやり方として、中心市街地部分はこの制度、郊外部分はこの制度

という考え方があってもいいと思います。 

 

大下委員長：この委員会は、制度設計の審議をお願いされているので、審議の結果、たとえば、中

心市街地の空き店舗の補助、商業活動に連続性が必要な空き家の補助、郊外における喫

緊の課題に関する補助の３つをあげることとなるでしょう。 

     空き店舗になった理由は他にあるのでしょうか。中村委員どうでしょか。 

 

中村委員：そもそもビジネスとして正解だったのか、あるいは事業者の問題だと思います。ビジネ

スモデルとしてどうなのかの問題もあると思います。公益性のある商売であれば別なの

ですけれども、公益性があればそれ以外なのかもしれませんので、何とも言えません。 

 

藤尾委員：私の地元の船橋の商店街は明らかに成り立っていないと思うのですが、地元商店街なぜ

成り立っているのかが疑問です。 

 

事務局（黒岩副主査）：たとえば文具であれば、大口で学校と取引をしている例があります。また、

洋服屋であれば、制服の取引をしています。土地を持っていれば賃料がかかりません。

また、人件費を削ったりもしています。 

 

藤尾委員：空き店舗予備軍は何故発生しているのでしょうか。持家であれば大丈夫なのでしょうか。 

 

大下委員長：後継者問題だと思います。 

     中村委員の公益性があるものであれば別と言うのはどのようなことでしょうか。 

 

中村委員：空き店舗の補助金を出すということは、そもそも公益性があり、拠点とか機能を期待し

ます。公益性を入れ込んだところが非常に重要となってきます。郊外でも公益性を担え

ることが前提条件です。なかなか公益性のビジネスは時間がかかるものですが、だれし

もが欲しいと思っています。ここがポイントとなってくると思います。佐原の例を挙げ

ると、観光の補助をしてでもはぬきにならないようにしています。それも魅力をもって

商売をするということに、空き店舗の活用方法に公益性がないといけません。基準をき

ちんとしておかないといけないと思います。 

 

大下委員長：公益性とは何かという議論ですが、佐原では、観光の町を目指そうとするうえで、町

屋カフェが、公益性があるのかどうなのかということが議論の分かれるところとなりま

す。普通に考えれば公益性はないのです。通常であれば町屋に入り暮らしぶりは実感で

きません。その空間において、佐原の暮らしぶりを体験できる施設で、町屋の中に入っ

てコーヒーを飲むことで、町屋暮らしを見させてもらえます。町屋暮らしというブラン

ド化するプロセスの事業の一つです。そうすると公益性があることになります。 
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中心市街地の中で四街道ににぎわいを生むということが、仮置きの目標としたときに、

公益性とはなんでしょうか。たとえば駅前保育があるかもしれません。 

 

中村委員：中心市街地の中で集客したい場所、公益性の所など絞っていかないと的外れとなってし

まいます。 

 

藤尾委員：市街地は買い物をしてもらうということになるのですか。流出がとまらないということ

ですね。 

 

事務局（田中課長）：市の商業が衰退するということになってきますので、にぎわいなどを中心市

街地へということになってきます。 

 

藤尾委員：名のある企業をつれてくることもあるでしょうか。 

 

事務局（黒岩副主査）：駅前で空き店舗が出ても、すぐに埋まります。それは個人事業主ではなく、

チェーン店の飲食店や不動産屋等が入ってきます。大手ですと、商工会にも加盟しませ

んし地域の行事にも参加しません。そうなると店が埋まっても、地域活性化の為の貢献

が期待できません。 

 

藤尾委員：そこが埋まることによって人が出ていかないということでは、いいのではないですか。 

 

事務局（黒岩副主査）：そういう考え方もあると思いますが、中心市街地で連携をしていろいろな

事業をやろうとした時に、イベントなどは本部に聞いて参加しないということになって

います。そんな中で活性化ができるのかという感じがします。 

 

大下委員長：空き店舗の状況を考えると駅前は、ほぼ空き店舗はないのでしょうか。 

 

事務局（黒岩副主査）：あるにはあります。資料の空き店舗の状況の中にもありますし、不動産屋

に話を聞きに行った時でも、駅の近くの２階部分は空いていました。決してないという

ことではありません。駅に近いと賃料が高いのと、２階部分は使い勝手が悪いのだと思

います。 

 

大下委員長：そうなるとオフィス系ですね。購買力の流失には関係なく、ただ埋まっているだけと

いうことですね。 

 

事務局（黒岩副主査）：ある建物の３階部分には弁護士事務所がはっています。目的来店で来るの

で、何階でもいいということだと思います。 

 

