
コト消費空間づくり研究会 
  

第５回事務局提出資料 

平成２７年６月１１日（木） 
経済産業省 地域経済産業グループ 

資料３ 



【再掲】本研究会の検討事項 

財源確保 
事業活動 

組織権限 
規制・制度 

人材確保 
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マネジメント人材の確保について 
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     マネジメント組織に必要な３要素（イメージ） 
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権限 
（公的位置づけ） 

財源 
（網羅性・自立性・持続性） 

人材 
（マネジメント能力と経験） 



    第４回研究会における委員各位からのご指摘 

○ 優秀な人材を確保するには財源も必要。公募で外から集めてくる努力をしている例はあるが、
外部人材は定着するか不安定なため、地域で生まれ育った人材を育てることが重要。 

○ せっかく適性のある人材を確保しても、地域側に受け入れる環境がないとうまくいかない。
財源も含め、人事育成のための環境づくりが必要。 

○ まちづくり団体へのアンケート調査からは、専属人材がいる組織が全体の半分程度であり、
そのような組織の方がパフォーマンスが高いことが読み取れる。 

○ 求められる人材は次の２種類に分類できると思う。 
・自らの地域で主体的に行動し、新事業が展開できる人材 
 まちづくりに興味をもつ若手人材、リタイアしたシニア世代、子育て世代の女性など 
・外部からのプロフェッショナル人材 
 中活、観光、まちづくり、ソーシャルビジネスなどの専門的知見・ノウハウを持ち、全国の事業に助言 
→ この２層構造で事業が進むシステム及びそのための人材マーケットの構築が重要。 

○ 外部人材の再生産の仕組みは必要で、これは自治体単位では難しいので、国が責任を持って
考えていかなければならない。 

○ アメリカでは、マネジメント人材として、市長より遙かに高い給料で、極めて高度な専門的

知見を有した外部人材が雇用される。彼らは外部人材であるため、地域のしがらみにとらわ
れず、客観性のあるマネジメントを行うことができる。 

○ 同国では、人材を育成する必要はなく、民間が育てた人材をうまく引き抜くことができる。 
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  マネジメント人材に求められる能力 
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○ リーダーシップ系統の能力 
 地域づくりに取り組む志を持ち、
関係者との認識共有及び合意形成
を行う能力 

○ マネジメント系統の能力 
 多様な関係者をとりまとめ、必
要な人材や資金を確保し、プロ
ジェクトの立案や進行管理を行う
能力 

○ マーケティング系統の能力 
 地域の魅力を創造することで、
来訪者の新規獲得と既存顧客維持
を行う能力 

○ 志・合意形成に関する能力 
 地域づくりの基本的な考え方や方向性を取りまと
め、多様な主体との認識共有や合意形成を持続的に
実施できる。 

○ 持続性・公益性に関する能力 
  地域資源の保全・活用に関する調査を実施し、
地域内外の人と調整しながら、ブランド化を意識し
た地域づくりの実行体制を構築できる。 

○ 地域マネジメント計画に関する能力 
 地域づくりの基本的な方向性に基づき、地域のブ
ランドコンセプトを体感させる、複数の事業方針を
策定できる。 

○ 受入環境に関する能力 
 地域での滞在に関する情報や滞在プログラム等を
一元化して収集・提供する仕組みを構築できる。 

○ 地域マーケティング計画に関する能力 
 地域ブランドの基本概念を理解し、自地域におい
て活用できる。また、個別事業の実施結果をモニタ
リングして、改善を実現する。 

○ 滞在プログラムに関する能力 
 マーケティング計画に基づき、ブランドコンセプ
トを体感できる複数の滞在プログラム（経験ストー
リー）の企画ができる。 

展開 

『観光地域づくり人材育成実践
ハンドブック２０１４』（観光
庁;Ｈ２６）を基に事務局作成。 



  ＯＪＴをコアにした育成システム 
○ コト消費空間の創造や管理に資する人材の能力分野や、その育成手法については、既に先行的な整理がなされている

（例：観光地域づくり人材育成実践ハンドブック；観光庁, 2014）。 
○ その中で、各分野の能力育成にかかる知識体系の整備が課題となっているが、 MOOC （Massive open online 

course）などネットを利用した国際的な教育システムの登場もあり、講師（教育的メンター）の充実を図っていくこ
とで、知識移転型の能力育成環境は広がっていくと期待される（例：「オンライン講座『旅館経営教室』：観光庁, 2015）。 

○ 一方、高度化した社会における人材育成事業については、「経験を通じた学習」手法の有効性が指摘されている。これ
は、単なるOJTではなく、（実力を少し上回る）適切な経験と、経験後の内省がセットで実施されるものであり、助言
型メンターの存在は不可欠。 

