商店の後継者難&高齢化時代
商店街の空き店舗問題を考える
商店経営者の高齢化進展と｢自分の代で廃業する｣という商店経営
者の増加で､商店街の空き店舗対策は年々重要性を増している｡

そこで､ (1)廃業する店舗を次々に購入､貸店舗や直営のフリースペ
ースとしている神奈川区の六角橋商業協同組合､ (2)不足業種として惣

菜店を直営､軌道に乗せ､次いで創業希望者を育てる｢本町手仕事村｣
などで次々に成果をあげている長野県佐久市の岩村田本町商店街振輿
組合の取り組みを中心に空き店舗問題について考えてみた｡

神奈川区･六角橋商業協同組合

︻商店街空き店舗問題を考える ‑ 事例編︼
空き店舗対策事例‑

としたためか2カ月程度たっても決

最近､購入した空き店舗｡食品限定

まっていない｡衣料品関係の引き合
いは何件かあったという

管理しやすい利点も

収益を期待､出店業種を

いう特徴がある｡

る｡最近はそのレトロさが知られ

薄暗い感じは戦後の闇市を思わせ

営業権を商店会で購入､過去川年で5店舗
5‑1 0坪の小規模店が多い

この商店街で10年間も空き店舗

レトロな商店街

に

だったのは約乃店中2店という｡

始め'週末になると､｢観光｣

来る人たちの姿が目につくように

空き店舗が出たら､物件内容
と条件によっては買い取ってしま

その2店を含め11月初め現在の空

き店舗は4店舗｡

なっている｡

それぞれ複数あり､手作り楽器や

業種は生鮮3品や惣菜関係が

う｡こんな商店会も市内にはある

神奈川区の六角橋商業協同組合

だろう｡

不動産の売買､賃貸等に伴う交
渉や手続きは'組合員の不動産業
者に担当理事となってもらい､任

同協組が購入した店は5店舗に

せている｡体制もできているのだ｡

の2ほど｡｢六角橋商店街ふれあ

このため'チェーン店は出店しに

る｡店の大半は5‑10坪と小さい｡

時計店等バラエティーに富んでい

高齢化で廃業する店のオーナーか

きっかけは､契約更新や経営者の

いで3店舗を購入'賃貸している｡

同商店街は､東横線白楽駅から

デザイン･製作､アンティークの

装飾品､こだわりコーヒーや紅茶
主体の喫茶店､せんべい店'衣料
品店､そして楽器工房'装飾品の
もその一つだ｡

ら1本内側に入った通‑の奥3分

神奈川大学方面に向かう大通りか

の加盟店は約m

くく､出店経費も安‑済むことか

最初は約10年前｡この年に相次

なる (すべて地上権のみ)0
い通り｣

ら廃業店が出てもすぐに埋まると

(愛称)

ーケードで覆われている｡古くて

店で構成される｡幅員2メ‑I
ルほどの狭い通りだが'全がいア
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空き店舗問題を考える

いる｡以前は家賃が今より高かったこ

も自分たちで選べる利点のある空き店

店

･介護用ステッキ､多国籍雑貨等の

｢協観で買ってほしい｣

舗･廃業店舗の購入&賃貸事業｡情報

･フリースペース

･メイクサロン

ら出された

てくれさえすればそこそこの利益が出

ともあり､改装費をかけても借り続け

して検討する価値のある事業といえそ

を最も得やすい立場でもある商店会と

｢すべ‑すろっか

(約8坪｡元雑貨店)

(約4坪｡元菓子店)

た｡

(そのうち‑店

家賃は3店舗合わせて月18万円｡う

‑｣ (約15坪｡元洋品店) は直営で'

地元の女性グループに運営を委託o

*このほか'約10坪の廃業した履き

2
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という要望｡
ち2店舗は改修もした

市の補助金を受けたこともあるが'
少ない｡審査等に時間がかかりその間
いる店︼

︻1 1月初め現在同協組が購入､貸して

用している)0
いからだ｡

に結論を出さないといけないことが多

うだ｡

舗の2階は商店会の備品倉庫として利

当時は好調だった駐車場経営の収入
などで協組に財政的余裕もあった｡銀

物店 (元菓子店) を今年購入､食品
限定で出店者募集中｡

･婦人服店 (約6坪｡元洋品店)

