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(1)平成28年度の商店街活性イとへ向けて   街 づ く り
。
ア〕
｀
ご しま

平成28年皮の商店符活性化へ向けて
鹿児島県商店街振興組合連合会 理事長 河 井  達 志

(宇宿商店街振興組合 理事長 )

新年度 を迎 えるにあた り、 チ ャ レンジ精神で新 たな商人 の道 を倉ll

らん と気持 ちを新 たに されてい る方も多 くお られ ることと思い ます。

人 口減 少や 少子 高船化 が進み、小元商業 を取 りぷ く環境 は変化 し

続 けているなかで、本年 は先人逹 が努力 して創 って きた「わが街 」を

モデルチ ェンジ して、時代 に即 した街 に転換すべ きか勝 負をかける

年ではないか と思います。

そ うしたなか、将来の商店街 のあ るべ き姿の構想案づ くりにチ ャ

レンジす ることも県振連 の役割の一つだ と考 えています。

また、オムが理 事長 を務め る宇宿商店街振興組谷では「サステ ィナブル商店街 」をテー

マに、将来に向けて持続可能な商店街づ くりを目指 した事業 を進めてい く予定です。

こうした ビジ ョンの策定 に当たっては、 県下の商店街 の、 とくに次代 を担 う若 い世代

の意見 を集約・共有 し、 これか らの商店街活性化 につなげてい くことも兇妥 と思い ます。

谷後 も商店街で頑張ってい る会員や地域 のために汗 を流 してい く所存ですので、共 に

商兎繁盛・千客万来の夢を追い、 あ きらめずに進んで参 りましょう。

谷年度 もご支援のほ どよろしくお願い申 し上 げます。

会員商店街理事長より (県振連役員、組合設立日の順で掲載しています。)

歩
ｒ
汗浄

注

ト

樋 □  弘 文  氏(天文館本通商店街振興組合 理事長、県振連 副理事長 )

参後は、 ます ますショッピングセ ンターや大型店舗、ディスカウン ト

ス トア との浣争が激化 してい くことが予想 され ます。各商店街 の色々な

場面における情幸R発信 (告知・周知・宣伝・ア ピール等 )の 方法をよ り

工夫 し、効果的に親道機関を活用するなど行 ってい きたいです。

庵 下  龍 馬 氏(一番街商店街振興組合 理事長、県振連 副理事長 )

当商店街では、個性 と魅力ある街づ くりを推進するため、中央 5尺周辺

地区全体が―休 とな り、地 区内の連携 したイベ ン トを倉1意 工夫 し充実 さ

せ ることで、来街者の増加、周辺ナ也区通 り会等の回進性の向上 を図って

い きたいと思います。

俣 野  !公宏  氏(天神おつきや商店街振興組合 理事長、県振連 専務理事 )

毎年、通 りの特徴 を生か して様 々なイベ ン トに取 り組んでお りますが、

昨年度か ら始めた「千石天神縁起市」の さらなる充実を図 ります。 また、

当組谷 も世代丈代が進んで きてお り、 5年後、 Ю年後の町のあ り方を集

定 してい きたい と考 えてお ります。



街 づ く り
。
か ご しま    平成28年度の商店街活性イしへ向けて (2)

有 馬  勝 正 氏 (照 国表参道商店街振興組合 理事長

中央地区商店街振興組合連合会 理事長、県振連 理事 )

天丈館 周辺 にあ る歴 史、 自然遠産 を生 か しなが ら、斉彬 や偉人 た ちの

新進 気鋭 の精神 と情熱 を見け継 ぎ、観光 と市 県民の街 とを結 んでい きた

いです。他オ、永年研究を続けてきたコンパクトシテイづ くりの具現化

を50年後を見据えて計画し、世界一の街を目指 していきたいと思います。

岳
↓ぜ
柱

神 崎  l兵至  氏(太平橋通り商店街振興組合 理事長、県振連 理事)

27年度は地域おこし協力隊のメンバーが大山のイベ ン トな ど企画 して

実施 していただ きました。28年度 も引 き続 き、協力隊などの力 を結集 し

て ミニイベ ン トの継続的な実施などで集客を図ってい きたいです。

へ

田 渕  健 三 氏 (も づヽろ商店街振興組合 理事長、県振連 理事 )

いづ る商店街は歴史を継承 しなが ら、常に果敢にチャレンジ致 します。

谷年度は「ネクス トいづ ろ」の方向性 を決め る童妥な年です。最大の資

産 は「人」であるとの基本理念のもと、 コ ミュニケーションの見なる向

上 と人材育成を2本柱 に商店街活動 を継続実施致 します。

瀬 尾  昭 ― 郎 氏(金生通り商店街振興組合 理事長、県振連 理事 )