○ また、プロとして育つには、5~10年の時間が必要である。すなわち、「経験」は5年以上、安定的に提供される必要が
ある。 

○ これらより、コト消費づくり人材の育成には、実践者となる本人だけでなく、中長期的な能力育成環境を担保する安定

的な雇用、実践的な経験を積むことの出来る実行権限と費用の確保、そして、支援するインストラクター・メンターを
交えた一体的な環境を構築することが求められる。 

○ さらに、こういったマネジメント事業に、新たな人材が参入してくるためには、数年単位での短期的な雇用の場だけで

なく、ＯＪＴで得た経験と知見を活用できるキャリア・パスが描けるような人材マーケットが形成されるよう検討する
必要がある。 
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転要素を加味し事務局作成 
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公物管理業務 

B2Cサービス 
B2Bサービス 

エリマネ 
協働事業 

（指定管理等） 
委託料 

事業売り上げ 

税・分担金 

事業経費 

人件費 

事業経費 

人件費 

事業経費 

人件費 

事業経費 

人件費 

事業経費 

人件費 

事業経費 

人件費 

「人材」への 
経験提供財源 

「人材」の 
安定的雇用財源 

エリマネ組織のPL構造モデル 
収益 費用 

コト消費 
空間づくり事業 

人材育成効果 

※事業経費は固定費を含む 

○ エリマネ組織の収入源は、大きく補助金、指定管理などの公共からの業務委託、B to C and/or B to Bの民間
事業者を対象とした自主的な収益事業、そして、会費などが存在する。 

○ 税・分担金型資金を導入する場合、会費は置き換えられると考えられる。また、補助金も同じ公的支出となる
ことや、継続性の点で主たる財源とはなりにくい。 

○ これをふまえ、主たる財源を業務委託、自主的な収益事業、そして、税・分担金型資金と設定した場合、収益
の構造は以下のように整理できる。 

○ 一方、コト消費空間づくりに取り組むような既存組織のPLを参照すると、総支出と人件費は比例関係にあり、
概ね30%が人件費（福利厚生費含む）に適用されている（R²=0.53、n=25、METIデータより※）。すなわち、マネジ
メント組織が人材の確保と育成を行っていくためには、そのために必要とする人件費の概ね3倍規模の収益を
安定的に確保することが必要となる。 

○ これらをふまえ、エリマネ組織においては、人件費の3倍を目処とした規模感にて、（税・分担金に基づく）
エリマネ協働事業、公物の管理業務、その他のB2C,B2Bサービスといった事情を適切に組み合わせていくこと
で、コト消費空間づくりを進めつつ、人材の確保と育成に取り組んでいくことが求められる。 

※ この数値は、コンサルタント業（45％）よりも低く、旅館・ホテル（32％）に近く、小間物小売業（17%）、旅行業（14％）より高い（TKCデータより）。 

   組織のＰＬ構造（イメージ） 
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税・分担金：負担者数（人） 

単価200円 

単価100円 

図１ コト消費空間づくり関連組織の総収入額と人件費の関係 図2 税・分担金負担者数と雇用者数の関係 
※総収益に占める税・分担金の比率を50％と設定 

 人件費と税・分担金の徴収水準の関係 
○ 法定外税および分担金は、人数×単価によって規定されるが、現実的に多大な負担（単価）を設定する 

ことは困難であるため、実質的に、地域の観光客数や事業規模によって左右される。 
○ また、前述したように、人件費は総収益の概ね30％を占める（図１）。 
○ そのため、人件費総額は、以下のような数式にて示すことが出来る。 

人件費総額 ＝ 税・分担金の負担者数 × 徴収単価 ÷ 総収益の税・分担金の比率 × 0.3 
⇔ 税・分担金総徴収額（負担者数 × 徴収単価）＝ 人件費総額 × 総収益の税・分担金の比率 ÷  0.3 

・仮に宿泊税を創設する場合、総収益に占める税・分担金の比率を50％とすれば、一定程度の能力を持った人材（ここでは社側負
担含む年収800万円※1と設定）を1人雇用するには、単価100円の場合13万人、単価200円の場合7万人が採算ラインの目安。 

・宿泊者が13万人泊以上となる市町村は全体の30％程度、7万人泊以上では40％程度（※2）とされ、都市部や宿泊型観光地の多く
が対象となり得る。 

・ただし、実際にはアシスタント、メンターの人件費も必要であり、なんらかの形で日帰り客を負担者とすることが求められる。 
・また、事業者や住民が負担する分担金の場合、負担者数が限定されるため、分担金を基軸に雇用を確保することは難しく、法定
外税を含む他の財源との組み合わせが求められる。 

 ※1：給与所得の平均額は400万円。社側負担を含むと500万円程度が、平均となる。 
 ※2：市場縮小期における持続的な観光振興施策に関する考察（山田,  2014） 
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   外部人材の活用：公的人材派遣制度の整理 