収益も見込め'出店するテナント

手仕事の開業希望者支援
次は例年に同商振観が開業したチャ

5店舗から4店舗に

行借り入れもしたが'返済は終わって

惣菜店を直営した｡

レンジショップ'｢本町手仕事村｣｡約

め平米の店を格安で借り'改装して‑

寺子屋塾 隣り合った
2つの施設は､内部で
は自由に行き来できる
ようになっている

本町子育て村と岩村田

区画約8平米とし､6区画を安‑賃貸

もここで説明を受けた

ト､講演会などの会場に
もなる｡市商連の視察団

にはギャラリー､イベン

本町商店街の休憩所｡時二

次々と顧客創造施設､空き店舗は1

所が圧倒的に多いこと｡

店より､岩村田本町商振組主導の事業

空き店舗対策事例2◆長野県佐久市･岩村田本町商振組
商売の原点を意識した
若手グループが牽引

かず市場｡商店街内にあった大型スー

第一号は､2003年開店の本町お

町(いわむらだほんまち) 商店街振興

を伸ばし'年商2200万円'利益は

題があれば改善することなどで'実績

中山道に面する旧宿場町'岩村田本

旬の地元産品を主体とLt 安全安
心な手作りの惣菜を常にSi種類以上揃
えていること'そして毎月の岩村田本
町商振組理事会で経営状況を議論'問

組合は'10年近く前､約fB店舗中15店

が不便になった｡当初は野菜などの市

パーが移転した後'来街者が減っただ
けでな‑､生鮮食品など日常の買い物

っている｡

300万円で同商振組の収入源ともな

では4店舗に激減したという｡

を随時実施､本格的に生鮮食品店を開

舗ほどが空き店舗だった｡それが最近

設する運びになったが､住民アンケー
トでは､惣菜に希望が多かったことで

いう

惣菜店を直営､軌道に
特徴は'外部から一方的に出店した

本町おかず市場 この市場の成功でその後の､空
き店舗活用にはずみがついた｡また､この市場の
経営状況については毎月の理事会で厳しいチェッ
クがなされ､それが各理事らの勉強にもなったと

空き店舗問題を考える

｢

ム'ステンドグラスの製造･教室'

仕事に限定した｡審査を通って出店

は難しい｣

顧客層開拓に
その後も子育て世代の交流･支援の

子育て世代や子供の教育支援で

で開業した｡

いたことなどで村を卒業'独立した出
店者も6人いる｡その大半が同商店街

可能性を持っている｡

力も得て開設している｡これらは'商
店街としての幅を広げ'客層開拓'そ
して新規出店希望者の増加につながる

の育成を目指す学習塾としての｢岩村
田寺子屋塾｣などを外部スタッフの協

導教育を受ける場'高齢者を交えて学
び'自発性､社会性の備わった子ども

(

名刺やポストカード制作とパソコン

場として｢子育て村｣'子供たちが､

した｡ただし'｢今の時代､小売り

修理､ネールアート､整体など｡｢心

個々の能力や必要性に応じた､個別指

したのは､彫金'和服等のリフォー

ので､業種を手作り手

もバックアップ'リーダー的人間も

を込めた接客｣を旨とLt同商振組

を始めた主な理由｡

画が出された際'当初'｢1階はエン

は'商店街内にあるマンション建築計

6･調萱･プランニングの専門家へ

▼

I

だ 緊

土丁

I階に店舗を入れるよう計

磯子区の浜マーケット内の空き店舗を利用
したキッズルーム(子供たちの居場所)｡こ
のマーケットでも空き店舗はまだまだ増え
る見込みという

画変更してもらったと言う｡

に従ってt

トランスだけ｣としていた計画を協定

資金的に余裕があったことがスーパー
地域によってはこのような発想も必
要とされる｡

3･商店主･店舗オーナ‑とのコミ
ュニケーションでデータベース化
一定以上の年齢の商店主や店舗オー
ナーに引退後の商売や居住地'店舗を
を確認しておく｡開業希望者とのマッ