「鹿児島マラソン」のランナーが全生通 りを勢いよ く駆 け抜 けてい き

ました。外国人観光客の姿 も見慣れました。人が集 うと活気が出てパワー

を感 じます。鹿児島の顔 として印象に残 る通 りの |つ となるように運営・

活性化 して参 ります。

大 脇  D佳員 氏 (納屋通 り商店街振興組合 理事長、県振連 理事 )

27年度は関係各位並びに近隣の商店街の普様に支えられ、華々しく厳

かにユつ賑々しく迎えることので きた400周 年 1本当に有難 うございま

した。28年度の新たな歴史的第一歩は納屋通 りらしさを見に追求 し、歴

史に裏付けされた街である事に誇 りを持って突き進んで参 ります。



(3)平成28年度の商店街活性イヒヘ向けて    街 づ く り
。
か :至 しま

有 村  1浴晶  氏 (天文館にぎわい通商店街振興組合 理事長、県振連 理事 )

27年度、 にぎわい通ではアーケー ドをリニューアル し、新たな意気込

みで商店街 をもり上げてい く所存です。 まだまだ商店街 を取 り巻 く環境

は厳 しいですが、天丈館の個性や商店街の Rさ を逹求 して、お客様 に楽

しんでいただけるよう頑張ってまい ります。

安 田  正 和 氏 (者5通 り商店街振興組合 理事長、県振連 監事 )

鹿児島中央駅周辺の発展 tゝ りヾには目を見張るものがあ り、参後飲食業

を■ せに新規 出店が続 くもの と思われ ます。若手経営者の開業 も多 く、

彼 らの意欲 をR費 起するような施策を提案 。作成 してい きたい と思い ます。

久 木 田  弘  氏 (鹿屋本町一番商店街振興組合 理事長、県振連 監事 )

商店街活性化には、イベ ン トも一時的に効果はあ りますが、長期的に

考 えると地域の人口増対策や生 き店舗に新規店舗 を誘致 した り、 その他

の活用が兇妥であ り、 その運営について も責任母体が童妥です。現在、

地域の若者による街の リノベーションを研究実践 しているグループがあ

りその方々と炎流 し考えてい きたいです。

漬 田  一 生 氏 (指宿中央通商店街振興組合 理事長 )

指宿港海岸とえ備 事業が始 ま り、指宿 5′、か ら石′)｀ お し温ノRま で の まちづ く

りが進められています。

地域 と市民が共に成長で きるようにイベント等のにぎわいづ くりのた

めの機会を創出、地域住民の意識変化を促 しながら通 りの魅力を新たに

見出していきます。

古 ,H ,碓康  氏(中町ベルク商店街振興組合 理事長)

商店街に対する社会情勢など依然厳 しい状況は続いておりますが、基

本的に個々の店舗の魅力づ くりに対する見つめ直しが兇妥な時ではない

かと個人的には思っております。

個々の店舗の魅カアップが商店街の魅力に変わる本物の街づ くりを目

指 したいものです。

前 田  数 良日 氏(北田・大手町商店街振興組合 理事長 )

本年度、当商店街はイベ ン ト重視の運営か ら、日頃のにぎわいづ くり・

コ ミュニテ ィの場 としての商店街作 りを目標 として活動 して行 きます。

生 き店舗 を活用 し、 この 十月に完成 しました「KITADA SAR∪GGA(キ
タダ サル ッカ

゛
)」 を中唸に、 その 2階 。3階 を見なるコ ミュニテ ィの

場 として創造 して行 きます。



街 づ く り
。
か :蟄 しま    平成28年度の商店街活性イヒヘ向けて (4)

奥 山  直 博 氏 (天文館はいから通商店街振興組合 理事長)

社会的変化に対応 し、 このまちに求め られていることを感 じ、 まちの

魅力をあげてい くことが人事だ と感 じます。地域特性 を活か した魅力の

あるまちとして、ブランディングしていけたらいい と思います。

平 岡  正 信 氏 (中 町コア。モール商店街振興組合 理事長)

日頃よ り私共商店街活動にご協力 とご理解 を賜 り、誠に有難 うござい

ます。

さて、平成28年 は さる年 という事で調子に乗って商いも昇 ってい きた

い ところですが、 それを「不易流行」の考 えのもと積極的に取 り組 んで

まい ります。

大 原  俊 博 氏 (カロ世田本町通商店街振興組合 理事長 )

カロ世田の歳の市は、明治 16年 か ら 32年 の歴 史があ り年末の風物詩 と

して市民に規 しまれてお りましたが、社会状況の変化等 もあ り市民の足

も違のいている参日です。

しか し、昨年は加世田魔地区と本町地区の連携による見F(わ いづ くりの

倉1出 という「加世田麓の街歩 き」とタイア ップす ることがで き、鹿几島

市内か らの来客 もあ り、近年にない舟卜くわいがあ りました。

商店街では、木市や露店のほか、事業委員会の野来市やお化け屋敷な

ど新たな試みもあり、アクションすることて'何かを掴むことがで きると

いうオ幾運が生まれました。本年は街おこしグループ等の協力を項 き街の

活性化を目指 したいと思います。

堀 □  征 治 郎 氏 (名瀬中央通リアーケード商店街振興組合 理事長 )