大下委員長：公益性の議論はしていかなければいけません。 
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中村委員：商売だけというよりは、その地域の課題を整理していくことが必要でしょう。どうして

も、商売人は商売がその空き店舗で無理だと思えば、そこへ無理して出ようとは思いま

せん。商売のことは話をしますが、実際に空いているのはその地域の方もわかっていま

す。商店街で借り上げて皆で商店街をつなぎ合わせることができるのかというと、なか

なかできません。その地域の課題は、福祉の問題とかシニアの方が集まってくつろげる

施設が求められています。そういう所をうまく生かした状態で、商売人の感覚などを取

り入れていかなければいけません。空き店舗の価値観を変えていかなければ、使えない

のではないかと思います。いい立地、商売に向いているのかどうかというのは、ここで

いう中心市街地という話ですけれども、尐なからずエリアごとの街作りの機能はどこな

のかということだと思います。ですから、同じ四街道でも右と左では違うのではないで

しょうか。 

 

大下委員長：中心市街地で駅前の課題と大日商店会では課題が違うと思います。その中から課題を

抽出してどのような方向に持っていけばよいのかを考えた時に、公益性に何を期待でき

そうなのかを導き出せそうでしょうか。 

 

事務局（黒岩副主査）：アンケートやデータの無い中、こうだとは言い切れません。ただ、駅周辺

の商店主の話では、駅周辺の町内会は平均年齢が７０歳を超える地域があるとのことで

す。そうであれば、高齢者の集える施設で、そこに出てくれば安否確認もできますし、

コーディネーターをおけば相談もできますので、高齢者の手助けになることは考えられ

ると思います。 

 

大下委員長：駅前でもそのような実態があるということなのでしょうか。 

 

事務局（黒岩副主査）：はい。 

 

藤尾委員：それをやるとしたら市が事業受託者を使ってやるのでしょうか。 

 

中村委員：たぶんＮＰＯか、プロジェクトを作ってやるのかだと思います。事業者がやってもいい

と思います。 

 

藤尾委員：松江市では、商工会と市が連携をして、買い物に疲れた高齢者が休めるような施設があ

りました。管理するのは精神障害の方で、メイン通りに４、５か所あり常にお茶が飲め

る施設です。 

 

事務局（黒岩副主査）：四街道市にはサンワークという身体障害者の方が訓練をする施設がありま

すが、そのような施設で作ったものをアンテナショップ的に販売して、接客もして訓練

もするというところでは、行政がやるということも考えられます。最初は福祉の目的で

補助金を交付して２・３年やってみて収益性はないが、公益性があり、市として必要で

あれば直営をしていくということも考えられるのではないのでしょうか。 
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大下委員長：公益性の議論を突き詰めていくと、対象となるモデルの事業はある程度想定されてく

るということでしょうか。 

 

藤尾委員：公益性が何なのかをしっかり詰めないといけないのではないでしょうか。 

 

大下委員長：最後は市がやってくれると考えられてしまうと、ビジネスモデルとして危険ではない

のでしょうか。 

 

事務局（黒岩副主査）：議論はよいのではないでしょうか。 

 

大下委員長：モデル性を想定する中では、福祉ということもあると思います。障害者の方が作った

物が売れるようなアンテナショップ的なもの、そのようなことをイメージして、議論し

ていかないとリアリティがありません。大日商店街の方が逆に難しいところでしょう。

連続させる意義があるのかという問題もあると思います。想定されるものを議論してい

きたいと思います。 

 

事務局（黒岩副主査）：平成１１年度に中心市街地活性化計画策定した時のエリアです。その時は、

ヨーカ堂があったので、そこに連なった大日商店街も中心市街地となっています。 

 

事務局（田中課長）：今この地域では、大きな施設は現存していません。 

 

事務局（黒岩副主査）：ヨーカ堂が核店舗となっていたということだと思います。そこに人が集ま

っていました。 

 

大下委員長：空き店舗の対象を考えた時に、市民のニーズもなさそうであり、立地したい商店もな

いのであれば、議論の対象としなくてもよいものなのでしょうか。想定しなくてもよい

ものなのでしょうか。 

 

佐倉委員：大日商店会はかなり危機感をもっています。また、駅前商店会では、ヨーカ堂が移転し

たことで、人の流れが変わったと言っています。 

 

藤尾委員：どのように変わったのでしょうか。 

 

佐倉委員：悪く変わりました。 

 

事務局（黒岩副主査）駅前にあったスーパーさかいは閉店してしまいましたが、ヨーカ堂が移転し

て人の流れが変わり、経営環境が悪化したようです。 

 

