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平成 24年度  三丁目広場実験店舗事業 

実 験 結 果 報 告 書 

 

１．地域の課題と取り組んだ事業の背景及びこれまでの経緯 

   当町の人口は、昭和 40年の 17,161人をピークに年々減少し、平成 25年 1月現在

では 10,055人と、ピーク時の約６０％に減少している。 

   また、地域住民の消費に支えられながら営業を続けてきた当町商店街も、人口の

減少や消費構造の変化に伴う廃業等により事業所数も減少し、商店街の空き店舗も

増加してきた。 

   空き店舗は単に景観を損ねるばかりではなく、商店街の賑わいを失わせ、一つの

店で目的の買物をした際、ついでにその周辺の店で別の買物をするといった『つい

で買い』の機会を減少させ、従来商店街が面的に形成されていたことによりもたら

されてきた相乗効果が著しく低下しています。 

   このことは商工会では随分以前から問題視しており、あらゆる機会を捉えて論議

を重ねてきましたが、現在の当町商店街で不足している業種等を誘致するにしても、

将来的にさらなる人口の減少が見込まれる中にあって新たな設備投資を伴う店舗の

開業は、そう多くは望めない状況にあります。 

   そこで、平成 20年度に商工会内部に空き店舗対策特別委員会を創設し、空き店舗

を営利目的に活用するばかりでなく、あらゆる形での利用の可能性を摸索し、全国

の空き店舗活用事例の情報収集や、道内空き店舗活用先進事例の視察等を行ってき

ました。 

   その成果の現れとして、平成 20 年 12 月にまとめた『中心商店街空き店舗対策事

業構想』を基に、清水町はじめ清水町経済戦略会議を通じて町内関係団体にも商工

会の空き店舗対策に関する考え方について周知に努めてきたところです。 

また、平成 21年度に町内有志によって事業化された『十勝清水直売広場 ぷらあ

っとほーむ』の経営にも組織立ち上げ時から深くかかわり、平成 21・22年の夏場 2

シーズンの店舗運営に参画する中で、夏場の店舗運営に手ごたえを感じることがで

きたことから、平成 22 年 10 月から清水町商工会が空き店舗対策事業の実験店舗と

して借り上げた本通三丁目の旧のだ薬局店舗を『憩のサロン 三丁目広場』と名付

けて、この『ぷらあっとほーむ』を主軸に、町内文化サークルの作品販売、談話・

休憩コーナー、移動図書館、町コミュニティバス待合所などの機能を盛り込んだ、

通年営業型の多機能施設の運営実験を行い、空き店舗対策事業構想の実現化に取り

組んできました。 

平成 23 年 4 月からは、三丁目広場の運営主体を『ぷらあっとほーむ』に移管し、

商工会は緊急雇用創出事業の受託により雇入れた臨時職員を三丁目広場に派遣する

形で間接的に運営支援をしてきましたが、天候不順等により最盛期である夏場の地

場農作物が安定的に確保できず、冬場の運営が厳しくなったことから、平成 23 年

11 月から再度三丁目広場を商工会の実験店舗として運営主体を商工会に戻して立て

直しを図ったところです。 

また、平成 24年度は年度当初から三丁目広場を商工会の実験店舗として、1年を
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通して商工会が運営管理し、積極的な販売促進活動に取り組み販売額及び来店客数

の増加を図り、将来に向けて採算の取れる事業となるかの実験をした。 

 

２． 実験に使った店舗平面図 
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３．  店舗外観 

 

 

４． 店内の画像 
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５． 取扱物産品 
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６． 営業日及び営業時間等 