不汎、人口減少、人口流出、大型店やコンビニの進出、離島による物

流のハ ンデ……等々。奄夫の商店街は、全国の中で も特に厳 しい状汎に

置かれ苦戦 を強い られています。

―方、長年続いている都市計世百Jが大詰をおかえ、地元スーパーが中ィせ

商店街に出店することも決定 しました。あきらめず周 りをよく見渡せば、

患い材料ばかりではないことに気付 きます。

参年度は小さなチャンスを生かし、奄夫の商店街に大きな変化をもた

らす事が出来るよう皆で一九 となって頑張っていきたいです。

長 渡  誠 ― 氏 (天文館―丁目商店街振興組合 理事長)

「テ ンパーク通 り青空テ ン ト市」を通行客・来街者の増加 とにぎわい

倉]出 を目的 とし、毎月第 3土 日に開催 して 2年が経ち、お客様 。出店者

も定着 して まい りました。参年度 も商店街組谷員 と協働で継続 し、“オ

ンリーワン"の 商店街 を目指 します。



(5)全振連の動c＼ 街づくり 'かごしま

都道府県振連職員請習会 報生
ロ

2月23日、24日の両日、東京都で都道府県振連職員請習会が開催され、全国から事務担当者36名

が参カロしました。概要について報告します。

1.「 国内最大級の商店街組織、自由が丘商店街の魅力づくり」
自由が丘商店街振興組合 理事長 岡 田 ― 弥 氏

自由が丘商店街 (振 )|ま 、組合員数1,319名 、理事65名 の国内最大

級の商店街組織である。元々は12の 任意の通 り会であったが、法人

化の際に一致団結 して事業に取 り組むため連合会ではなく、 1つ の

商店街振興組合 とした。

商店街の来街者は主婦層などの女性客が多 く、女性のニーズに応

えるためにファッションの街、雑貨の街、スイーツの街、サロンの

街 として進化を遂げた。 このことから、自由が丘商店街の魅力は、

周辺住民や来街者の魅力的な生活スタイルに商店街が応えようと努

力した結果であると考えている。
事業としては、イベント事業の他、広報活動、清掃活動等を行っている。特にガイ ドブックは、

広告費を元に製作 し、書店等で販売 した利益を広告掲載者にキャッシュバックする仕組みを採用 し

てお り、結果的に費用をほとんどかけずに製作できている。
また、安心・安全な街づ くりのために商店街すべての出入 り口に監視カメラを設置 している他、

事業ごみの収集を民間企業に委託 し、人通 りの少ない夜間に収集することで、景欲の保全、交通事

故の防止、収集車が監視役 となり防犯の役 目も担っている。

2.「 これからの商店街組合の課題と運営」 中お塗 業診断士 滴 水  透 氏

商店街の事業を行う際、実行者を明確に定めておらず失敗してしまうことが散見されているため、
理事会において事業の実行者を明確にしておく必要がある。

また、組合のためになる事業計画の立案は、組合の青年部や女性部が行うことが必要である。
さらに、これからの商店街運営においては、チーム作 りが欠かせない。チームとは、①自分たち

のゴールを設定し共有する、②報酬より達成感重視、③意見の衝突を恐れない、④誰かの失敗はカ
バーできなかった人たちの責任 とする、⑤自己犠牲を美徳 とせず、SOS発信を許諾する、⑥状況
に応じてリーダーが交代する、⑦丹を漕 ぐ人の集まりであり、ただ乗るだけの人の存在は認めない

といった特徴を持つ。
また、良好なチームを作るためには、上下関係ではなく、フラットな関係作 りが肝心である。

3.「 商業活性化とまちづくり、商店街」
株式会社金沢商業渚性化センター ゼネラルマネージャー 高 本 泰 輔  氏

石川県金沢市は、昨年北陸新幹線が開通するなど、観光客も増加 しつつある。江戸時代、加賀・

能登・越中併せて加賀百万石として繁栄した。また、第二次世界大戦の戦禍を逃れたため、①保存
と開発の調和、②昔と今が同居した街づくりを展開している。
第 3セ クパーである(株)金沢 TMOを 中心として、駐車場の官民連携事業、テナントミックス事

業、まちバスの運行事業などに取 り組んでいる。
今後の課題としては、新幹線開業後、外国人観光客への対応や、情報の一元化、着地型観光事業

等、2016年 から2017年 にかけての取 り組みが非常に重要である。

4.「 消費税軽減税率 (案 )への対応等について」
中小企業庁経営支援部商業化 課長補佐 伊 藤 二 郎 氏

消費税軽減税率対策予算として、中小の小売事業者等に対するレジの導入 。システム改修等支援
の補助金が交付される予定である。公募時期は未定だが、ぜひ活用していただきたい。