貸したり'商売のノウハウ提供の有無
チングなどに役立てる｡

4･創業･出店希望者などとのネッ
物件が出た時に情報を早く提供す

トワーク構築
る｡

5･まちづくり協定
会員の申し合わせで法的強制力はな

いが､対外的イメージを重視する開発
業者等への牽制にはなる｡

神奈川区の大口通商店街協同組合で

今年度の横浜市商店街空き店舗活用事業の
指定を受け､港南区の芹が谷銀座商店会に
この秋オープンした介護事業所

してもらうことも可能だ｡

の套託
以上は､専門知識のない一般の商店
主や時間のない人には高いハードルと
なるが､市等に依頼Lt専門家を派遣

︻商店街空き店舗問題を考える ‑ チェックポイント編︼
‑･必要芸種･施蓮等のUrtトアップ

商店街に必要な業種･商品､不足し
ている施設などを会員同士の話し合い
や地域住民との懇談会'文書アンケー
トなどでリストアップ｡

2･商店会で不室種を南等白
東京都葛飾区の東和銀座商店街振興

堂と売店の経嘗受託に成功｡

組合の有志は'10年ほど前に株式会社
を設立し､近くにできる都立痛院の食

以来､惣菜店の直営や学校給食の
受託など実績を伸ばし､パート主体だ
が'100人以上の従業員を雇用する
街内の関係店舗を使っている｡

までに成長した｡食材などは極力商店

千葉県木更津市の本町商店街振興組
合では'数年前から'商店街内の空き
店舗を購入､農協及び周辺農家などと
提携して'とれたて野菜などを目玉と
したミニスーパーを経営'軌道に乗せ
ているという｡

以前から駐車場を保有しそれを売り'
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今年度から始まった商店街の人材
育成塾｡県の支援事業でもある

磨､
栄区･新大舶商店街

上原伸一さん
Vegetable kitchen ･莱

郊外商店街に創業した
個人経営のレストランが
順調な歩み
菜の外観｡惣菜のタイムセール黒板や来街着の休憩
用ベンチ､オープンカフェとなるテーブルも

｢今後の課題は､店の認知度向上｡希望は夜の食事の配達｣という上原さん

融資担当者は現場を見て､r開
業融資は難しい｣とt
Vegetablekitchen 菜(さい)

