
まちプロデュース活動支援事業委託費 
 １．９億円（新規） 

○日本再興戦略に掲げる「民間投資の喚起を軸

とする中心市街地活性化」のためには、各地域

に投資を呼び込める人材が必要不可欠です。こ

のため、まちづくりに関する豊富な知識やノ

ウハウを有するとともに、事業を起こし

キャッシュフローを生み出せるタウンマネー

ジャー等を育成します。 

委託 

国 民間事業者等 

人材育成事業 

事業の内容 

事業の概要・目的 

商務流通保安グループ中心市街地活性化室 
０３－３５０１－３７５４ 

中小企業庁 商業課 
０３－３５０１－１９２９ 

【研修イメージ】 

中心市街地活性化普及・促進事業 

○また、中心市街地活性化の理念、意義、内容に

ついて理解が深まるよう、全国で普及活動を行う

とともに、新たな分野の専門家等を掘り起こして

人材のプールを拡充し、地域とプールとのマッチ

ングを強化することで、地域の個性を活かしたま

ちづくりを支援します。           

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

・中心市街地活性化の理念、意義につい
て理解の増進を図ることを目的とし
たセミナー等を全国で開催します。 

・新たな分野の専門家（デザイナーやクリエイター等）を掘
り起こして人材のプールの拡充を図り、地域とプールとの
マッチングを強化することで、地域の個性を活かした中心
市街地活性化の促進を図ります。 

・開業や会社経営に必要なビジネススキルや、空き店舗対策
や合意形成手法等、まちづくり特有のスキルの習得を図る
研修を実施し、タウンマネージャー等を育成します。 

事業イメージ 

【セミナー・勉強会イメージ】 

フォロワー層 
（まちづくり関係者等） 

リーダー層 
（タウンマネージャー） 

【育成イメージ】 

 フォロワー層を対象に 
 研修を行い、タウン 
 マネージャーを育成 
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