  一年間の売上や来店客数の推移、販売商品の供給状況等を把握するため、一年

間をとおした営業実験を行った。 

  平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで、毎週日曜日を定休日とし、

月曜から金曜まで祝日を含めて毎日営業した。（ただし、12/29～1/6 休業） 

  営業時間は、午前 9時 30分開店、午後 5時閉店 

  臨時職員は、午前 9時に出勤し 30分間の開店準備 

        午後 5時の閉店以降 1時間の販売事務整理等にあたらせた。 

        （日中交代で 1時間の休憩） 

７． 従事者の体制 

 フルタイムで 2人体制  週所定労働時間 44時間（4週 6休） 

   1人は、一年を通して安定的に勤務してもらった。 

      もう 1 人は、緊急雇用創出事業対象でもあり一年以上の継続雇用は対象外

となったり、過去に緊急雇用創出事業対象者となった労働者は再対象とでき

ないなどの制約もあり、12ヶ月の間に 3人の入れ替わりがあった。 

 

８． 販売促進の取り組み 

① チラシによる訴求  計 7回実施 

・6月中旬 地場野菜入荷案内チラシ        新聞折込 

・8月上旬 トウモロコシ入荷案内チラシ      新聞折込 

・8月下旬 新入荷のカボチャ等を中心としたチラシ 新聞折込 

・10月上旬 ジャガイモ地方発送案内チラシ     新聞折込 

・10月下旬 漬物野菜を中心としたチラシ      新聞折込 

・12月上旬 歳末ギフトを中心としたチラシ     新聞折込 

・3月中旬  冬季間の販促事業の効果を検証するチラシ新聞折込 

 

② 町内イベントへの出店、協賛 

・やきもの市への出店 2日間 

・秋まつりへの出店  2日間 

・こんばんわ商店街協賛イベント（三丁目広場店頭にて） 

  ゆでとうきび味くらべセットの販売 

  新ジャガ 袋詰め放題イベントの実施 

 

③ 単独イベントの実施 

・大収穫祭の実施         10月 25～27日の 3日間 

・春のパン＆お菓子まつりの実施  3月 18～23日の 6日間 

 

④ その他の取り組み 

・北海道ガーデンショーへの出品 
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９． 実験期間中に行った、営業活動以外の取り組み 

 ビジネスの手法を用いて、地域課題の解決や住民ニーズの実現に取り組む事業

に対して専門家等を派遣し、研究の手助けをしようとする道の取り組み『地域連

携型ビジネスモデル創出事業』に本実験事業が選定され、本実験期間中に店舗で

の営業実験とは別に、経営コンサルタントを交えた三丁目広場経営に関する研究

会を計 5 回実施し、商工業者・出品者・行政・その他地域外の第三者も交えて、

三丁目広場の経営に関する幅広い検討を行うことができた。 

  

①  研究会の目的 

      本研究会は、本町既存商店街の中心に位置する空き店舗に、地元野菜の直

売事業を核とし、合わせて他の機能も盛り込んだ店舗を運営し、農産物直売

の更なる販売促進と、地場農産物が品薄になる秋冬期に農産物以外の地場産

品（ふるさとブランドとかちしみず認証品等）の売り場を充実させ、新たな

地場産品開発にも取り組みながら通年営業に必要な収益を確保する方法につ

いての検討と、高齢者の憩いの場、冬季間暖房設備のあるコミュニティバス

待合所などの住民サービス機能（非収益機能）も引き続き施設機能に盛り込

み、ビジネスの手法をもって商店街の集客施設として地域住民の安定的な来

街機会を創出し、合わせて地域経済と社会福祉に貢献する自主自立施設とし

て永続的な経営ができないかを検討することを目的として研究会を運営した。 

 

②  研究会グループの構成 

    (研究会メンバー) 

      只 野 敏 彦  (有)静  月 代表取締役 

      有 澤 秀 幸  (有)清水有澤呉服店 代表取締役 

      残 間 一 憲  河原崎鉄工所(有) 代表取締役 

      角 川 徳 寿  角川治療室  事業主 

      星 野 啓 二  プラウリテール(株) 代表取締役 

      高 橋 裕 次  ビューティースペース 事業主 

      赤 堀 浩 二  HAIR HOUSEあかほり事業主 

      坂 上 裕 治  えびすや菓子舗 事業主 

      伊 藤 成 一  伊藤農場 事業主(農産物出品者) 

