
平成22年度中心市街地商業活性化アドバイザー（協議会）名簿

平成22年4月1日現在

NO 現住所 氏名 専門分野

1 北海道札幌市 河田真清
中心市街地活性化基本計画の策定、中心市街地活性化協議会、ショッピングセンターの開
発・再生、ショッピングセンターの開発・再生、各種調査・分析

2 北海道札幌市 竹ノ内久 計画策定支援、商業計画コンサル、マネジメントコンサル

3 青森県青森市 加藤博 市民による街づくり、まちづくり3法の改正、コンパクトシティ構想

4 宮城県仙台市 南部繁樹
タウンマネジメント組織・中活協議会組織設立指導及び運営指導、再開発事業の権利者調
整・計画推進コーディネート、海外・国内のタウンマネジメント研究、組織・運営形態研究、事
業評価

5 宮城県仙台市 松浦忠雄
中心市街地活性化コンセプトづくり、中心市街地活性化協議会運営支援、商業施設運営支
援、商店街活性化支援

6 福島県福島市 深田俊雄
中心市街地の活性化、長期優良住宅等推進環境整備、地域住民との懇談会やワークショッ
プにもとづく合意形成、活性化プロジェクトの費用対効果

7 栃木県佐野市 小暮文夫 都市計画

8 栃木県河内郡 矢口季男
国・県等の支援策に係わるアドバイス、商業施設等の整備アドバイス、個店の経営力強化、
構想の具体化実現化のためのアドバイス

9 埼玉県和光市 鈴木俊治
まちづくり活動推進・活性化、都市デザイン、包括的なまちづくり・商業活性化方策、都市計
画・市街地整備方策

10 埼玉県さいたま市 松本正人 商業施設開発、商業施設顧客調査、購買データ活用、データマイニング

11 千葉県柏市 藤田とし子 イベント・情報発信戦略、地域ブランド戦略、協働のまちづくり

12 東京都千代田区 青田直樹
個店の魅力アップとテーマ連携イベント、合意形成プロデュース、歩行者空間化と商店街活
動の創出

13 東京都渋谷区 石塚温 SC運営経験をもとに商店街の一体的運営指導・研修など、まち中活性化、まち中拠点整備

14 東京都豊島区 猪瀬典夫
空き店舗活用、土地活用、環境整備事業、まちづくり組織支援、中心市街地活性化協議会な
ど運営支援

15 東京都新宿区 岡田昭人 住環境整備、地域共同体によるまちづくり事業、商店街活性化

16 東京都調布市 加藤慎一郎
協議会の設立・運営、まちづくり会社の設立、収益性の強化、経営指導、中心市街地活性化
プロセスの発展段階推進、テナントミックス・店舗活性化

17 東京都新宿区 川上良子 景観まちづくり、集客施設計画、観光まちづくり

18 東京都豊島区 河崎妙子 飲食店の企画、メニュー開発、店舗コーディネート、従業員教育

19 東京都港区 菊川真一 市街地再開発事業

20 東京都国分寺 木下斉
まちづくり会社経営に必要な事業開発、ＩＴを活用した広告・販促事業、地域通貨による地域
活動促進

21 東京都新宿区 後藤秀昭
都心居住推進プログラム立案、地域商店街再生プログラム立案、市民まちづくりワークショッ
プの運営、地方居住促進・支援活動

22 東京都中野区 佐藤直美
共同販促・コミュニティ事業、個店の活性化、地域資源活用の商品開発・ブランド形成、農商
工連携による商店街活性化

23 東京都千代田区 白江真二
まちづくり組織事業・運営指導、まちづくり組織形成や事業形成のためのコンセンサス形成
ファシリテート、調査・計画支援、まちづくり組織形成指導

24 東京都千代田区 関幸子
地域産業政策立案と実行、中心市街地活性化とタウンマネジメント組織設立と経営、商店街
活性化、SOHO等創業支援

25 東京都世田谷区 土肥健夫
事業計画作成・精緻化・事業化推進、収益軸・事業軸の構築、試乗・事業環境の把握・分析、
合意形成
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26 東京都千代田区 西浜弘樹 市場分析に基づく、事業環境の診断、商業施設開発やリニューアルに係わる計画づくり

27 東京都中野区 羽田香弥子 関係主体等の連携構築、事業化の支援

28 東京都大田区 堀孝至 商店街活性化、農・商・工連携、産学連携

29 東京都千代田区 松本大地 マーケティング分野、業態開発分野、テナント計画、トータルプロデュース

30 東京都文京区 三橋重昭
中心市街地活性化協議会の合意形成・活発化、まちづくり会社の経営指導、商店街活性化
ソフト事業、新規創業支援

31 神奈川県横須賀市 久場清弘 街づくり計画、高度化事業

32 神奈川県横浜市 鈴木実 建築、都市計画・地域まちづくり、活性化に対する支援、イベント等の事業への支援

33 神奈川県横浜市 並山武司
協議会等活性化組織づくり、営業力強化（販売促進・教育研修）、地域マーケティングリサー
チ、空き店舗対策

34 長野県上田市 服部年明 商業経営、商業施設開発、中心市街地商業活性化、地域商店街活性化計画策定

35 静岡県静岡市 望月誠一郎
市民との協働による活性化計画の作成、地区計画によるまち並み景観づくり、まちづくり経営
戦略と事業計画の作成

36 三重県四日市市 石崎均 都市計画、建築計画

37 三重県津市 五十子修 中心市街地の活性化、市街地再開発、景観形成並びに歴史的まち並の保全

38 三重県桑名市 大山曜
中心市街地活性化基本計画の策定及び策定支援、中心市街地活性化協議会立ち上げ及び
運営支援、各種都市整備・開発事業等の立案・計画・設計・管理、タウンマネージメント業務
及びこれに関連した人材育成、各種ツアーやイベントの開催支援