(以降､菜と略) は､港南台駅か
らバスで約15分'バス停から53
mほどの新大船商店街の中にあ

オーナーシェフの上原伸一さ

る｡

ん (溺歳) は､飲食業界に入り

ンでバーテンダー'ウエイター

だした加代初めから独立開業を
夢見て､関内や元町のレストラ

高級感よ晶しみやすJeと便利さ

ともなった｡

接仕入れに行くこともある｡魚

本格的フルコースも作る｢菜｣
だが高級感より親しみやすいメ
ニューと利便性に心がけた｡ラ

順調に唱えるリピーター

はない｡

現在はシャッターの降りた空き
店舗が目立ち､かつての賑わい
｢この様な立地でレストラン
ができるのか‑｣という不安は

ンチは1050円〜｡日替わり

レストラン･惣菜店･喫茶店･

地と取引)0

上原さん自身強く感じていた｡

｢菜｣｡リピーターは序々に増え

お弁当店など､多様な顔を持つ

介類は神奈川産の他'山口県の
漁港から週一回直送されてくる
のも特徴(ホームページ上で現

そのうえ､金融機関の融資担
当者も｢この場所での開業融資

の3種類のパスタ､スープラン
チやグリーンカレーなど手軽に
る｡

食べられる価格帯に設定してい

いったんは開業断念も考えた｡

は難しい｣と厳しい意見｡

で

｢菜｣ の人気はセットに付いて

‑る｢自家製ドレッシング｣

食べるサラダの量の多さ｡店名

ここにレストラン｢菜｣という店

高齢化と大型スーパーの影響で､

お惣菜や

創業前の計画はレストランの
みの予定だったが'地域住民の
利用しやすさを考え

営業時間も10時〜劫時まで､

ている｡

る様だ｡

できるレストランを定着させ
たい｣と抱負を語る｡
上原さんの夢は'お客様･
スタッフ･友人･家族の協力
も得て'着々と実現しっつあ

客様の生活の一部として活用

ミリーレストランでは出来な
いきめ細かいサービスと'お

の配達(1000円以上同区内
へ) をよ‑充実させ'高齢者や
1人暮らしの方に夕食のお届け
もして行きたい｡大手のファ

まだ｢莱｣を知らない人が多い｡

今後の課題は
開店して1年が経ってもまだ

く気配りをしている｡

坂道の多い地域なので時には'
家まで車で送っていくなど細か

｢莱｣に通っている｡高齢者には'

の年配の方まで幅広いお客様が

しているようなレストランは‑

お弁当も一緒に買えるレストラ
ンとして営業し始めた｡ショー
ケースにはお惣菜やケーキを並

今年の夏から始めた｢お弁当

があることを知ってもらうこと｡

つつある｡週5日来て下さる常
連客数人を含め､月に600‑
700前後のお客様が来店する｡
殆どは地域の方々で､小さな子
供を連れて‑る主婦から鮒過ぎ

そして料理人として経験を積ん
でいった｡実家から徒歩3分ほ
どの商店街で｢テナント募集｣

件も無い｡｢やる気とや‑方次第

べ販売し､おいしいパンやベ‑

行政のー晶窪寺で創業へ
しかし､立地を良く見れば､
商店街の周りは住宅地､何万人
の人がいる｡まして自分の目指

の張り紙を見た母親の知らせが､

グルなども仕入れをして販売し

に｢ベジタブル キッチン｣と書
いてあるように｢美味しい野菜
をもっとお客様に食べてほしい｣
という上原さんの思いからだ｡

｢ここで店を｣と考えたきっかけ｡

でいける｣と上原さんは気持ち
を奮い立たせた｡
そこで､金融機関に再検討を
お願いする一方､横浜市と神奈
川県の空き店舗対策事業にも応
募｡プレゼンテーションと事業
計画書が認められ補助指定にこ
ぎつけた｡市･県の指定は金融

上原さんの子供の頃の同商店
街は食料品店を中心に大勢の買
い物客で賑わっていたが住民の

機関の融資決定の力強い後押し
毎月のサービスコース料理
や新鮮食材の案内など店内
での情報発信も活発

ランチの後もカフェとして利
用できるのも人気｡以前は定
休日もあったがいまは年中無
食材にも気を使う｡

休｡

店内で調理に使う卵はすべ
て伊勢原より取り寄せて､野
菜は安全野菜を作っている農
家から直接契約している八百
屋さんで主に仕入れているの
で心強い｡鎌倉市場などへ直
(

4
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｢

｢

商店会は地域の事業者による異業種交流会
約できるからだ｡

催したほうがお互いに手間や経費を節

かった店から､｢今回は10人超したよ｣

え､10月は多い店で知人近‑､平均では

内に入る｡回を追うごとにまわる人は増

10月はハロウィン企画として3日に実
施｡遊山箱を持つお客は多‑が親子で店

がだぶっていたり､隣接していて'共

けに'｢何をやるのか‑

商人としての青木さん (ぷちらぽ
ん=パンの製造販売) が注目するの
は､150円商店街や遊山箱を使った

とうれしそうな声を闘いたりすると自分

殆ど商店会組織のなかった東口の事
業者にとっては､青木さんらの呼びか
トがあるのか｣という疑問が当然のよ

四季の道シリーズ｡両方ともお客に店

どんなメリッ

青木さんの願いは'地域の事業者に

もうれしくなるという｡

出席するのは10人程度だが'毎月の役

･景瞥皇耳に非▲富民の牽即も歓迎

Eiから8人｡7月の時はお客が殆ど来な

よる異業種交流会｡情報を交換し合い'