制度名称 担当省庁 派遣目的 人件費 派遣形態 対象分野・人数 

1 地方創生人材支
援制度 

内閣府地方
創生推進室 

地方創生に積極的に取り
組む市町村に対し、意欲と
能力のある国家公務員や
大学研究者、民間人材を、
市町村長の補佐役として派
遣する 

・各派遣先の自治
体の人件費規定に
基づく（例：副市長
900万～1400万等） 

・常勤職員は原則2年間派
遣、非常勤職員は原則1
～2年 
・派遣中のポスト：副市町
村長、幹部職員、非常勤
職員（顧問、参与等） 

・派遣者：国家公務員42名、大学
15名、民間12名 
・派遣先：69市町村（31市、32町、
6村） 

2 地域おこし協力隊 総務省 都市地域から過疎地域等
に住民票を移動し、一定期
間、地域に居住して、地域
おこしの支援を行う制度 

・1人あたり上限400
万円/ 年（報償費等
200万円、活動経
費200万円） 

 

・長期派遣、概ね1年以上、
3年以下（地方公共団体の

募集内容により派遣期間
が異なる） 

・地方公共団体が実施主体とな
り、公募をかけ、人材を確保する。 
・派遣実績：1,511名、444団体
（平成26年） 

3 新・地域再生マ
ネージャー 

（一財）地域
総合整備財
団（ふるさと財
団） 

市区町村が地域再生に取
り組もうとする際の課題へ
の対応について、その課題
解決に必要な知識、ノウハ
ウ等を有する地域再生マ
ネージャー等の外部の専門
的人材を活用できるよう必
要な経費の一部を支援する
制度 

・人件費単価は、申
請団体（自治体等）
の規定に基づく 
 
外部人材活用： 
・助成対象：市町村 
・助成額：2/3以内
（上限700万円） 
外部人材派遣： 
・謝金ベース 

・外部人材活用助成：短期
派遣が基本であるが、年
間80～100日程度の派遣
の場合もある 
・外部人材派遣：短期派遣、
1回につき最大2日、合計6
回（12日）の派遣 

新・地域再生マネージャーの登
録者数47名（平成27年3月時点） 

4 地域人材ネット
（地域力創造アド
バイザー事業） 

総務省 地域独自の魅力や価値の
向上、地域力を高めようと
する市町村に対し、外部専
門家を招聘し、情報提供を
行うための派遣制度 

助成上限（事業等
の諸経費含む） 
・民間専門家： 
560万円/年 
・自治体職員： 
240万円/年 

・短期派遣、ワークショップ
等の諸経費を含めること
ができる 
・市町村が、外部専門家を
年度内に延べ10日以上ま
たは5回以上招聘する場

合は、所要経費に対し特
別交付税措置 

・分野：地域経営改革、地場産業
発掘・ブランド化、少子化対策、
企業立地促進、定住促進、観光
振興・交流、まちなか再生、若者
自立支援、安心・安全なまちづく
り、環境保全等 
・民間専門家302名、市町村職員
18名、組織12組が登録（平成27
年5月1日時点） 
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制度名称 担当省庁 派遣目的 人件費 派遣形態 対象分野・人数 

5 中心市街地
商業活性化
アドバイザー
派遣事業 

独立行政
法人中小
企業基盤
整備機構 

・中心市街地の活性化に悩み抱え
る団体等に、専門知識、ノウハウを
もつアドバイザーを派遣する事業 
・対象は、中心市街地活性化協議
会、中心市街地活性化法第15条に

基づき中心市街地活性化協議会を
立ち上げようとする組織、認定民間
中心市街地活性化事業者である中
小企業者 

・50,000円/日 
・派遣累計日数が
3人・日（基本計画
認 定 地 域で は 5
人・日）を超えた場
合は、受益者の費
用負担（17,200円/
日）が生じる 

・短期派遣（相談、助言、アド
バイス等） 
・派遣日数：60人・日が上限、
無料期間3人・日（基本計画
認定地域では5人・日） 

・分野：商店街、商店経営指導、
まちづくり、都市・建築計画、財務
会計、人事管理、まちなか居住、
再開発、マーケティング等 
・135名のアドバイザーが登録
（平成27年度） 

6 商店街よろず
相談アドバイ
ザー派遣事
業 

株式会社 
全国商店
街支援セ
ンター 

・商店街の課題解決やイベント事業
などについて、専門人材を派遣し、
商店街の活性化を図るための相談
やアドバイス支援を行うもの 
・対象者：①商店街振興組合、②商
店街の事業協力組合、③法人格を
持たない商店街組織、④複数の商
店街を取りまとめている連合体組織 

・38,000円/ 日 
（半日19,000円） 

・短期派遣（相談、助言、アド
バイス等） 
・派遣上限は、①1商店街に
つき年間3日まで（中活認定
エリア外）、②年間5日まで
（中活認定エリア内） 

・分野：活性化コンセプト、テーマ
づくり、イメージづくり、景観形勢、
空き店舗対策、テナントミックス、
各種イベント、広告・宣伝、ポイン
トカード、スタンプ事業等にかか
るアドバイス 