39 富山県南砺市 上田玲子 協議会組織強化、まちづくりと商店街活性化、ソフト事業、人材育成事業

40 滋賀県高島市 山内敬 開発行為、事業企画、行政経験、経営管理

41 奈良県奈良市 梅屋則夫
商店街活性化等のコンセプトヅクリ・イメージづくり、中心市街地活性化協議会の運営とまち
づくり、テナントリーシングとチャレンジショップ運営

42 大阪府大阪市 天野弘章
市街地のにぎわいづくり、市街地環境整備等事業化、協働のまちづくり、市街地の活性化ま
ちづくり

43 大阪府大阪市 伊津田崇
まちづくり、タウンマネージメント、店舗共同化、ＳＣ・商店街活性化、一店逸品運動等、個店
の魅力アップの指導、中活協議会・まちづくり会社等、設立・運営支援

44 大阪府堺市 大橋賢也
中心市街地活性化基本計画の策定、商業計画、民間事業計画の立案、まちづくり関連条例
の立案、コンセンサス形成、商業施設開発の計画化、事業化、個店、商店街、市場、連合会
の活性化、地域商業活性化に関する調査研究

45 大阪府大阪市 加藤寛之
計画策定及びコンセンサス形成（コーディネート）、テナントミックス、店舗プロデュース（創業
支援含む）

46 大阪府大阪市 杉本容子
まちの魅力発信、観光まちづくり、歴史的まちなみを生かしたまちづくり、川を生かしたまちづ
くり

47 大阪府大阪市 出口巳幸
まちづくりコンセンサス、まちづくり機関の設立、商業等活性化事業計画、商業等高度化事業
計画

48 大阪府大阪市 西村花織 活性化コンセプトづくり、活性化テーマづくり、街づくり、各種イベント等の運営支援

49 大阪府箕面市 日永田実 企業再生・ファイナンス、商業開発・テナントミックス、不動産の有効活用、コンセンサス形成

50 大阪府大阪市 与那嶺学 協議会運営、空き店舗活用、創業支援、合意形成
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51 兵庫県神戸市 東朋治 中心市街地活性化、コミュニティビジネス、テナントミックス床サブリース、防災対策

52 兵庫県神戸市 井原友建 都市計画・地域計画、環境、農村計画（地方計画）

53 兵庫県川西市 小川冬木 協議会運営、再開発事業、活性化事業運営、まちづくり

54 兵庫県神戸市 船瀬裕文
商業集積の計画から運営・商店街指導、小売業各業態の出店計画から運営実務まで、テナ
ント管理・管理運営、個別店舗指導

55 兵庫県神戸市 古田篤司
実動的なタウンマネージメント指導、まちづくりイベント企画、PRプランニング・地域ブランディ
ング、街づくり・商業活性化に関する人材育成

56 和歌山県和歌山市 糀谷昭治
事業推進体制の構築と事業推進、基本計画作成、組織体制整備・組織活性化、ネットワーク
づくり、地域経営

57 広島県広島市 山﨑洋二 商業活性化のまちづくり計画、市街地再開発、都市計画コーディネート、活性化イベント

58 島根県松江市 井ノ上知子 参加のまちづくり、まちづくりイベント、街並みづくり、再開発事業

59 島根県松江市 久保里砂子 地域連携、コミュニティー拠点づくり、地域ブランド作り、消費者サポーター作り

60 広島県広島市 原田弘子 コンセンサス形成、市民協働、開業支援

61 広島県広島市 宮野正彦
市街地再開発事業・高度化事業等における事業全般コーディネート、複合型商業施設等企
画・立案～事業計画作成

62 広島県広島市 山根敏宏
地域活性化調査・基本計画策定、共同組織・協議会運営マネジメント、企業戦略策定・改善
指導、財務：マーケティング指導

63 山口県岩国市 坂井建正 まちづくり計画、環境整備計画

64 徳島県小松島市 平井吉信
経営改善、事業再生、概念、方針、コンセプト作り、地域資源、農商工連携活用への助言、
経営革新

65 愛媛県松山市 前田眞
商店街活性化相談・指導、活性化計画等の策定、住民参加型のまちづくりの推進、中心市
街地活性化協議会等のまちづくり組織の運営支援

66 福岡県福岡市 柿崎邦雄
魅力あるまちづくりのコンセプトづくり、中心市街地活性化協議会の運営体制づくり、まちづく
り会社の運営体制づくり、イベントづくりと人材育成

67 福岡県福岡市 大神繁
ファサード整備、集合店舗等のテナントミックスやテナントレイアウト及び建築設計、テナント
リーシング助成、再開発コンサル

68 福岡県福岡市 甲斐寛人 商業施設の運営管理全般、マーケティング、店舗構成計画

69 福岡県北九州市 齊藤久美 活性化計画策定に対する支援

70 福岡県福岡市 槇本健次 活性化計画策定に向けての支援、イベント等事業への支援、活性化事業支援、個店指導

71 福岡県福岡市 山辺眞一 まちなか再生計画支援、まちなかと観光連携支援、共同建替・再開発

72 熊本県熊本市 冨士川一裕 都市再開発、市街地再開発等、商店街活性化、商店街整備、まちづくり

73 宮崎県宮崎市 河野敏郎 まちづくりの推進、市街地再開発事業、商店街活性化

74 宮崎県児湯郡 瀬川洋一郎 活性化コンセプトづくり、街づくり、店舗づくり

75 宮崎県日向市 三堀俊之 事業計画作成、共同ソフト事業計画作成、協議会設立支援
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