ある｡特に遊山箱の場合は'各店でお

内へ入ってもらう仕掛けがあるからで

うに出た｡

がある｡さらに､祭りやイベントに共

刺激を受け合うことだけで十分な意味

入店する確率は高い｡

菓子などをもらうために持参するので

員会も楽しいという｡1般会員にも参加

に汗を流しながら参加することで仲間

最近では'7月と10月にこの2つの

を呼びかけ'会員以外の参加でも歓迎す

意識が高まる｡

イベントを同時に実施している｡いず
れも隣接のとつか宿駅前商店会と共催

役員会では毎回活発に意見や情報が交わ
それを消費者に500円で買ってもら

遊山箱は'商店会でキットをつ‑り'

な運営につながっていく｡

る連帯感がイベントなど各種事業の円滑

り上がることも｡こういう場で醸成され

される｡時には議題と関係ない話題で盛

るのが青木さんのスタンス｡このためか'
した｡

商店会へは加入していない｡

てイベント参加店(10月は両商店会で

う｡イベント当日'その遊山箱を持っ

街路灯やアーチ'アーケードという
発想は当面出てこない｡会員の地理的
1 0月か日のハロウィンで遊山箱を持って 連続性に欠けるからだ｡商店街のほぼ
きた幼児にお菓子をあげる青木さん
中央で大きな面積を占めるアピタは'

◆債報交換'相互の刺激
戸塚東口商店会が設立されたのは5年

◆活発なイベント

を開く

■■■ー

戸塚駅東口デッキ下の吉田橋から舞岡方面
へ向かう道｡この一帯も戸塚東口商店会の

二代目会長の青木さん (41) は'初代

前'2005年の8月だった｡

という企画｡

3店)をまわると'お菓子がもらえる

青木さんの地元自治会の夏まつりには､戸
塚東口商店会が毎回共催して､模擬店など

開催'充実を図ってきた｡懇親会などで

開設した00年以来ほぼ毎月HP委員会を

ホームページ(HP)も充実している｡

イベントは隔月に1回程度開催して
いる｡多くはYMcAt自治会､隣接

マップ

会長となった小松正義さんらと商店会設

ハロウィン遊山箱用に東口商店会が作成した

商店会などほかの団体との共催｡地域

一部だが､加盟店は点在

陽さん
会長青木

立に汗を流した一人｡

見つけた有望株を何人もHP委員会に引

き入れた｡そのHPだが'インタビュー

による会員の紹介'イベントや旅行､懇
親会などの報告'年数回実施しているフ

このためか､HPを見てこの商店会に

ォトコンテストなどバラエティーに富む｡

のHPにうちの店が掲載されているだけ

参加を申し込んだ会員も数人いるLt｢こ

で毎月会費2千円の価値はある｣という

会員もいるぐらいである｡

よこはま市商連157号●2010.ll
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戸塚区･戸塚東口商店会

訂市商店街視察研修会報告

市商連では10月21‑2日に､他都

歴史'事業について2人の役員から

参加は知名o同商店街の立地環境や

円高対策のため緊急融資を実施します‑

年3月31日まで

◇実施期間

eは年o･45から‑･9%'

直接金融機関へお申込くだ

平成2年∽月15日から平成S3

物は年o･8%

◇保証料率

年15%以内

横浜市では'急激な円高の影響等によ
り業績の圧迫を受け'厳しい経営環境に
おかれている中小企業の資金繰りの円滑
化をはかるため'金利を引き下げ企業の

◇融資利率

負担軽減を図る｢円高対策資金｣を緊急

さい｡

◇融資の申込

671･2592

︻ホームページ︼ 制度の詳細は横浜市ホー

電話

︻問い合わせ先︼横浜市経済観光局企業経
営支援部金融課金融係

経済対策融資として実施します｡

急激な円高などの著しい

横浜市甲州企業金融制度｢円1□萱巴
◇融資対象者

経済情勢の変化による影響を受け'次の
いずれかの要件を満たす中小企業者等

ムページをご覧ください｡

6
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多くの参加者が､｢感動した｣｢目からうろこ｣
市商店街視察研修会を実施しました｡