また、消費税軽減税率対策として、各都道府県振連に消費税軽減税率対策相談窓口を設け、制度の

周知、講習会の開催、巡回指導・専門家派遣などの事業を行うため、積極的に活用していただきたい。



街づくり 'かごしま 県振連の朝き (6)

人材育成研修会

I.リーダー育成研修会

12月 2日、鹿児島市維新よるさと館特別顧間の福田賢治氏を

講師に「鹿児島の先人に学ぶリーダーのあり方」をテーマに研

修会を行った。

【西郷隆盛に学ぶ】

西郷隆盛は、多額の借金を抱える貧しい家庭に生まれた

が、薩摩の教えを忠実に守る人間であったため他藩からも

慕われていた。江戸無血開城や廃藩置県等の明治の改革も、

様々な方面で厚い信頼を勝ち得ていた西郷であったから成

し遂げられた。また、西郷のような人を動かす力を持った人の素質を見抜き、登用した島津藩のリー

ダーの目の素晴らしさがあったからこそ、島津家の歴史が約700年 も続いたといえる。

【情報を活用する】

五代友厚は、次代を担う若い人たちの意識を変革させる目的で海外留学を積極的に送 り出してい

たが、自身初めて海外へ行き、ビルが立ち並ぶ近代化された街や運河など、様々なものを見た際、「若

い人よりもまず先にリーダーを連れてくるべきであった」といった内容の手紙を本国に書いている。

これは、いくら若い人に先端の情報を収集させたとしても、上司に理解がなく、活用できなけれ

ば意味がないことを示しており、 リーダーに大切なことは情報に基づく洞察力を養うことである。

【信用について】

商売において必要なことは信用である。鹿児島県人は商売下手であるとよく耳にするが、薩摩の

教えに基づき、諸藩の信頼を得ていたことから決して商売下手ではないことがわかる。また、鎖国

中も国内のみならず、信頼性が必要な中国大陸との貿易を長年行ってきたことから、本質的には商

売上手な素質を持っている。

参加者は、明治維新を成し遂げた先人たちの功績やリーダーとしての素質について学び、同じ鹿児

島の地に生まれたことを誇 りに思うとともに、薩摩の教えを認識し、時代が変わっても通じるリーダー

に必要な素質について学ぶことができた。

li c後継者育成研修会

2月 8日 、(協)た まなスがンプ会 (熊本県玉名市 )の籾田

武志理事長を講師に招ll号 し、商店街の後継者育成について学

んだ。

【玉名市のI見状】

熊本県玉名市は人口68,000人で年々減少傾向にある。

九州新幹線の全線開業が街の活性化に期待されていた

が、新玉名駅は中心市街地から遠い位置に建設されたうえ、

在来線の玉名駅は博多行きの電車が減便するなど中心市街

地空洞化の進行が懸念されている。
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【商店街の活動】

玉名市西部地区には元々4つ の通 り会が存在したが、通 り会同士の協力体制は良好とはいえな

かった。しかし、合同イベントの実施をきっかけに、一体での活性化推進に向けて機運が高まり、

平成 8年に100店舗を超える1つ の商店街組織を形成するに至った。
ハローポイント事業がメインであるが、大手のポイント事業と違い、利益のうち管理費を除いた

約850/0を還元しており、市民に好評を得ている。

また、玉名市や熊本県警、PTAと も連携したポイント発行や特典進呈を行い、地域の活性化を図っている。

【後継者育成について】

商店街では、地域の一大イベント「玉名温泉夢まつ り」への協力など地域活性化の一翼を担って

いる。イベント実施の際は、大人が主役になるのではなく、地元の学生等若手が中心となって企画、

運営を行う体制づくりに努めている。大人が主体となった方が企画や運営はスムーズに進むが、一

方でマンネリ化し情熱がなくなってしまうという弊害もある。

そのため、若者を主役とし、祭 りの開催の是非から企画や運営まで自主的に行わせることで、情

熱的に取 り組むことができ、終わった後には感動が残 り、また次国開催へのやる気へつなぐことが

できている。こうしたことから、後継者の育成は、失敗を恐れずに若者を主役とすることで、感動

が生まれ、継続に繋がっていくのだと考えている。

参加者は、ハローポイント事業を通じた地域活性化への取 り組みや、若者のやる気を引き出す後継

者育成手法について参考とした。

商店街活性1と研究会

I.太平僑通り商店街振興組合

2月 1日 、太平橋通 り商店街 (振)を対象に、南国殖産 (株 )