      梶 山 初 憲  梶山農場 事業主(農産物生産者) 

      口 田 邦 男  口田農場 事業主(農産物出品者) 

      上 野 すゑ子  上野農場 (農産物出品者) 

      河原崎 絹 子  河原崎鉄工所 (農産物出品者) 

(専門家・アドバイザー) 

松 井 智 聖  (株)ラコンテ 代表取締役 中小企業診断士 

(オブザーバー) 

梅 橋 基 悦  十勝総合振興局産業振興部商工労働観光課主査 

真 野   篤  清水町産業振興課参事 

      高 橋 英 二  清水町産業振興課商工観光係長 
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金 木 あすか  (株)ラコンテ アシスタント 

(清水町商工会) 

      矢 作 繁 喜  事務局長 

        岡 本   進  経営指導員 

      角 田 美 和  三丁目広場販売・運営実務担当職員 

(北海道中小企業団体中央会) 

        杉 山 憲 昭  連携支援部副部長 

      畑 中 良 夫  ビジネスモデル創出事業事務局調査員 

 

 

 

③ 研究会での検討内容 

    (1) 三丁目広場の目指すべき方向 

     ア． ターゲット   町内高齢層 or町外消費者 or観光客  

       ＊ アンケートの分析結果から、現状では町内高齢者の利用が多いことか

ら、この客層のさらなる取り込みを図ることと合わせて、町内中若年層

や町外からの買い物客の取り込み、また観光客や通販等町外市場にも目

を向けて広い視野で営業するべき、などの意見があった。 

 

       【来店者へのアンケート調査の結果】 

      ●現在のお客様の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ●来店の目的         ●現在の店舗の 5段階評価 
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   (2) 施設の役割の整理 

ア.  農業者と商工業者との連携・交流の場 

イ.  買い物をする場 （地場の新鮮野菜・地元特産品） 

ウ.  街の観光拠点（コンシェルジュ＝お世話係） 

エ.  街の情報発信拠点 

オ.  高齢者福祉 （コミバス待合所、憩い・ふれあいの場） 

＊ 大きくは上記 5項目があげられた。 

  

   (3) 施設立地と設備の検討 

ア. 現状店舗（中心商店街） 

イ. 新たな空き店舗（中心街で、駐車場を備えた空き店舗） 

ウ. ロードサイド 

国道 38、国道 274（日勝峠・高速十勝清水 IC） 

エ. 必要設備の検討 

・必要店舗面積及び什器 

 

【アンケートによるお客様からの声】 

 a.駐車場が欲しい 

 b.外から見て何を売っている店かわからない （外観は薬局） 

 

＊  三丁目広場の立地をどうするかについては、中心街でなおかつ店前

駐車場を確保できる店舗でという者と、ロードサイドへの展開を主張

する者とに二分され、中心街存続を主張する者の理由としては、三丁

目広場の設置目的の最重要項目として中心街の賑わい創出を掲げてい

るのが主な理由で、相反するロードサイド展開を主張する者はその理

由としては、中心街にあるがゆえに自分の店舗と距離が近すぎて、出

品(運営参画)することのメリットを創出できないし、ロードサイドの

方が圧倒的に販売チャンスは増大するし、普段中心街の顧客となりえ

ない、いわゆる通り客を狙った販売活動を行えるというのが主な理由。 

 

   (4) 主力取扱商品の検討 

ア. 地場の朝採り新鮮野菜 

イ. 地元特産品（ふるさとブランド十勝清水 認証品を含む） 

ウ. 雑貨（文化サークル作品 他） 

エ. 惣菜（ハネ野菜などを加工した調理品） 

オ. 新たな取り扱い品（三丁目広場オリジナル加工品の開発） 

カ. 上記の商品をギフトセットとして販売 

 