説明を受けた後'質疑応答'視察と
いう順で実施｡

参加者からは'｢感動した｣'｢目か

らうろこ｣といった感想が多く聞か
れました｡

その理由としては'横浜から比べ
ると小さな都市の商店街で､これだ
けの事業をやっていること (惣菜店

R

横浜市経営安定円高対策資金

･大規模小売店舗の施設の配置及び運営に関する変更 劔偬9yxｯｨｭB闕2

e最近3か月又は6か月の純売上高が'
最近3か年のいずれかの年の同期と比し
て減少している万
物中小企業信用保険法第2条第4項第5

◆届け出の内容

の直営で利益をあげていること､チ
ャレンジショップを運営Lt何人か

3000万円以内

3年以内

プラヴ

号の規定に基づく認定を受けた方
◇資金使途 運転資金及び設備資金
◇融資限度額

◇融資期間

空き店舗萱母のご案内

2年度は'商店

商店街として空き店舗対策に取り組む場合'
当該空き店舗を登録する制度をご利用くださ
い｡登録店舗の情報を本市ホームページに掲載
Lt広く事業者を募集しますo

舗に出店者が決まりました｡

街空き店舗活用事業において登録店舗で開業を
希望する事業者への助成を厚くするなど積極的
に誘致Lt現在登録されているすべての空き店

URL http://www.clty,yOkohamaJP/me/keizai /Jourel/rlttlhou.html

が商店街内で独立していること'学
習塾や子育て支援施設なども軌道に
乗せていること'今後も新たな事業
を立ち上げる予定でそのための人材

2月訪日(土)

午後1時と午後5時開演の

旭

横浜文化体育館

2回公演
小林

剽$

育成やネットワークを強化している

ことなどのようです｡

ことなど)'理事の大半は知歳以下
の若い人で､積極的に活動している

場

時

第3 4回ハートフルコンサート
日

会

出演者

横浜市内:問合せ先･縦覧場所･意見書提出先

今年度の視察研修先は'長野県佐
久市の岩村田本町商店街振興組合で､

新年賀詞交換会
市商連では'1月6日 (木) Sj時

から横浜駅西口の横浜ベイシェラ‑
ンホテル&タワーズで新年賀詞交換
会を開催します｡

商店街役員等を表彰

商業振興課

︻登寂までの流れ︼ 仙商店街で空き店舗のオー
ナーの同意を得ます｡◎商店街のニーズに適う
業種を把握します(必要に応じて本市から専門
家を派遣します)o e空き店舗情報提供用紙を
本市へ提出します｡紬本市において内容を確認
します｡@本市ホームページに店舗情報を掲載
します｡

︻問合せ先︼横浜市経済観光局
671･2569

R

梼浜パ‑クタウンi棟(南区)

3
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買#"
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開.閉I ･利nJでき 倬

そうてつローゼン釜利子i店(金 iRfi̲)
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剪靆傚

大規模小売店舗の名称(所在区)

冤r醇市場を 間借 買#"

eﾙyB

ｸ

8ﾒﾘ5ｸ92逢ﾉ

ｩ(

曙ピル(神奈川区)

平成訟年度商店街役員及び優良商
業従事者等の表彰式を2月17日(木)

午後2時から中華街のローズホテル
横浜で開催します｡

電話

【横浜市経済観光局産業立地調整課】 TeL045‑671 ‑2598

E=

(

暫噂灯所有の任土嚢Hはr法人化｣の検討を
市内第

市終了後､宮崎県に行く人に託して送

へ

いるから経済的負担はない｣という場

運営委員の1人､戸塚宿ほのぼの
商和会の役員'手塚康夫さんは､｢昨

また'多‑の来場者が書いて‑れた
宮崎県民への激励の寄せ書きは'区民

合でも'道義的責任は残る｡このほか､

り商店街
単会で､任意団体から一般社団法人
化した市内第一号は'旭区の鶴ヶ峰本

年12月から今年の4月にかけて戸塚駅

望ましい｡

街路灯やアーチなどを所有(あるいは

町通り商店街｡街路灯建て替え計画を

毒仕問題や行政の支援などにも関係
予定) し､協同組合(以下､協組と略)