7 ミラサポ 
専門家派遣 

中小企業
庁 

新規事業を始めたい、資金調達の
方法を知りたい、販路拡大を図りた
い、などの中小企業・小規模事業者
に対し、専門人材の派遣を行い、課
題解決に協力するもの 

・ 5,150円 /時間、
30,900 円 / 日 （上
限） 

・短期派遣（相談、助言、アド
バイス等） 
・派遣回数：年間3回まで 
 

・税理士、公認会計士、弁護士、
中小企業診断士その他公的資格
を有する者、豊富な経営支援の
実績がある者 

8 地域活性化
伝道師 

内閣府地
方創生推
進室 

地域活性化に向けて意欲的な取組
を行おうとする地域に対して、地域
興しのスペシャリスト（地域活性化伝
道）を紹介し、指導・助言を行うもの 

・6,200円/時間 
・1日あたり2時間

上限（現地調査を
含む場合は 3 時
間） 
・旅費、日当、宿泊
費は別途支給 

・短期派遣（相談、助言、アド
バイス等） 

・分野：観光交流、地域産業・イノ
ベーション・農商工連携、まちづく
り、地域コミュニティ・集落再生、
地域交通・情報通信、地域医療、
福祉・介護、教育、環境、農・林・
水産 
・民間人材等323名登録（平成26
年5月時点） 

9 農山漁村活
性化支援人
材バンク 

農林水産
省（農山漁
村人材バ
ン ク 事 務
局） 

農山漁村の活性化に取り組む地域
への専門的な知見を有する専門家
を紹介する制度 

・人件費単価は、
申請団体（自治体
等）の規定に基づ
く 

・短期派遣（講演、商品開発
デザイン、計画づくり、助言、
アドバイス、実技指導、法律・
行政相談等） 
 

・分野：特産品開発、地域ブラン
ド創出、交流型観光、環境、景観、
地域福祉、防災、ICT、集落運営、
栽培支援等 
・登録者数は404名（平成27年2
月時点） 
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横断的な事業活動を阻害する 
諸規制へのアプローチについて 
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     マネジメント組織に必要な３要素（イメージ） 

12 

権限 
（公的位置づけ） 

財源 
（網羅性・自立性・持続性） 

人材 
（マネジメント能力と経験） 



 
ベースライン維持 
持続可能性の担保 

関係者の連携体制の構築 

魅力・感動を創造し 
誘客を促進する取組 

  コト消費空間づくりに係る取組の整理 

個店の 
コト消費 
への転換 

 
 各種物販・サービス等の 
コト消費産業化促進 

→ 飲食・小売・展示 
   ・販売・宿泊    など 

 
・来訪動機を喚起 
（集客イベント、バーゲン等） 

・滞留スポットの増加による滞
在時間の拡大 
（カフェ、カルチャー、スパ等） 

・低利用空間を活用した新規ビ
ジネスの創出と美観形成 
（水辺・公園、公共施設、町家等） 

・地域から来訪客へのコミュニ
ケーション促進 
（ブランディング、広報等） 

など 

 
 コト消費に係るビジネスの根
底をつくる環境整備 
・治安維持 
・美観形成 
・サービス品質維持 
・交通利便性確保 
・顧客への情報提供の円滑化 
               など 

 
・顕在化した課題を 
解決するための取組 

・ベースラインの維持基準 
（コスト水準）に係る 
合意形成の支援 

・情報インフラ（案内板など）整備 
・行政・地域住民・事業者等の 
コミュニケーション促進と 
全体の利害調整（マネジメント） 

マネジメント 
組織の活動領域 

 
・コト消費空間づくりに   
 関するビジョンの策定 
・各種イベント企画・実施 
・地域資源の開発 
・マーケティングミックス 
 の設計及び実施 

 
・人材育成プログラム 
・インキュベーション 
・個店への経営支援 
 （マーケティング、融資） 

マネジメント 
組織の役割 

マネジメント 
組織の役割 

マネジメント 
組織の役割 

アウトカム 

アウトカム 

アウトカム 



     （参考）コト消費空間づくりに関する規制の事例 ① 

 
 各種物販・サービス等の 
コト消費産業化促進 

→ 飲食・小売・展示 
   ・販売・宿泊    など 

 
・来訪動機を喚起 
（集客イベント、バーゲン等） 

・滞留スポットの増加による滞
在時間の拡大 
（カフェ、カルチャー、スパ等） 

・低利用空間を活用した新規ビ
ジネスの創出と美観形成 
（水辺・公園、公共施設、町家等） 

・地域から来訪客へのコミュニ
ケーション促進 
（ブランディング、広報等） 

など 

 
 コト消費に係るビジネスの根
底をつくる環境整備 
・治安維持 
・美観形成 
・サービス品質維持 
・交通利便性確保 
・顧客への情報提供の円滑化 
               など 

アウトカム 

アウトカム 

アウトカム 

アウトカムのイメージ 実施のためプロセス 解決可能なこと 

・空き家、空き店舗の活用などに
よる消費空間の拡大と、中心市
街地の環境改善 
・個店レベルでの消費空間、消
費サービスの拡大 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【エリアにおける全体ビジョンづくり】 
・事業化をにらんだ全体ビジョン
（コト消費空間）づくり 
・全体ビジョン（コト消費空間）の
実現に向けた個店の役割を共有 
 