【アンケートによるお客様からの声】 

 a.野菜の種類を増やしてほしい 

 b.夏はたくさんの新鮮な野菜があって良い。芽室の野菜屋さんより安く 

農業者と商工業

者が win-winの

関係を構築する

ための商材開発 
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て良いと思う。 

 c.町内の物産品の種類を増やしてほしい 

 d.お弁当、お惣菜が欲しい 

 e.納豆、生姜が欲しい 

 

＊  研究会メンバーからも、消費者アンケートの結果からも期待や要望

を込めた様々な意見が寄せられた項目であるが、限られた人員、設備

の中で何ができるか、何をすべきか慎重な検討を要する項目となった。 

 

(5) 販売方法の検討 

ア． 対面販売を継続すべきか 

イ． セルフ販売に切り替えるべきか 

 

【アンケートによるお客様からの声】 

 a.野菜の種類が多く、何を選んだらよいか迷ったとき、店員さんのアド 

バイスが良い 

 b.店員さんの親しみやすい明るさと笑顔が良く、大きな声でハッキリと 

話すのが好感持てる 

 c.商品説明の対応がとても良い 

 

＊  来店者の現状やアンケートの結果からも、三丁目広場の対面販売手

法が支持されており、そこに魅力を感じて買い物してくれている人の

割合が非常に高い。 

 

(6) 販売チャネルの検討 

ア. 店頭 

イ. 飲食店（業務店） 

ウ. 卸（生産者の顔が見える野菜を、町外スーパー等に卸す） 

エ. インターネット 

オ. 通信販売（蓄積した送り状データを活用した、ふるさと通信の発行） 

カ. ゆうパック等との連携 

 

＊  インターネット、ゆうパック以外はすでに三丁目広場で取り組んで

いる項目であり、今後更に各販売チャネルの増強を図る必要がある。 

 

(7) 納入者との取引条件の検討 

ア. 委託販売形式（手数料は売上高の 20％） 返品あり 

イ. 買取方式（7掛仕入れ） 返品なし 

 

＊  現状の返品あり委託方式が、かえって欠品をつくり 

やすい環境になっている。 
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 現状では、総じて野菜は品薄である。 

 この問題の解決策の一つとしては、手数料率を改定し 

た上で買取方式に変更し、『余ればもったいないから』と 

いって個々の農業出品者が出品数を少なめにすることに 

より、全体として野菜が品薄になり、売場がつくれない 

といった問題を解決する必要がある。 

 

(8) 納品方法の検討 

ア. 納入者が各自毎朝持ち込みを維持するべきか 

イ. 共同で集荷の仕組みを作るべきか 

ウ. 業者利用（地元の赤帽さん など）に切り替えるか 

＊  どうすれば、出品者に負担を少なく、安定した新鮮野菜 

が調達できるのか、コストも考慮しながら更なる検討が必要 

 

(9) 組織形態の検討 

ア. 任意組織 

イ. 事業協同組合、企業組合、NPO法人等の設立 

ウ. 通常法人（株式会社等）の設立 

 

＊  三丁目広場で経済行為を行う以上、契約の当事者になりえない 

任意組織（人格なき社団）で組織運営することには無理がある。 

 なんらかの形で法人格を得た組織運営をすることが必要 

  

    (10) 情報発信拠点としてさらに何をすべきか 

ア.  取り扱っている野菜のブランド化 

イ.  清水町の魅力発信（自然・風景など魅力あるスポットの紹介も含めて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－13－ 

 

１０．三丁目広場営業実績対比表 （過去四年間の販売高・商品代金・手数料・客数） 
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１１．三丁目広場実験店舗事業特別会計収支決算書 
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１２．三丁目広場部門別月別売上高 
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１３．実験結果の検証 