任意団体では､共同施設設置などにつ
いて'行政からの融資や補助金が得に

約半額は市からの助成｡関水英敬会長

理士に委託､費用は劫万円ほど｡うち

連を通じて一般社団法人化に詳しい税

に移転するLt

2千人が来庁する戸塚区役所も駅周辺

元気を失ってきた｡数年後には1日に

んを吸い込まれ､西口の下町商店街は

西口に大商業施設が相次ぎオープンし
た｡これら大商業施設に多くのお客さ

った｡

や商店街振興組合(以下'振組と略)な
どの法人組織にしていない商店会は'1
くくなっているという問題もある｡

では､なぜ｢1般社団法人｣なのかct･

によると､｢法人化の手続きは殆ど税

弓は､旭区の鶴ヶ峰本町通

般社団法人など法人への移行が望まれ

機に踏み切ったという｡手続きは市商

協組や振組などに比べ各種手続きが

理士がやってくれたので'我々として

その他､定款が必要で､ ｢目的､名称､

める｡

街路灯やアーチが老朽化などで倒壊'

琶手続きは菖硬

歩行者がけがをした場合など､任意団
簡便ということが主な理由だ｡このほ
か'協組や振租には義務づけられてい

主たる事務所の所在地､設立時社員の氏名
又は名称及び住所､社員の資格の得喪に関
する規定､公告方法､事業年度｣などを定

定の個人となる｡総会などで､商店会の

人以上を選出する(理事会設置の場合は3

る｡

体の商店会では誰に責任が行‑かという

る会員の出資は不要だし､法人住民税

はなかった｣｡

書類に判を押した程度でそれほど面倒

は､剰余金の分配を目的としない社団及び

減免措置をとってもらえるという｡

財団について､その行う事業の公益性の有
無にかかわらず､準則主義(登記)により
簡便に法人格を取得することができる｡
構成メンバーは社員(社員総会で議案を

地域の商業とコtttユニlhイー再生へ
2 3回目を迎えたコ戸壁西口区民市｣
1 0月は宮崎応援フェア

い｣と自らを鼓舞する｡

で何とかやっていけるのだと期待した

もそのへんをしっかりやってい‑こと

つながりが強いためと実感した｡我々

事業を実行できているのは'住民との

佐久の岩村田本町商店街がいろいろな

先日､市商連の研修旅行で視察した

な人の要望を実現しないと｡

長期にわたって生き残るにはいろん

さらに厳しくなる｡

このままなら商店街は

と'街路灯の所有･管理者‑会長など特

については'｢非営利型法人｣ である

一般社団法人及び一般財団法人の制度

を集めて､必要

共同施設と規定していても'法的には個
人の所有物とみなされ'相続の対象物件

ことと合わせ'事前に市に届ければ､

人以上) 0

このため'｢会全体で責任をとる｣と

■一般社団法人とは

は'一度役員(4人)

にもなるという｡

市商連では､ 9月に一般社団法人化について

ただ'大規模なまちづくりを実施す

助会員という) 2人以上｡社員から理事1

いう合意ができていればいいが､そうで

提出したり議決に参加できる者｡通常は正
社員と呼ばれる｡議案擢出や議決参加権は
ないが､賛助を目的に入会している者を賛

ない場合は混乱することもありうる｡

るなどで国の融資や補助金が必要な場
合は､協同組合や商店街振興組合化が

戸塚西口の3商店会(協同組合戸塚
旭町通商店会'戸塚西口商店会'戸塚
宿ほのぼの商和会)､明治学院大学の
学生'そして区民有志らが協力､2年
ほど前から毎月1回実施している戸塚
西口区民市が10月でSQ回目を迎えた0

16日土曜日に､｢口蹄疫で苦しむ宮
崎を応援しょう｣ の合言葉で'｢第3
って開催｡1500名以上が来場した｡

回戸塚西口区民市宮崎フェア｣と銘打

よこはま市商連157号●2010.ll
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地鶏その他の宮崎物産約加万円分を
宮崎県の物産業者から仕入れ､販売し
た｡このほか､戸塚周辺の採れたて農
産物'そして自慢の戸塚B級グルメも
販売｡

10月の戸塚西口区民市は
宮崎応援フェアとした

また､｢うちは街路灯の保険に入って

勉強会を開催した

まつりに合わせたもの｡

当日'地元鶴ヶ峰で開催される旭区民

頑張っている商店街のみなさん､私たちも応援しま7.国民年金基金で7.