の森田光一郎氏を講師に迎え、「イ回店や商店街の魅力向上の

ためのスマホ。タブレット活用術」について研究会を行った。

【情報収集への汚用】

情報収集には、「Google」 や「YahooJに 代表 される検索
エンジンを利用することが多いが、それぞれの検索エンジ

ンは、会社が違 うので検索するシステム・プログラムも違 う。

同じキーワー ドでも検索エンジンによって検索結果が違

うこともあるため、使いづらかったり、目的としているホー

ムページを見つけることができない場合は、検索エンジンを変えてみることが有効な方法である。
また、インターネット上には、雑多に色々な情報が混在 しているため、多くの様々な情報を取 り

入れればいいかというと、実は逆効果なことも多い。必要のない情報まで多 く取 り入れてしまうと、

混乱しとても疲れてしまう。そのため本当に必要な情報のみに絞って情報を取 り入れて、まずはそ
れから判断することが重要である。

【情報発信の手段】
Twitter(ッ イッター)、 ブログ、LINE@(ラ イン アット)、 Facebook(フ ェイスブック)ページ、

Googleイ ンドアビュー等の情報発信ツールの具体的な内容や効果について説明がなされた。

参加者は、情報収集や提供の方法について理解 し知識を深めることができた。

また、実際に機器に触れて操作 し、活用事例を目にすることですることで興味が深まり、今後の取

り組みへのきっかけとして有意義な研究会 となった。
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‖.〕口世田本町週商店街振興組合

2月 12日 、加世田本町通商店街 (振)を対象に、平田本町商

店街 (振 )(島根県出雲市)の平野裕二理事長を講師に迎え、「ま

ちあそび人生ゲームとその効果について」をテーマに研究会

を開催 した。

【商店街の概要】

平田本町商店街は、出雲市中心市街地から約1lkm北東
に位置している。出雲市無形民俗文化財「平田一色飾 Jや
「平田まつ り」の協力を通 じ、地域活性化に取 り組んでい

るが、イベント時の集客が各個店の売上や活性化に結び付
かず、空き店舗も増加している状況にある。

【まちあそび人生ゲーム】

イベント開催時、組合員は自身の店を閉めて加勢をしなければならないため、各個店のアピール
や売上増加には全 く結びついておらず、今後の商店街事業の運営について悩みを抱えていた。

そんな折、出雲市の職員から(株 )タ カラトミーの「人生グーム①」を商店街で開催できないかと
いう要請があり、取 り組むこととなった。「人生ゲーム①」といえば、国民に古 くから親 しまれてい
るボードゲームであるが「まちあそび人生ゲーム」は、商店街の店舗を人生ゲームのマスに見立て、
グームマップを製作し、参加者はルーレットで出た目に従って各店舗を巡 り、店員 と専用通貨をや
りとりしながらゴールを目指す街歩きイベントである。

当初は、ルーレットやマップをすべて自作して開催していたが、商標登録等の兼ね合いもあり現
在はNPO法 人を立ち上げ、(株 )タ カラトミーと正式契約を交わして活動を行っている。

平成25年の取 り組み以来、ゲームそのものの知名度の高さもあり参加者が増え続け、現在では出
雲大社前でも開催している。参加者は、地域の住民にのみならず、人生ゲームファンなど、全国か
ら毎回約4,000人 が参加する一大イベントとなっている。

効果としては、商店街全体が舞台となるため回遊性が生まれて街が賑やかになること、各店舗の
売上増加や顧客獲得に向けた、気づき。やる気につながったことが挙げられる。

また、今まで立ち寄ることのなかった店舗に気軽に入ることができ、店のことを知ってもらうこ
とで、街 。個店・参加者それぞれとってメリットのある活性化策 となっている。

参加者は、まちあそび人生ゲームによる商店街活性化の話を熱心に聞き入 り、活性化に向けた取 り
組みへ意欲を高めた。

Ⅲ。中央地区商店街振興組含連含会

こ

,
一,

一み

2月 15日 、中央地区商店街 (振連)を対象に、(株)フ ロンティ
アリテール研究所代表取締役の小嶋彰氏を講師に招耳号し、「街
づくり。賑わいづくり。顧客づ くり」をテーマに研究会を開

催した。

【世界の街づくりについて】
ヨーロッパでは、行政が郊外型ショッピングセンター(以

下SC)の建設を制限している場合が多 く、商店街 と一体

化したSCの建設が発達している。買い物客は、こだわり
の専門店が並ぶ商店街と融合 して建設されたSCと の間を

無意識に行ったり来たりしながら、街歩きを楽しんでいる。
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一方、アメリカのブロー ドウェィでは、夜間はショー等の催 しで賑わっていたが、昼間の賑わい