① 中心商店街の賑わい創出効果について 

11ページの三丁目広場営業実績対比表の記載のとおり、年間延べ約１万５千人、

多い月で約２千人、多い日では１日１６０人の販売客数の実績を得ることができ

た。 これは、三丁目広場の来場者数ではなく、レジにて代金決済を行った人数

の集計であり、一緒に来店した家族や、来店したが購入しなかった人、コミュニ

ティバスの待合に利用した人などを考慮すると年間２万人近い来場者があるもの

と思われる。 

類似事業の近隣地域比較では、音更町商工会が取り組んでいる『７丁目の夕陽』

（音更町大通り７丁目）の来場者数が９月から１２月までの３カ月間で約２千人

の来場者となっており、人口規模から見ても三丁目広場の集客力の高さを確認す

ることができた。 

商店主の一部からは、個店への波及効果はないなどの声もあるようだが、実際

に三丁目広場で接客していると、朝まず新鮮野菜を確保して、重いのでそれを店

に預けて病院などの用事をたして、その後近隣商店で買い物をして、最後に預け

た野菜を持って徒歩や自転車で帰宅するというお客を多く見かける。 

中心商店街の来街のキッカケづくりに三丁目広場が貢献していることに気づい

ていない商店主も多いものと思われる。 

３月１８日から 6日間、『春のパン＆お菓子まつり』を実施し、地場野菜のほと

んどない時期に売上をつくるための実験を行いことのほか好評であったが、近隣

商店主からも『おかげさんでなんかここ数日、うちもぽつぽつお客さんが入って』

などという声も聞かれ、人の動きが少ない寒い時期のイベント開催であったため

に波及効果が実感しやすかったものと思われる。 

 

② 憩いのサロン、コミバス待合所併設効果について 

ビジネスの手法をもちいて、施設管理者の人件費や運営経費を地場産品等の販売

収益から確保しながら、その人員や施設を使って地域の課題であるお年寄りの社

交の場、暖を取りながらお茶を飲みながら気兼ねなくコミュニティバスの乗車を

待てる待合所の併設が可能かどうかの実験も行った。 

アンケート結果からは、三丁目広場の来場目的が買い物であると答えた方が圧倒

的に多い結果であったが、現場で販売等にたずさわりながら来場者を観察してい

ると、店員と会話を楽しみながら少量の買い物を毎日、あるいは１日に何度も訪

れるお年寄りがとても多いことを確認した。 

これはまさにビジネスとコミュニティ事業を併設させることによる効果で、互い

の機能の敷居を低くし、垣根をなくすことにより利用者目線に立った運営を実現

するものであり、利用者からも好評であった。 

三丁目広場の多機能化については、今後更なる機能追加を研究し相乗効果を求め

続けるべきであろう。 
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③  三丁目広場の運営組織について 

三丁目広場の運営母体としては、通常法人であれ、事業協同組合であれ、ＮＰＯ

法人であれ、なんらかの法人格を有した独立組織を設立し、自ら人を雇用し、商

取引の契約の当事者となり、国や道や町からも直接支援を受けられる体制を整備

することが必要である。 

 

(1)  事業協同組合を選択した場合 

 事業協同組合は、設立費用や組織維持に関する費用があまりかからないが、

参画者に制約(物産品等の納入事業者のみ)があり、また議決権も各々一個であ

るため意思決定が敏速に行えないのが欠点である。 

 

(2)  ＮＰＯ法人を選択した場合 

 ＮＰＯ法人は組織認可に時間がかかることと、そもそもＮＰＯは、「Nonprofit 

Organization」（非営利組織）であるため、ビジネスの手法を用いて、その収益で

コミュニティサービスを提供しようとする三丁目広場の活動母体としては、今

後の展開に制約を受ける危険性がある。 

 また、経済産業省系などの補助事業はＮＰＯ法人の場合、対象外となってい

る制度も多い。 

 