【空き家・空き店舗所有者との調整】 
・空き家・空き店舗所有者との全
体ビジョン（コト消費空間）の共
有 
・空き家・空き店舗の解消の必
要性を共有 
・全体ビジョン（コト消費空間）に
基づく業種の受け入れ調整 
・住宅化している空き店舗の解
消 
 
【事業者の誘致・起業育成】 
・全体ビジョン（コト消費空間）の
実現に寄与する事業者の誘致、
もしくは事業者の育成（起業者育
成（インキュベーション）） 
 
【開業時の資金】 
・資金調達 
 
【事業継続】 
・経営面の管理（収益管理） 
・消費者ニーズに基づく販売内
容と販促内容の見直し 

・空き家の空間利用は、所有者
とテナントオーナーの合意形成
及び法的な契約が成立すれば
可能となる 
・開業のための事業資金の調達
の一部は、補助金等による補填
が可能となる 
・コト消費のための、個店の空間
づくりや経営方法、インキュベー
ションについては、アドバイザー
等の派遣制度の活用が可能 
・地域全体のビジョンづくりにも
アドバイザーの派遣制度の活用
が可能 

マネジメント組織と個店の取組 解決に時間を要すること 

【マネジメント組織】 
・エリア全体ビジョンづくり 
・所有者との調整 
・事業者誘致、起業育成 
・資金調達 
・地域プロモーション 
 
【個店】 
・個店の改装、店舗空間の整備 
・人材研修 
・顧客受入、サービス提供 
・事業継続、経営管理、収益管
理 

・所有者に空き家・空き店舗の解
消の必要性を理解してもらうこと 
・住宅化している空き店舗に、新
たな商業空間を作ることに対す
る所有者からの同意取り付け、
店舗が開店することによる住空
間への影響に関する理解の醸
成 
・所有者以外が店舗経営を行う
ため、テナント経営者の交代や、
流動化が否めない（継続性の問
題） 

出典：http://www.syoutengai-
shien.com/knowhow-tool/knowhow/05.html 
柳ヶ瀬商店街内「やながせ倉庫」 
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（参考）コト消費空間づくりに関する規制の事例 ➁ 

 
 各種物販・サービス等の 
コト消費産業化促進 

→ 飲食・小売・展示 
   ・販売・宿泊    など 

 
・来訪動機を喚起 
（集客イベント、バーゲン等） 

・滞留スポットの増加による滞
在時間の拡大 
（カフェ、カルチャー、スパ等） 

・低利用空間を活用した新規ビ
ジネスの創出と美観形成 
（水辺・公園、公共施設、町家等） 

・地域から来訪客へのコミュニ
ケーション促進 
（ブランディング、広報等） 

など 

 
 コト消費に係るビジネスの根
底をつくる環境整備 
・治安維持 
・美観形成 
・サービス品質維持 
・交通利便性確保 
・顧客への情報提供の円滑化 
               など 

アウトカム 

アウトカム 

アウトカム 

アウトカムのイメージ 関連規制 解決可能なこと 

・道路等の公共空間を活用した
オープンカフェ、歩行者天国、イ
ベント実施による、魅力・感動を
創造する空間と時間の創出 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【関連規制】 
・道路占用許可、工作物、物件、
施設の設置と継続利用（道路法
32条、道路法施行令第7条） 
・道路使用許可（道路交通法第
77条） 
・河川占用許可（河川法第24条） 
・工作物の設置許可（河川法第
26条） 
・公園の占用許可（都市公園法
第6条） 
・飲食店営業許可（食品衛生法
第52条） 
 
 
 

・道路の占用期間は、都市再生
特別措置法の一部を改正する
法律や自治体の条例等の制定
に基づき、長期間の占用が許可
される 
・大規模開発地区などで、公共
空間や民地内の準公共空間の
管理・活用を、行政との協定に
基づいて民間まちづくり団体等
が行うことが可能（都市再生特
別法74条） 
・歩道上にイベント等に伴う占用
物件を設置する場合は、十分な
歩行空間（交通量が多い場所は
3.5m以上、その他の場所では
2m以上）を確保。ただし、歩行者

の円滑な通行が確保される場合
は、この限りではない 

マネジメント組織と個店の取組 解決不可能なこと 

【マネジメント組織】 
・全体計画づくり 
・公共空間占用許認可 
・出店規制、管理規制 
・収益管理、道路占有料支払い 
・プロモーション、防犯対策、安
全対策、案内等 
 
【個店（出店者）】 
・出店料支払い、規則の遵守 
・コト消費サービス提供（飲食、
販売、展示、イベント、休憩等） 
・財務管理 

・道路（道路法第15条、16条）、
河川法（河川法9条、10条）、都
市公園（第2条）により、行政管

理であり、民間管理にはならな
い。 
・道路占用の判断は行政行為と
され、指定管理者制度でも民間
に委託できない。 

出典：http://monogatari.hokuriku-
imageup.org/news/2012/07/11/2712/%E5%BE%A1%E6%97
%85%E5%B1%8B%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%
83%B3%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7%EF%BC%91/ 
御旅屋オープンカフェ 