を創出するべ く、広い道路を 1車線 とし、敢えて交通渋滞を発生させることで、公共交通機関の利

用を推奨 した。また、道路の空いたスペースに椅子とテーブルを数万脚設置 したことで、人々が道

路を休憩場所 として利用し、昼間でも街中に人が溢れかえるようになった。

日本では、 ドイツの街づ くりを参考に研究 し、都市計画を立てることが盛んに行われているが、

ドイツにおいても商店街の活性化が順調に進んでいるという報告は少ない。

ドイツの街づ くりは日本において余 りに美化されて紹介されているが、事態が悪化 している都市

が多いのが現実である。

また、海外の街の手法をそのまま日本の街に取 り入れたとしても、文化や景観等様々な違いがあ

ることから、似て非なるものになるケースも多 く、注意が必要である。

【商業の活性イヒについて】

商店街の活性化には、施設導線 (施設の融合、歩きやすさ)、 目的導線 (ぶ らぶら歩き、衝動買

いを誘発する)、 身体導線 (ベ ンチなどを設けて疲れない仕組み)、 心導線 (音、光、匂いで誘う)、

時間導線 (イ ベントの時間割など)の 5つ の導線を意識した街づくりが効果的である。

また、商業の活性化は、構成店舗への顧客立寄 り率が高まり、買上げ率が向上し、売上高が上が

ることだと考えられる。環境の刷新やマスタープランの改革、積極的なイベントの開催等は全てこ

れらを支える仕組みの一つである。

自身の商店街の内側に目を向け、「発見型」の活性化策ではなく、各店舗が今までにないものを

作 り上げる「発明型」の活性化策を行 う必要がある。

そのためには、商店街組合の中に、SCで行っているような、営業本部機能、 リーシング本部機

能、管理運営機能、総務財務本部機能等を設け、各店舗と一体となってショッパビリティの強化に

努めていくことが求められる。

商店街店舗間でのスタッフのジョブローテーションも社員教育になるため有効である。

さらに、長年商店街運営に携わっている人は既成概念や、思い込みの誤謬に囚われやすいため、

若手経営者、キャリア女性、主婦、学生チーム等の意見を取 り入れることで、新しい発想が生まれ

るのである。

参加者は、海外の先進的な街づくりや商店街の活性化のための個店のショッパビリアィ強化につい

て学び、今後の活性化へ向けた取 り組みへ意欲を高めた。

消費税転嫁対策語習会

2月 8日 、税理士法人福田・酒匂会計所長の酒匂健寿税理

士を講師に「中小企業の経営力強化と軽減税率」をテーマに

講習会を開催した。

まず、平成29年 4月 1日 に予定されている消費税再増税に

併せて導入される軽減税率や、インボイス制度について説明

した後、生産性向上設備投資促進税制等の中小企業関係税制

について紹介がなされた。

また、中小企業の経営力強化について説明し「事業を発展

させるためには、企画 。仕入・販促など業界の仕事の流れを

今一度整理し、『 どこで付加価値をつけるのか ?』『何を差別

化するのか ?』 考えることが重要である。」と述べた。
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商店街の動き

第6回 商店街グルメNo.1決定戦

Show‐ 1グルメグランプリ

2月 13日・ 14日 の両日、霧島市役所 (国分シビックセンター)で「2015商店街グルメ No。 1決定戦

Show-1グルメグランプリ本大会」が開催された。鹿児島県の「口蹄疫対策地域活性化事業」活用に

よるもので、今年で 6回 目の開催となった。(霧島市では昨年に続き2回 目の開催 )

県内各地から9団体が参加し、昨年10月 以降、県下 8地域で開催された地方大会と本大会の投票の

結果、鹿屋市商店街連合会の「カンパチ deリ ゾット」がグランプリに輝いた。

準グランプリには枕崎市通 り会連合会の「昆鰹枕崎鰹大 トロ丼～寿～」、第 3位に長島町商工会の「長

島ど～ん鰤 IB― Style"」 が選ばれた。

2日 間ともすっきりしない空模様であったが、 2万人近い来場があり趣向を凝 らした多彩なメ

ニューを楽しんでいた。

会場のようす 各商店街の PR合戦 表彰式

0天文館6商店街含同 もちつきイベント

1月 10日 、鹿児島市天文館一帯でもちつきイベントが行われた。いづろ商店街(振 )、 照国表参道商

店街 (振 )、 納屋通 り商店街(振 )、 中町コア 。モール商店街(振 )、 中町ベルク商店街(振 )、 金生通 り商

店街(振)の 6商店街合同によるもので、正月の恒例行事となっている。

アーケー ド内数か所で行われた「ぜんざい振る舞い」には長蛇の列ができ、大勢の正月の買い物客

が年始の雰囲気を楽しんでいた。

ど
理
星

ン プ
輪 ,お′L tte ShOw_1 グルメ
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0市民協働ショップ「KITADA SARUGCA」 オープン

