
『東北地域中心市街地および商店街関連セミナー～まちの人材育成編～』を開催します。

今後の商店街等は、住民ニーズに応えた地域コミュニティ機能への対応や、キャッシュレスや IoT などといった新しい仕組みの導入、
加えて、新型コロナウイルスによる新しい日常への変化の取込など、多くの課題に対応していく必要があります。そういった課題に対し、効
率的かつ効果的に事業を展開していくために、中心市街地及び商店街の振興に関わる『コーディネーター間及びコーディネーターと行政
機関担当者とのネットワークの強化』や『課題の共有化』並びに『課題検討ノウハウの向上』、また『まちづくり業務に関わる若手のスキル
アップ』等を目的とした当該セミナーを開催し、東北地域全体でまちづくりを検討する体制を構築したいと考えております。
今回は、まちづくりに携わる人材に焦点をあて、人材の発掘方法や育成方法、関係機関との連携構築の手法などについて、様々な

地域・立場からの意見を共有しながら考えていきます。 

【対象者】 
まちづくり会社、地方公共団体及び支援機関の商店街・中心市街地担当職員等。70名程度を上限に想定。 
※一般企業の方の登録については、登録いただいた後、場合により参加目的を確認させていただき、その内容によっては参加をご遠
慮いただくことがございます。

【開催日程・主会場（2日間）】 
1日目／日程︓令和 3年 11月 11日（木曜日）13:00～17:30 ※受付︓12:30～ 

主会場︓YS アリーナ八戸 １階多目的室 （青森県八戸市売市輿遊下３） 
※駐車場有。セミナー開催日時以外の利用はご遠慮ください。（21:00～施錠）

2日目／日程︓令和 3年 11月 12日（金曜日） 9:30～12:00 ※受付︓9:00～（任意参加︓13:30～15:00） 
主会場︓八戸ポータルミュージアムはっち 1階 はっちひろば（青森県八戸市三日町 11-1） 
※駐車場はございませんので、周辺の駐車場をご利用ください。

【セミナー内容／テーマ︓「まちの人材マネジメントを考える」】 ※タイムスケジュールは当日変更となる場合がございます。 
１日目／令和 3年 11月 11日（木） 

13:00～13:15(15分) 趣旨説明・挨拶等 
13:15～14:30(75分) パネルディスカッション ○経産省補助事業の活用事例等を用いて実施

・ファシリテーター／後藤毅氏（合同会社ミア・カーサ経営支援室）
・パネラー／下田孝志氏（山形まちづくり株式会社）
苅谷智大氏（株式会社街づくりまんぼう）
古川直文氏（株式会社楽市白河）
伊藤大海氏（中心市街地活性化協議会支援センター）

14:30～14:45(15分) 休憩 
14:45～16:45(120分) グループ討議 

（4 つのグループ毎） 
a）若手グループ b）小規模都市グループ
c）中堅＆マネージャーグループ d）商店街グループ

16:45～17:15(30分) クロージング グループ討議の結果発表・講評 
17:15～17:30(15分) 名刺交換 

２日目／令和 3年 11月 12日（金） 
9:30～10:30(60分) 講演・質疑応答 「八戸市中心市街地活性化について」 

講演者／柳沢拓哉氏（株式会社まちづくり八戸） 
10:30～12:00(90分) 現地視察 ３～４班ごとに中心市街地を視察 
以下、任意参加 

13:30～15:00(90分) 現地視察 協同組合八食センター 
子育て世代とインバウンド需要再興の為の施設環境整備事業 



【申込方法】 

以下の申込先メールアドレス宛に別添の申込書に必要事項を明記のうえ令和 3 年 10 月 2９日（金）までにメールにてお申し込

みください。（締切厳守） 

○申込先：東北経済産業局  商業・流通サービス産業課 宛 Email：thk-shougyou@meti.go.jp

○グループ討議の希望について、申込用紙の 2 ページ目に各グループの対象者想定及び概要、リーダーの説明を記載しておりますので、

参考としてください。

【開催可否の判断について】 

新型コロナウイルスの感染状況等を踏まえ、開催を中止する場合には、開催日一週間前を目処に、参加申込いただいた際のメール

アドレス宛にご連絡いたします。（東北経済産業局及び八戸市のイベント開催の可否判断基準に準拠）

なお、急な状況の変化などに伴い、開催日直前での中止判断をさせていただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお

願いいたします。 

【留意点】 

新型コロナウイルス感染症蔓延防止の観点から、当日はマスク着用のうえ、会場にて消毒・検温にご協力をお願いします。 

 なお、当日体調が優れない、開催の 2 日前に熱があった場合などには参加をご遠慮いただき、その旨下記問い合わせ先まで電話かメ

ールにてご連絡くださるようお願いいたします。 

【主催者等】 

主催：東北経済産業局、八戸市中心市街地活性化協議会 

共催：八戸市、八戸商工会議所、株式会社まちづくり八戸、独立行政法人中小企業基盤整備機構 

協力：合同会社ミア・カーサ経営支援室 

【本件に関するお問い合わせ先】 

東北経済産業局 産業部 商業・流通サービス産業課 担当：小川、田口、梶山、佐藤 

〒980-8403 宮城県仙台市青葉区本町三丁目 3 番 1 号 Tel：022-221-4914 Email: thk-shougyou@meti.go.jp 

＜参考＞セミナー主会場情報 

 

 

※セミナー会場最寄りの駅は本八戸駅となりますので、宿泊施設の確保の際はご注意ください。
（別添参考：本八戸駅周辺の宿泊施設）

セミナー２日目：八戸ポータルミュージアムはっち
（〒031-0032 青森県八戸市三日町 11-1）
徒歩：本八戸駅から約 10 分
バス：八戸市営バス・南部バス「八戸中心街ターミナル（三日
町）」下車すぐ
車：八戸 I.C から約 10 分
※駐車場はございませんので、周辺の駐車場をご利用ください。

セミナー1 日目：YS アリーナ八戸
（〒031-0073 青森県八戸市大字売市字輿遊下 3(長
根公園内)）
徒歩：本八戸駅から約 15 分
車：八戸 I.C から約 15 分
※駐車場について、セミナー開催日時以外の利用はご遠慮く
ださい。（21:00～施錠）

駐車場 
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八戸市中心街周辺ホテルリスト 
     

●新幹線駅の「八戸駅」前にもホテルが集中していますが、中心街からタクシーで 20分必要となりますので、中心
街周辺でのご宿泊をお奨めいたします。（中心街最寄は「本八戸駅」になります。） 
●掲載ホテルは全て営業中ですが、市内ではコロナ対応のため休業中のホテルもあります。 
●コロナ対応で朝食プラン等が変更になっているホテルもありますので、直接ご確認下さい。 

  住所 電話 YS ｱﾘｰﾅから距離 

【中心街・飲食街 立地】       

ホテルグローバルビュー八戸アネックス 八戸市徒士町 11 0178-46-3113 徒歩７分 

ホテルイマルカ八戸 八戸市馬場町 14-6 0178-43-0123 徒歩１０分 

シティパークホテル八戸 八戸市番町 5-5 0178-45-7711 徒歩１１分 

ホテルグローバルビュー八戸 八戸市十三日町 7 0178-46-3111 徒歩１１分 

スマイルホテル八戸 八戸市番町 31-5 0178-43-7711 徒歩１３分 

ダイワロイネットホテル八戸 八戸市八日町 1-1 0178-73-2555 徒歩１５分 

ホテルリバティヒル 八戸市六日町 10 0178-43-3831 徒歩１５分 

ホテル･イルヴィアーレ八戸アネックス 八戸市六日町 31 0178-46-0002 徒歩１５分 

ドーミーイン本八戸 八戸市朔日町５番１ 0178-73-5489 徒歩１６分 

ホテル･イルヴィアーレ八戸 八戸市鷹匠小路 13 0178-46-0001 徒歩１７分 

八戸グランドホテル 八戸市番町 14 0178-46-1234 徒歩１８分 

スーパーホテル長横町 八戸市長横町 12-2 0178-24-9000 徒歩２０分 

ホテルセレクトイン八戸中央 八戸市十一日町 52 0178-24-3130 徒歩２０分 

アパホテル本八戸 八戸市柏崎一丁目 8-22 0178-73-3000 徒歩３０分 

スーパーホテル八戸天然温泉 八戸市十一日町 58番 7号 0178-47-9000 徒歩３０分 

【本八戸駅前 立地】       

ホテルルートイン本八戸駅前 八戸市内丸１丁目 51-16 0178-71-2511 徒歩１５分 

ホテルセレクトイン本八戸駅前 八戸市城下一丁目 8-9 0178-43-1800 徒歩１７分 

ホテルパールシティ八戸 八戸市城下二丁目 2-22 0178-47-0034 徒歩１７分 

【近隣旅館】       

マルユー旅館 八戸市内丸 1丁目 1-12 0178-45-2200 徒歩８分 

旅館 白山閣 八戸市根城 1-18-12 0178-22-1758 徒歩５分 
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