恒常的なコト消費空間との関係 
●道路等公共空間の占用は、
一時的占用で行われることが一
般的であり、長期占用はその都
度申請、警察との協議等が必要
で、時間と手間を要する 
●道路利用者、沿道住民との合
意形成、沿道の店舗との利害関
係の調整に、時間と労力が必要 
●道路占用許可、沿道住民・店
舗との調整、出店者との調整は、
経験やノウハウの蓄積がないと
円滑な実施運営が困難であるこ
とが多く地域で指摘されている 
地域で継続的に企画・運営を行
うマネジメント組織および人材が
不可欠 15 



（参考）コト消費空間づくりに関する規制の事例 ➂ 

 
 各種物販・サービス等の 
コト消費産業化促進 

→ 飲食・小売・展示 
   ・販売・宿泊    など 

 
・来訪動機を喚起 
（集客イベント、バーゲン等） 

・滞留スポットの増加による滞
在時間の拡大 
（カフェ、カルチャー、スパ等） 

・低利用空間を活用した新規ビ
ジネスの創出と美観形成 
（水辺・公園、公共施設、町家等） 

・地域から来訪客へのコミュニ
ケーション促進 
（ブランディング、広報等） 

など 

 
 コト消費に係るビジネスの根
底をつくる環境整備 
・治安維持 
・美観形成 
・サービス品質維持 
・交通利便性確保 
・顧客への情報提供の円滑化 
               など 

アウトカム 

アウトカム 

アウトカム 

アウトカムのイメージ 関連規制 解決可能なこと 

・伝統的建造物を利用した宿泊
事業。風情のある空間を利用し
た滞在施設の整備と宿泊や食
事サービスの提供 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【関連規制】 
・営業区分（ホテル、旅館、簡易
宿所、下宿）に応じた、営業許可
（旅館業法第2条） 
・客室面積、客室数、トイレ、浴
室、玄関帳場（フロント）等の規
定（旅館業法施行令第1条1～4） 
・防火規定（建築基準法第22条） 
・用途地域の規制：第一種・第二
種低層住居専用地域ではホテ
ル、旅館は建てられない（都市
計画法第9条） 
・文化財指定、伝統的建造物群
地区内の建物の保存と、宿泊施
設整備との規制と緩和の関係
（文化財保護法第2条、旅館法
施行令第2条） 
・避難経路、避難施設の設置（消
防法第8条の2の2）、消防設備
の設置（消防法第17条） 
・飲食店営業許可（食品衛生法
第52条） 
 
 

・歴史的な町並みの保全や都市
部との交流促進による地域活性
化を図るため、町家などの伝統
的建造物の風情を生かし、旅館
営業を行う場合には、玄関帳場
等に代替する機能を有する設備
等を備えること等により、玄関帳
場の設置を適用除外する特例を
認める。（厚生労働省、健発
0106第4号、平成22年1月6日） 

マネジメント組織と個店の取組 解決不可能（困難）なこと 

【マネジメント組織】 
・エリア内の物件情報管理 
・町家再生活用計画の策定 
・所有者との合意形成 
・事業者との意見調整 
・人材育成 
・地域の集客プロモーション 
 
【個店】 
・旅館業の営業許可申請 
・建物の設計、改修工事 
・スタッフの育成 
・旅行会社との提携、プロモー
ション 
・事業運営、財務管理 

・文化財建築は、建築基準法上
は、既存不適格建築物となるこ
とが多く、防火や耐震性への対
策を含む増改築の際には確認
申請が必要となり、大規模改修
が必要とされる場合は、町家の
特性が失われてしまう 
・改修コストが高いため、事業立
ち上げ資金の確保が必要（低利
子の金融制度など） 
・小規模な運営となるため、事業
運営の収支見通し、財政基盤が
安定しないと、良い人材が確保
できない 

出典：http://www.kyoto-machiya.com/index.html 庵 

恒常的なコト消費空間との関係 
●文化財建築をコト消費空間に
転換していくための、町家の特
性の保存と宿泊空間の整備との
調整 
●所有者との合意形成、所有
者・事業者による維持管理 
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（参考）コト消費空間づくりに関する規制の事例 ④ 

 
 各種物販・サービス等の 
コト消費産業化促進 

→ 飲食・小売・展示 
   ・販売・宿泊    など 

 
・来訪動機を喚起 
（集客イベント、バーゲン等） 

・滞留スポットの増加による滞
在時間の拡大 
（カフェ、カルチャー、スパ等） 

・低利用空間を活用した新規ビ
ジネスの創出と美観形成 
（水辺・公園、公共施設、町家等） 

・地域から来訪客へのコミュニ
ケーション促進 
（ブランディング、広報等） 

など 

 
 コト消費に係るビジネスの根
底をつくる環境整備 
・治安維持 
・美観形成 
・サービス品質維持 
・交通利便性確保 
・顧客への情報提供の円滑化 
               など 