(3)  普通法人を選択した場合 

 三丁目広場事業においては普通法人（株式会社）を事業母体として運営する

のが適切であると考える。 

 参画希望者は一定の出資を条件に誰でも参画でき、株数に応じた議決権を有

することとなるため、主要参画者が相応の出資を行えば意思決定も敏速に行え

る。 

 ただ、公共性が非常に高いこの三丁目広場事業の性質上、今後も清水町の支

援を継続的に受ける必要があるが、その場合に運営母体が普通法人であるがゆ

えに事業の公共性を訴える上で障害が生ずることも予想される。 

 株式会社は営利を追求する組織ではあるが、その営利とは単に『銭儲け』と

いうことではなく、事業継続に必要な財源を自ら稼ぎ出すという考えも含まれ

るものであることの理解度を高める必要がある。 

 そのためには、利益の内部留保の基準、再投資の考え方、株式配当や基金へ

の寄付のルールなどを明確にして、株式会社 清水町まちづくり会社 といっ

た起業目的が第三者に伝わりやすい名称をもちいて、コミュニティビジネス組

織であることを広く町民に浸透させなければならない。 

 

④ 人員体制について 

 理想としては通年雇用のフルタイムで 2人体制を取りながら、夏場の地場野菜

が大量に入荷する時期は午前中のみのパートタイムを１人と、独自の販促企画や

町内イベントへの出店の際にはさらにアルバイトを雇い入れるなどの対応が必

要である。 
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 しかし、現状の販売実績では事業の採算ラインには程遠い状況にあり、これを

改善するためには人件費の圧縮が必要不可欠である。 

 そのためには、厳冬期の地場葉物野菜がない時期は１人体制にして経費の削減

を図ることも検討しなければならない。 

 だだし、そうした場合には以下のような変更や営業上の危惧が生ずる。 

(1)  4週 6休に対応するため、休日数を増やさざるをえない 

(2)  病気欠勤や所用のため欠勤となった際には、予告なく休業せざるをえな

い事態となる。 

 加工品や日配品のロスなど出品者にも多大な損害を与える恐れがある。 

 コミュニティバス待合に利用している人への事前周知ができないため

に、予期せぬ支障が出る場合がある。 

(3)  毎年同じ人を雇えない可能性が生ずることによる損失 

農産物や物産費の商品知識を習得するには相応の期間が必要な   

のだが、同じ人を安定的に雇用できない状況だと売場にさまざまな支障生

ずる。 

 

     また、野菜や地場産品の販売部門を夏季のみに限定して営業し、冬季は休業

すべきであるといった意見が町内に多く存在することも承知しているが、三丁

目広場の営業を安定化させ、現状以上の売上をつくるためには販売員の技量に

頼らざるをえないのも事実である。 

     三丁目広場の販売形態は対面販売であり、この販売方法を支持してくれるお

客によって売上がなりたっている。 

     スーパーには無い商品を、スーパーではできない販売方法で販売しているか

ら実現している売上である。 

     この経営形態を安定的に維持し、さらに売上を伸ばすためには良い人材の確

保が絶対条件となる。 

     そのためには、最低限の条件として通年雇用とし、さらにどこまで待遇を整

えられるかがカギとなる。 

     三丁目広場の従事者に求められる能力には 

ア. 地元物産品と製造会社に関する知識 

イ. 地場野菜と生産農家に関する知識 

a. 野菜の種類と特徴 

b. それぞれの野菜の出来不出来、食べごろの見極め 

c. 料理の方法 

d. 収穫、生育状況 入荷見通し 

e. 野菜の保存方法 

f. どこの農家が、なにを作っているか。 どんな作物か得意か 

g. 地方発送の梱包技術 

ウ． 販売委託方式を取っているので、その事務処理と経理 

エ． 非営利事業のコミュニティサービスにもほがらかに対応 

     三丁目広場の従事者は上記の項目ができることが最低条件となる。これがで
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きなければ三丁目広場の機能を維持することはできません。どれか１つ２つは

できなくても良いというものではない。 

     これを確実に履行してもらうためには、相応の待遇を用意する必要があり、

コロコロと人が変わるようなことがあっては三丁目広場は成り立たない。 

      