【年金加入の 劔 劔剪

自民年金へのご加入は7つのタイプから組み合わせて選べます 劔劔剪

‑拷

1

･10年【

i T: i 儉l:tJi†: 申奈一 刪ﾅ目性苦輔的誠L表 劔剪

好評のキャッシュバック
5千円) を現金で進呈する企画｡総額

｢トリックオアトリート｣と言うとお

は胡万円｡

消費者は'期間中のレシートまたは

8
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神奈川区の六角橋商店街連合会は'｢秋

領収書を応募用紙に貼‑'商店街内数

を同協租のホームページに発表した｡

り､了承を得た約刃組の出演者の写真

役員が参加者全員の記念写真をと

も予想を上回ったという｡

初めてだが､申込者数も'盛り上がり

同協組でのハロウィン企画は今回が

装大会と記念撮影｡

Mスタンプラリー参加店で

総額胡

菓子がもらえる､cqS鶴ヶ峰公園での仮

内容はt

シートによるキャッシュバック

のドッキリ市｣として'｢お買い上げレ

カ所にある応募箱に入れる｡このセー
ルは3､4年前から年2回ずつ実施し

旭区の鶴ヶ峰商店街協同組合は'10

初めてのハロウイン
盛り上がる

ている｡

万円｣セールを実施'好評だったという｡
10月詣〜盟日の4日間'各店が目玉商
品を販売するほか､毎日抽選で謝名にお

買い上げ相当の額(レシート金額｡上限

横浜鳩阪神戦チケット600枚
ハロウィン｣

横浜Y.Y.150円商店街11月27日(土)〜28日(日)

l童.(樵)さんから､
月17日に｢鶴ヶ峰20)0

を実施した｡早めのハロウィンだが'

女性目線で考える商店街活性化
Nabutoコnlub(サブトン･クラブ)を初開

ﾘ,R

ﾘﾘx.ﾘ+

市商連･横浜市商店街Y.Yクラブで
は'横浜ベイスターズと横浜F･マリノ

スを商店街あげて応援することを通じて
市民の連帯感の盛り上げ'そして商店街

人｡

事ら4人､市経済観光局商
業振興課から柿崎係長ら4

交流を深め､商店街を盛り上げよ
う‑市商連では1

殆どの方々が初対面だった

個店や商品のPR･販促､商店街のアピールにJ

ｲ

*ｸ‑ﾈ+

侏

酳ｶﾈ‑ﾉdﾈ蓼酲

耳ｨ

8ﾜｲ

,ﾈ

の活性化につなげることを目的として活

ランで'商店街女性たちの交流会､

東口の横浜ベイクォーター内レスト

動しています｡

その趣旨に賛同していただいたパチン
コ遊技機メーカー､京楽産業.株式会社

が'料理や飲み物を楽しみな

1月8日夜'横浜駅

様から'9月14‑16日の横浜ベイスター

(ザブトン･クラブ)

Club

また､各商店会ごとに主な事

がら'会話を弾ませていた｡

Zabuton

ズⅦ阪神タイガース戦のチケッ‑を各日
200枚計600枚いただきました｡

発な質疑応答がなされた｡

を発表したが各発表ごとに活
市商連では'自主的な交流
ような機会を設ける方針｡

が活発になるよう今後もこの

とは'｢井戸端会議

*Nabuton C‑ub (ザプトン･

クラブ)

のような気さくさで､気兼ね

な‑お話しする場｣として市
街女性交流会の愛称｡

商連事務局が作成した､商店

(j
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を開催した｡参加者は､9商店会か
ら21人の女性､市商連の岡野会長'
石川副会長､事務局から猪山専務理

京楽産業. (秩)の東日本統括部長･高橋
様と企画部広報宣伝室･滝澤様からチケッ
トを受け取る市商連･石垣副会長(中央)