アウトカム 

アウトカム 

アウトカム 

アウトカムのイメージ マネジメント組織と個店の取組 実施の留意点 

・地域に潜在する資源・魅力を発
掘し、地域のプロダクトとして売
り出す（地域ブランディング） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【マネジメント組織】 
・地域資源（ヒト・コト・モノ）のス
トーリー化、プロモーションツー
ル（WEB、ポスター等） 
・個店との連携、意見調整 
・マーケティングミックスとプロ
モーション計画策定 
 
【個店】 
・各個店のコト消費サービス、ス
トーリーの情報提供 
・個店のプロモーション（SNS等）

による地域プロモーションへの
貢献 
・来訪客の受入、ホスピタリティ 
 

・ブランディングイメージと、実際
の街、ヒトのギャップを小さくする 
・来訪客との直接的なコミュニ
ケーションや、SNS等による継続

的なコミュニケーションで、口コミ
の拡大や、地域へのリピーター
客を増加させる 

課題等 

・地域のストーリーを見つけ出し、
カタチにする専門的支援（人材
派遣等）が必要 
・広報媒体のコンテンツ作成を地
域ぐるみで行うための個店の経
費負担 

アウトカムのイメージ マネジメント組織と個店の取組 関連規制 

・食とまちの空間（店舗含む）を
一体的に楽しむ「街バル」の実
施と集客プロモーション 
・店舗集積による集客システム 
 
 
 
 
 
 

【マネジメント組織】 
・イベントの企画、参加者募集 
・規則策定（料金、サービス等） 
・イベントのプロモーション活動 
・公共空間占用許可（必要な時） 
・運営管理、スタッフ人員管理 
・清掃活動、衛生管理、治安維
持等 
 
【個店】 
・イベント参加、サービス提供 
・規則の遵守 
・協賛金（会費等） 
・個店のプロモーション 
・収益管理 

公共空間を使うイベントを開催
する場合は、以下が必要。 
・道路占用許可、工作物、物件、
施設の設置と利用（道路法32条、
道路法施行令第7条） 
・道路使用許可（道路交通法第
77条） 
・飲食店営業許可（食品衛生法
第52条） 

課題等 

・個店レベルで提供されるサービ
スの質の向上 
・街バル参加店以外の訪問先の
充実による滞在と消費の拡大 

出典：http://www.hasuda-
machibar.com/?page_id=718 
蓮田市 2014年はすだ街バル 
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アウトカムのイメージ マネジメント組織と個店の取組 関連規制 

・広報物、情報インフラ、案内板
等の整備 
 
 
 
 
 
 
 
 

【マネジメント組織】 
・広報物、案内板等の設置計画
の立案 
・屋外広告物、道路占用許可等
の申請 
・広報物、案内板等の作成、設
置、維持管理 
 
【個店】 
・広報物、案内板の情報確認、
作成への協力 
・作成、維持管理にかかる費用
負担（協賛金など） 

・屋外広告物法（第3条）：都市計

画法の用途地域、文化財保護法
により指定された建物及び地区、
景観法による景観重要建造物
等に近接した広告物の表示や設
置規制 
・道路占用許可、工作物、物件、
施設の設置と継続利用（道路法
32条、道路法施行令第7条） 

不可能なこと 

・設置対象及び周辺の景観等に
配慮し、掲載内容、デザイン、色
彩、大きさ等を調整し、管理主体
からの許認可を得られれば、特
に不可能なことはない 

（参考）コト消費空間づくりに関する規制の事例 ⑤ 

 
 各種物販・サービス等の 
コト消費産業化促進 

→ 飲食・小売・展示 
   ・販売・宿泊    など 

 
・来訪動機を喚起 
（集客イベント、バーゲン等） 

・滞留スポットの増加による滞
在時間の拡大 
（カフェ、カルチャー、スパ等） 

・低利用空間を活用した新規ビ
ジネスの創出と美観形成 
（水辺・公園、公共施設、町家等） 

・地域から来訪客へのコミュニ
ケーション促進 
（ブランディング、広報等） 

など 

 
 コト消費に係るビジネスの根
底をつくる環境整備 
・治安維持 
・美観形成 
・サービス品質維持 
・交通利便性確保 
・顧客への情報提供の円滑化 
               など 

アウトカム 

アウトカム 

アウトカム 

アウトカムのイメージ マネジメント組織と個店の取組 留意点・課題等 

・地域の治安を守る「防犯活動」
や「清掃活動」は、来訪者の安心
と満足度を向上させる 
 
 
 
 
 
 
 
 

【マネジメント組織】 
・防犯、清掃活動の計画策定、
協力呼びかけ 
・人材雇用、ボランティア確保 
・人件費等の支払い、保険の加
入など 
・活動範囲の規定、活動管理、
人員ローテーション管理等 
 
【個店】 
・清掃活動、防犯活動への協力
（必要に応じた人材の提供等） 
・費用負担（会費、負担金など） 

・防犯活動では、警察と権限が
異なるため、例えば加害行為は
しないなど、行動規範を明確に
する必要がある 
・防犯パトロール等の不慮の事
故やケガに対応するための保険
の加入など 