鹿屋市の北田 。大手町商店街に、市民協働ショップ「KIT

ADA SARUGGA(キ タダサルッガ)」 が 1月 8日 オープ

ンした。

同施設は、まちのにぎわい創出と回遊性向上を目的に、「倉J業・

起業を目指す女性や若者の支援・育成拠点 J、
「歩きた くなる

まちづ くりの活動拠点 Jを ショップコンセプトとしている。

長 く空店舗であったビルの 1階部分をリノベーションし、カ

フェや雑貨販売などのテナント、棚貸 し合わせて約30人が出店

している。

店舗運営は鹿屋市から業務受託した「街のにぎわいづ くり協

議会 Jが行い、北田 。大手町商店街 (振 )は建物の管理 。運営を

行 う。

また、出店内容の検討を地元女子グループ「かのやんが―る」

が中心 となって行い、女性 目線のおしゃれな店舗づ くりが行わ

れている。

営業時間は、午前11時 から午後 6時で、火曜日が定休 日となっ

て い る。

●向田マチナカ今昔(太平橋通り商店街振興組合)

薩摩川内市の太平橋通 り商店街(振 )で 1月 21日 「歴史と今を

楽しむ交流イベント 向田マチナカ今昔」が行われた。

オリジナル名刺の交換をしながら謎解 きに挑戦するゲーム

「“謎解き"が らっぱ挑戦状」や、「小学生なんこ大会」が行わ

れ子供たちに好評であった。

また、中心市街地での思い出をテーマとしたトークショーで

は、思い出のお店などのエピソードが披露され、来場者の共感

を得ていた。 トークショーの模様はコミュニティFM「 FMさ

つませんだい」で中継された。その他、各商店から提供された

川内界隈の昔の写真が展示され、来場者は懐かしい写真に見

入っていた。

奪
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0空き店舗対策セミナー

2月 10日 、空き店舗対策セミナー (主催 (株)ま ちづ くり

鹿児島)が開催された。講師の相市ブランディングアドバイ

ザーの藤田とし子氏が「感動を創造するまちづくり」をテー

マに、商店街活性化やにぎわいづくりに求められることにつ

いて話をされた。

千葉県柏市は、人口約40万人、商圏人口約230万人の東京

のベッドバウンであり、中核市、業務核都市に指定されている。

現在、中心市街地活性化基本計画が 2期計画に入 り、「官

民共同のまちづくり」をテーマに掲げ、「まちづくり勉強会」の開催等積極的な動きをはじめている。

まちづくり活動にあたっては、地域商業者、商工会議所による「柏駅周辺イメージアップ推進協議

会」が担っており、関係者の合意形成委の場となっている。また、相市は「音楽のまち」、「若者のまち」

としての側面を持ち、全国的にも注目されているが、協議会の下部組織として発足した市民団体「ス

トリー ト・ブレイカーズ」が中心となり、「ライブヨンテス ト」や「カシフ男子コンテス ト」等の市民

参加型のユニークなイベントを企画し、官民一体 となったにぎわい創出を図っており、住民も訪れる

人も楽 しめるよう工夫を凝らしている。

藤田氏は最後に「活性化のカギは街のイメージアップにある。来街者増、滞在時間延長、回遊性向

上、交流接点増加を目標に、今後も住んでいる人が誇 りと愛着を感じられるようなまちづくりを目指

していきたい。」と締めくくった。   .

0鹿児島県地域商店街魅カアップ促連会議

2月 24日 、鹿児島県庁で「鹿児島県地域商店街魅カアップ

促進会議」が開催された。

始めに、中小企業庁経営支援部より商店街の現状、商店街

支援策 (平成27年度補正商店街 。まちなかインバウンド促進

支援事業 (10億 円)、 平成28年度地域 。まちなか商業活性化

支援事業 (20.3億円))、 平成27年度補正消費税軽減税率対応

窓口相談等事業 (170億円)の説明が行われ、積極的な活用

を促した。また、西之表市商店街振興 (協 )の荒木政臣理事よ

り、平成25年度地域中小商業支援事業 (地域商業再生事業)を活用して取 り組んだ「地域住民の交流

が図られるスペースを有した温浴施設整備」の事例を中心に商店街活性化について説明がなされた。

荒木氏は、「活性化の実現には『地域を愛する心』、『せつかくするならの心』を大切に、夢に向けて

あきらめず取 り組むことが大事である」と述べた。

その他、中央会より商店街組織化についての説明、鹿児島県よろず支援拠点より事業内容の紹介が

なされた。会議には県下商店街関係者の他、行政担当者、経営指導員等約60名 が参加し、商店街活性

化への参考とした。
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障害者差別解消法が施行されます !