大下委員長：地域の事情を話していただきました。 

     もう一つの観点は、公益性のある事業ということで話しをしていましたが、どんな補助
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事業のフレームを作ってもらうと嬉しいのでしょうか。最初に立ち上げた時に何が欲し

いのでしょうか。たとえば、「家賃が１年たたないともらえない。丸１年たったら前年よ

くやりましたということで家賃補助をくれる。」やろうとしている人たちは、最初に欲し

いのかもしれません。使う側とすれば、どんな補助が必要となるのでしょうか。中村委

員いかがでしょう。 

 

中村委員：初期費用がスタートアップするときに必要です。初動の時に一番お金が欲しいと思いま

す。実績が公益的に街のためにやるのだとういことを地域の人の理解していただく必要

もあります。いろいろな方面で支援を頂きたいと思います。かなりしっかりしたプレゼ

ンテーションをして指定管理をもらうくらいの感覚でいなければいけません。中途半端

では出さないほうがよいと思います。そのかわり徹底的に指定管理の枠組みみたいなも

のを活かしたしっかりした基準を作る。そこまでやるのであれば、最低の人件費をみて

いただきたいと思います。家賃の半分プラス人件費スタッフ１名ぐらいの補助をやらな

いと、なかなか事業として走りません。公益性が強くなるほど走りません。 

     ただしそれが、初動でしっかりしておかないと、２年目はないという現実もいっぱいみ

ているので、人の問題はものすごく大きいということです。公益性があれば特に重用で

す。そこのところの基準を絞り込んでおかないと、うまくいかないと思います。 

 

大下委員長：人、物、お金、情報すべての経営資産に対して初動費が一番欲しいということです。

補助金の空き店舗の補助の制度化については、お金の話がメインになっていますが、そ

れに対して、情報発信だとか、公的機関のお墨付き、あるいはそれに対しての人の協力

が必要でしょう。 

 

中村委員：国の補助でもそうですが、人件費は見ないスタンスが多いのです。人件費を見ていただ

かないときついので重要な問題です。人件費は当然経費と見ますので、公益性の高い事

業は誰がやるのかがすごく大きいことであるので、そこを見てあげるかどうかで違って

きます。その基準は厳しくてもよいと思います。 

 

大下委員長：事務局に確認したいのですが、駅前とはいいませんが、公益性が高い様な事業をＮＰ

Ｏなり組織で立ち上げたり今運営されたりしている施設はどれくらいありますか。 

 

事務局（黒岩副主査）：調査はしていないが福祉系の介護事業が多いと思います。 

 

大下委員長：「よもぎの里」はどうでしたか。 

 

事務局（黒岩副主査）：「よもぎの里」は、最初一部補助金をだしましたが、今は自分たちでやって

います。 

 

大下委員長：「よもぎの里」では、最初何が必要であったのか代表の方に確認していただきたいと

思います。市内の事業者方に聞いてみたらこういうところが大事でしたという、生の声
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を聞きたいと思います。 

     中村委員の話ですと、やるのであったら、小さいものをやっていくのではなくコミュニ

ティビジネスか市民共同事業かわからないものでやろうと思っていてもだめなので、指

定管理をやるというぐらいの迫力のある大きなものを、複数年のきっちりとプレゼンテ

ーションをして、組織としても整えてもらって出した方がいいのではないかと。 

 

中村委員：事業の大きさとか小ささではなく、小さくてもその覚悟は必要で、尐なくても複数年考

えられるような、最低３年ぐらいのスパンの補助、支援がないと厳しいと思います。 

 

大下委員長：そういう時に相談に乗ってもらうといいですよね。最初から自分ではできません。補

助申請書も書けません。 

 

中村委員：福祉から介護までそれこそ商業的な要素まで、いろいろな要素が必要となってきますの

で、相談窓口があればいいと思いますし、コーディネーターも必要です。流れを作って、

その事業のビジネスモデルを作るとまではいかなくても、事業計画作りのサポートをし

ていただければよいのではないでしょうか。 

 

大下委員長：経済産業省の調査事業でも、コーディネーターの指導のもと地元に入ってプランを作

り、それをもとに事業を進めていきます。１年目は２/３の費用を国が出します。２年目

は１/２を国が出します。３年間で結果をだしていくというような組み方も参考となると

思います。これは、地域ブランドの全国展開事業の例です。 

 