⑤ 三丁目広場の必要売上高と、そこに到達するために取り組むべきこと 

 現状の経営形態を維持することを前提として算出した場合、損益分岐点は年商

約 2千 5百万円にあり、安定的な経営のためには年商 3千万円程度を目指す必要

があるが、実験結果からはほど遠い数値である。 

 この数値に少しでも近づけていくためには以下の取り組みが必要となる。 

ア.    野菜の受入量を増やす。 

a.個々の農家の生産量を増加させる 

b.納入農家を増加させる 

c.納入品種を増加させる 

d.JA十勝清水との連携強化 （農産物の取引・設備の活用） 

e.ギフト、通販など新たな市場を開拓し販売量を増やす。 

    

三丁目広場の運営実験の結果わかった大きな問題の一つに、三丁目広

場の売上が上がらないのは、『商品が売れない』 『買い物に来てくれな

い』ということではなくて、ニーズの高い地元農産物が安定的に調達で

きない、『売れるときに売れるものがない』というのが、三丁目広場の成

長にブレーキを掛けている最大の問題であることがわかった。 

広大な畑が広がる我が町、清水町において『野菜がたりない』という

ことが一般の方々にはなかなか理解しがたいことであろうが、当町の農

業は、いくつかの品種を大量につくる農家がほとんどで、葉物野菜等を

中心に多品種を少量に、なおかつ出荷期間を長くできるように種を撒く

時期を少しずつずらして栽培しているような農家はほとんどない。 

三丁目広場への出荷に対応する作付けを行う取引農家を増やす必要が

あるし、現在出品してくれている農家同士も収穫時期が重ならないよう

栽培調整をし合うなど野菜の安定供給のための取り組みは必要不可欠で

ある。 

また、消費者は目新しい野菜を好む。新品種・新作物の栽培にも積極

的に取り組んでもらう必要がある。 

さらに、キャベツや白菜など各出品者が工夫しながら冬季も地物野菜

を供給してくれているが、今後更なる冬の売上増をめざすためには、Ｊ

Ａとの連携を模索し、出品者の越冬野菜をＪＡの低温倉庫で保管してい

ただき適時出荷できるよう交渉をすすめる必要がある。 

 

イ.     物産品・加工品の取扱量を増やす。 

a.ギフト、通販など新たな市場開拓 

b.未参加の地元特産品製造事業者に参画を促す 
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c.三丁目広場オリジナル商品の開発 

d.惣菜を取り扱うための具体的な体制を検討する 

e.町外(十勝)の物産品取り扱いも検討する必要がある 

 

        13 ページの三丁目広場 部門別月別売上高グラフ(受託価格ベース)に

も記載のとおり、物産加工品は一年をとおして安定的に販売額を見込め

る商材である。 

        町内の物産品製造業者でまだ三丁目広場に参画していない事業所はも

ちろんのこと、十勝管内の物産品販売にも取り組むべきと考える。 

        実験最終月の 3 月 18 日から 6 日間行った『春のパン＆お菓子まつり』

に、普段は三丁目広場に出品していないパン・お菓子 3 事業所にも出品

してもらったところ大変好評であった。 

        また、応援協賛ということで新得町の漬物屋さん、干物屋さんにも出

品してもらったところこれも大好評であったし、出品業者からも継続的

に取引願いたいとの申し出もあったほどで、『三丁目広場は夏場だけの営

業にすべき』との意見が町内に多く存在していることは認識しているが、

魅力ある商材さえ確保出れば消費者は反応するし、売上を作ることがで

きることを確認した。 

     

⑥ 三丁目広場の立地について 

 8ページの研究会での検討内容でも記載したとおり、三丁目広場の立地に関

しては、中心商店街の賑わい創出と住民のふれあいの場の提供とを、ビジネ

スの手法をもちいて、できる限り自ら作り出す収益で補いながら運営しよう

とする当初の目的をまっとうしようとすれば中心街にこだわるべきという結

論になった。 

しかしこれは自己資本も、内部留保もなにもない現状においてこの事業を

継続するためには、現在の施設を引き続き利用し、内部留保や運営ノウハウ

の蓄積ができ、新たな設備投資を行えるだけの財務力がついた時点で中心街

の別の場所への移転や、夏の地物野菜のメインシーズンのみ第二店舗をロー

ドサイドに出店するなど、幅広い展開を視野に入れての結論である。 

特に、第二店舗のロードサイドへの展開は以下のようなメリットをもたら

すものと思われ、できるだけ早期に取り組みたい項目である。 

 