不可能なこと 

・防犯活動では、警察と同等の
権限を持つことは不可能なため、
あくまで防犯パトロール的な活
動となる。 
 

出典：
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/whitepaper/h16/01_honpe
n/hm41400.html 
NPO法人 日本ガーディアン・エンジェルス 

出典：
http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/senyo/se
nyo.html 
札幌駅・大通駅周辺の広告塔の設置 18 
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   整理：マネジメント組織に求められる機能 

 
 
 

 
 
 

 
ビジョンづくり 

 

 
空間づくり 

 
にぎわいづくり ヒトづくり 

連携体制構築 

 
財源管理・運用 

 
個店のコト消費への
転換 
 

・エリア全体ビジョン
策定、個店の役割
の共有 

・空き家等情報管理、
テナント等誘致 
・個店のコト消費空
間づくりへの助言、
支援 

・個店のサービス向
上への支援 
・個店集積を束ねた
プロモーション活動 
 

・コト消費空間づくり
への個店のへの参
加促進、合意形成 
・個店の人材育成、
経営支援 
・インキュベーション 

・起業や経営促進の
ための融資 
・個店支援のための
補助金等受入 

 
魅力・感動を創造し 
誘客を促進する 
取組 
 

・コト消費空間づくり
のビジョン策定 
・イベントや集客事
業の計画づくり（規
模、エリア、期間、
予算等） 

・イベント等のため
の公共空間占用許
認可申請 
・地域資源の開発 
・イベント等のため
の防犯、清掃活動 

・イベント等実施 
・情報発信 
・マーケティングミッ
クスの設計・実施 
・地域ストーリー策
定と地域プロモー
ション 

・店舗、住民、出店
者、事業者等との合
意形成、関係構築 
・地域一体のイベン
ト実施 
・自治体等との協力
関係構築 

・業務受託、事業資
金受入 
・イベント等の運営
規則に基づく、参加
料徴収と財務管理 

 
ベースライン維持 
持続可能性の担保 
関係者の連携体制
の構築 
 

・美観形成、サービ
ス維持等の計画づく
り 

・情報インフラ整備、
維持管理 
・屋外広告物設置許
可、道路占用許可 
・美観整備、日常の
清掃活動 

・にぎわいづくりを支
える治安維持活動
の実施・運営 

・地域の利害関係調
整、合意形成 
・地域住民、ボラン
ティアとの協力 
・自治体等との協力
関係構築 

・広告料徴収と管理 
・地域住民、事業者
等が負担する財源
の徴収・管理 
・清掃、治安維持等
人件費支払い 

活動範囲 

役割 
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     横断的な取組を行うために必要な取組の方向性 
○ 「法律上」できる（明文の規制が存在しない）ことと、「実際に」できることには大きな

ギャップが存在。それは、曖昧な規定による現場担当者の消極的な判断、手続など規制をクリ
アするための実質的な負担が大きいことなどに起因する。 

○ また、条例制定により、法律の「上乗せ」として、自治体が規制を強化している場合がある。 
  ※ 建築基準法、食品衛生法  等 
○ コト消費空間を収益化する個店の取組や、空き店舗の利活用、公地と民地を一体的に活用する
イベント開催などにおいては、行政・規制機関だけでなく、民間ベースでの協力が不可欠。 

20 

○ 規制機関・民間事業者等へのコミュニケーション能力が必要。 
・規制機関の現場担当者への適切な情報提供 
・省力化するための運用ルール（手続の自動化）の設定 
・最適な規制水準となるよう働きかけ 
・民間の関係者との信頼関係構築 
・民間事業者間における拘束力のあるルールの設定 
・官民の利害関係者を巻き込んだ協議会の設定 

⇒ 地域の代表性と法律等に基づく公的な位置づけを組織に付与することが必要。 

① 横断的な取組みを実現化する経験と、多様な関係者とのコミュニケーション能力を備えた人材確保 

② 公的な仕組みを活用し、このような人材を中長期的かつ安定的に雇用して、事業を実施できる財源の確保 

③ 調達した財源の使途を能動的に決定し、官民の多様な関係者と事業を行うための、 
地域を代表する公的な位置づけと権限の付与 

マネジメント組織に必要な３要件 



     諸規制に対する組織のアプローチ（イメージ） 

現行の法制度では
実施が不可能 
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現行の法制度で 
実施が可能 

法律上可能だが 
現場の解釈・裁量に 
より実施が困難 

条例の上乗せにより 
より厳しい規制に 

現行の法律で 
禁止されている 

法律上可能だが 
手続等により 
実質的に困難 

 政府機関（規制改
革会議等）へ規制緩
和に関する働きかけ 

 都道府県へ条例上
乗せ部分の規制緩和
に関する働きかけ 

 現場担当者へ一般的
な運用ルール及び他地
域における先行事例等
を説明して働きかけ 

 手続等の負担軽減の
ため、運用ルール設定
を規制機関に働きかけ 

規制（障害）の分類 組織のアプローチ 

運用 

規制 

柔軟性 

法律上可能で 
実行が容易 すぐに実行！ 

法律の壁 

条例の壁 

現場の壁 
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