平成28年 4月 1日施行 肉閻府

障害者差別解消法とは、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事頂や、国の行政機関、地

ん公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めること

によって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合じヽな

がら共生する社会の実現につなげることを目的としてしヽます。

■ 1既 要
この法律では、主に次のことを定めています。

①国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。

②差別を解消するための取組につしヽて政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。  、

⑥行政機関等こと、ノ刀＼野ことに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」.「 対応指針」

を作成すること。

また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するため

の支援措置について定めてしヽます。

F障害を理由とす る差別 とは ?…… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …・・

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりす

るような行為をいいます。

また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があつた場合に|よ 、負担になり過ぎない範

囲て、社会的障壁を取り除くためにけ要で合理的な配慮を行うことが求められます。

こうした配慮を行わなしヽことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

●障害を理由とする不当な差別的取扱い (例 )        0含 理的配慮(例 )

障害を理由として、サービスの提供や入店を拒否して      筆談や読み上げなど、ちよつとした酉3慮でB,も かる
はいけません。                       人がいます。

■ 社会的障壁とは ?

障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。

例 衝なかの段差

3セ ンチ程度の段差

で車しヽすは進めなく

なります。

例 轡類    例 ホームベージ

難しい漢字ばかりで すべて画像だと読み
は、理解しづらしヽ人 上ソフトが機能しま

もしヽます。      せん。

①社会における牛勿事(通行、利用しにくい施設、設備など)

②制度(利用しにくい制厘など)

③贋行 (障害のあるアうの存在を意識していない慣圏、文イし

など)

④観念(障害のある方への偏兒など)

などがあげられます。

Ｌ
ぃ

Ｑ
Ｏ

「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます本法のポイン ト

障害者への合理的配慮不当な差別的取扱い

障害者に対し、合理的配慮を
行わなければなりません。国の行政機関・地方公共団体等 X 不当な差別的取扱ιヽが

禁止されます。

X 不当な差別89耳叉扱いが

禁止されます。 9
障害者に対 し、合理的陀慮を

行うよう男めなければなりま

せん。

民間事業者
※1国人事業者、NPO等の非営利事業者含む

法的

義務
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消費税軽減税率対策子車が計上されました

平成27年 +2月 16日 に決定された平成28年度も党税制改正大綱におしヽて、平成29年4月から、消

費税軽河税率制度が導入され、その運用にあたって混舌しが生じないよう、政府・与党んヾ一体となつて

肩全の準備を進めることとされました。これを踏まえ、◆年度ラ備費を活用し、複数洸率対応レジの

導入支援や電子商取BIシステムの改4多支援等を行うラ算 (996億円 )が措置されました。

～ 中小の小売事業者等に対する レジの導入 。システム改修等支援 ～

【小売段 l皆の支援 】            【流通段階の支援 】

事業スキーム

→
補助 (10/10)

中小企業基盤

整備機構
→

補助
(2/3、 3/4)

事業者
一

レジ会社等が使用方法
の教示、サポートを実施

複数税率対隕レジの導入等支援

■対象者

複数不党率に対応 して区ノ
刀
＼
経理等を行う賜要があ

るC口小の小売事業者等 (複数洸率対応レジを持たな

い者に限る)

■補醐率 :原則 2/3
※3万円未満の レジ購入の場合 3/4補 助

■補醐上限 :1台あたり20万円

※商品マスタの設定が賜要な場合には上記にプラス

20万円で上限40月円

受発注システムの改修等支援

■対象者

軽河税率制度の導入に伴い電子的に受発注を行

うシステムの改修等を行う賜要がある中小の小売事

業者、卸売事業者等

■補助率 :原則 2/3
※3万円未満のレジ購入の場合 3/4補 助

■補助上限 11′ 000万円 (小売事業者 )、 150万円 (卸

売事業者等 )

※補醐事業を超えるノ
刀
＼について、日本政策金融公庫

等の低利融資が利用可能

(特別利率 (基準金利-09%))

国

小規模企業共済の生4案内
～経営者にも退職金を～

小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や、会社等の役員が役員を退職した場合など、第一

線を退いたときに、それまで穫み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度

です。

常時使用する従業員が20人 (商業とサービス業 (宿泊業、娯楽業を除く)では5人 )以下の個人事業

主やその経営に撓わる共同経営者、会社等の役員、一定規模以下の企業組合、協業組合、農事組合

法人の役員の方です。

■衛月の掛金は、1,000円 から70′000円までの範囲内で、500円刻みで自由に選べます。

■力B入後、増額・減額ができます (河額には一定の要件が跡要 )。

■掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。

個人事業を廃業したり、会社等の役員を退任した場合などに、

事由に応じて共済金 (解約手当金)が支払われます。受け取りは
「―括受取り」、「分割受取り」、「併用」のし`ずれかを選べます。

共済金は税法上「退職所得扱しヽ」又は「公的年金等の雑所得扱い」

となります。

《お間含せ 。お申込み≫
鹿児島県中小企業団体中央会

総務企画課 099-222-9258