ア.  夏場の観光案内も効率的 

イ.  情報発信もロードサイドの方が有利 

ウ.  中心街から離れることで、新たな取り扱い品も生まれる 

エ.  中心街の店舗には来店しえない顧客を獲得できる 

オ.  国道、高速道路利用客の中心商店街への誘導 

 

⑦  配達サービス事業について 

 来店者へのアンケート調査の結果からも三丁目広場のお得意様の多くは高
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齢者であり、交通手段も車を運転できる人以外は徒歩、自転車、コミュニテ

ィバスの利用者である。 

 公式に通常サービスとして行ったものではないが、現在の三丁目広場従事

者が好意で自分の車を使って、重い野菜を買ってくれた方や、三丁目広場で

の買い物の他にも商店街の他店で買った荷物が大きくて運べないような方を、

見るに見かねて自宅への配達してあげることがある。 

 できればこれを、きちんと三丁目広場のコミュニティサービスメニューの

一つに位置付け、軽貨物自動車も用意して、経費も正規に捻出できるように

体制を整えれば、三丁目広場のさらなる集客力向上が図れるのは勿論のこと、

高齢化に向かう地域課題の解決にも大いに役立つことになると思われる。 

 このサービスを実現するために三丁目広場の人員を増員する必要はなく、

通年フルタイム 2 人体制であれば、配達を夕方に限って行うのであれば現状

のままで実施可能なサービスである。 

   

１４．ま と め 

 以上、三丁目広場の運営実験を行ってみて、ごくごく近い将来、ここ数年のうちに

町からの支援なしで現在の機能を維持しながら自主自立できるロードマップを描ける

までの結果を得ることはできなかったが、実験をすすめればすすめるほど三丁目広場

は全国的にも有数の地域振興活動に発展する可能性と、多様な事業展開への将来性を

確信した。 

 また、三丁目広場の買い物客は 60～70歳代が中心で、これら高齢の方々はごく少量

の買い物に、時間を掛けて店員との会話を楽しみながら毎日利用する方がとても多く、

一日に何度も来店する方も二人や三人ではない。核家族化がすすみ、昔と違って清水

の田舎といえどもご近所との関係も希薄になり、毎日買い物に利用する食料品店もセ

ルフ形式の店舗が増えた現代において、人とかかわりたい、人と会話を楽しみたいと

いう欲求を、三丁目広場の対面販売での買い物で満たそうとする高齢者の方々がとて

も多く、福祉の観点からも三丁目広場の機能が社会貢献していることも実感した。 

  数年後の自主自立を約束できない以上、商工会が中心となった運営母体に対して町

に継続的な支援を要請することは断念するが、出品者等が三丁目広場の維持継続のた

め法人化に向けて動き出した際には、これを育てるという視点に立って、あらかじめ

支援の期限を定めずに、町から継続的な支援が得られるよう商工会としてもお願いし

たいところである。 

  本事業はあくまでもまちづくりの一環として、中心街の賑わい創出と住民の憩いの

場の提供という地域の抱える課題を解決するために、地場農産物と物産加工品を商材

としてビジネスの手法をもちいて、施設運営にかかる費用の一部を自ら稼ぎ出して運

営しようとするものであって、利潤追求を目的に運営している施設ではないことを地

域住民に広く理解を得るまでに至らなかったことが誠に残念である。 

  三丁目広場を引き継ぐ法人が発足した際には、商工会としても本来業務としての経

営支援は勿論のこと、三丁目広場施設機能の意義や目的、またそれによってもたらさ

れる効果等について広く町内外に理解を求める活動を展開していきたい。 