事務局（黒岩副主査）：事業計画を立てて、３年ぐらいのスパンで考えていかないと、１年ごとで

は、成り立たない部分がでてきます。特に公益性が高い事業は、市民が支える事業でな

いと成り立たちません。ＮＰＯだと寄付だとか、会費とかで回せる部分があるのであれ

ば、たとえば賃料が１年後にでるのであれば、つなぎ融資を受けて１年後に補助を受け

て返すのもありなのかもしれません。また、例えば出資を受けて１０年間で株主優待み

たいなものを１年ごとに１０００円ぐらいの商品券を出していくというやり方もあると

思います。公益的な事業をやる方たちの経営的な能力がすごく大切であると思います。

その辺はコーディネーターがサポートしていくことはいいことだと思います。 

 

大下委員長：時間ですので、最後に意見をお願いして、まとめに入りたいと思います。佐倉委員い

かがでしょうか。 

 

佐倉委員：公益性の観点からいろいろご意見を伺いました。商工会の立場もありますが、公益性と

いうことで、創業支援であるとか、事業承継にからむような形で空き店舗の対策事業に

盛り込めればと思っています。また、内装関係や設備の施工で市内の工事関係者を使う

ことで、優遇されるプラスアルファがあれば、市内の事業者にも影響があるような形で

事業ができればと思います。 
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大下委員長：藤尾委員いかがでしょうか。 

 

藤尾委員：やっぱりここは空き店舗だったのだと思われない施設を作らないといけないと思います。

福祉の方がやっているパン屋さんが使いまわしと思われないようにするには、初期投資

が必要なのかなと思います。ずっと続いていくものだという思いが反映されなくてはと

いう気はします。 

 

大下委員長：中村委員いかがでしょうか。 

 

中村委員：エリアごとにゾーニングをしっかりしていくことが必要だと思います。 

 

大下委員長：ありがとうございました。今日の会議は１回目なので皆様から広くご意見を伺いまし

た。その中で、対象となる区域という話の中で３つでましたので、整理しておきます。 

     １つは、中心市街地の中、特に駅前を中心とする所は、にぎわいを生むための背景で、

空き店舗というものをどのように活用していくのかということです。 

     ２つ目は、町屋というもの、今は住宅地となっているけれども、そうゆう所でも連続性

があるとするならば、対象として考えていく必要があると思います。ただし、これを同

じ扱いにするかどうかは別として、同じエリアの中でタイプの違いは存在しますという

ことです。 

     もう１つは、郊外におけるセンター的な施設についてはどうなのかです。地域によって

あるいは対象によって、目的、目指すべきところが違うのであるから、そういうところ

を意識しながら、それにマッチしたものに作りこんでいく必要があるという方向性が見

えてきました。 

     皆さんの意見では、事業の規模は当然議論不足ですが、やる以上は、継続してもらわな

いといけないという願いがあります。そうなったときに３年なら３年のスパンで３年間

の中できっちりとした人、物、金、情報というものを含めて提供できるシステムを、計

画を作る段階、実際に事業をする段階等、複数年度で作っていくことも考えていかなけ

ればいけません。ただ先ほどの３つのタイプのすべてを、それに適応されるかどうかと

いう検証はしていかなければいけません。大きな命題といたしまして２つでてきました

が、３つめは公益性と収益性ということ絶えず考えないといけません。また、そこが空

き家、空き店舗になった理由というものが必ずあるはずなので、そこはディスカッショ

ンして、「ビジネスモデルがだめだったのか。」「ニーズに合わなかったのか。」「あるいは

個人事業主の問題（後継者問題）であるのか。もしそうだとすれば空き店舗にならない

ような方策はないのか。」を考えていけたらと思います。 

     次回以降はもう尐し、他の地域の運用の話など資料を充実していただけるということと、

創業にあたる「よもぎの里」という例を先ほど出しましたが、地域の中で、公益性を生

むようなものを作られた時に、何に一番もらうと嬉しいのかというと、中村委員のご意

見とほぼ類似する意見を頂けるかと思いますが、そういう様なものを元に、制度設計を

していく中で、さらに突っ込んだお話しができればと思います。また、次回は資料の説

明や最初の手続きがございませんので、もう尐しディスカッションを体系づけてできる
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と思います。今日は１回目ということで、３時間近くご議論いただいたことに感謝申し

上げます。 

     議題（４）その他について事務局より説明があればお願いします。 

 

事務局（黒岩副主査）：次回の日程につきましては、後日調整させていただきます。 

 

大下委員長：日程調整をお願いします。これで会議を閉会させていただきます。 

 

事務局（鵜澤部長）：長時間にわたるご審議どうもありがとうございました。 

 

 

会議録署名人  中村 正明 

会議録署名人   佐倉 光洋 


