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年度予算への要望書提出］

商店街の大切さを県に訴え
正副会長、副知事と県議会議長に要望
11

商連かながわ正副会長は、 月 日に黒
川雅夫副知事、また県議会の竹内英明議長
を訪ねて話し合いを行い、 年度の商店街
振興にかかる予算・施策への要望を行った。

25

店する事業者が防犯カメラの設置に難色を
示していたのが、行政職員の立ち会いで協
力してくれるようになったというエピソー
ドを披露し、補助金を出せないのなら、条
例等での義務付けなどの支援に切り替えれ
ば民間での設置が促進されるのではと提案
した。
また浦上副会長は、街路灯にも消費電力
を少なくできるものや消灯時間を設定でき
るものもある。そうした改修費用について
も考えて欲しいと話した。
大久保副会長は、街路灯が維持できなく
て解散する商店街が多いことに触れ、やめ
てしまう商店街に対して何ができるのか考
えて欲しいと現状を伝えた。
尾澤副会長は、商店街活性化条例に基づ
いて商店会への加入の勧誘を行っている
が、かたくなに商店街加盟を拒む企業も多
い。県からもどうか条例を強力に推し進め
ていただきたいと話した。
また同席していただいたかながわ自民党
商店街振興議員連盟の杉山信雄議員は、商
店街が自主財源を得るためにも街路灯への
旗広告の規制のありかたを検討して欲しい
旨と、条例は各市町村への指導も合わせて
行って欲しい旨を話した。
竹内議長は、要望に基づきこれから議論
を進めていくと話し、商店街の皆さんのた
めにじっくりと商店街活性化条例や街路灯
支援の件を積極的に検討していきたいと熱
心に話してくれた。
［詳しい要望書の内容は次面に掲載］
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久里浜商店会協同組合が「かなが
子ども支援大賞 わ子ども
・子育て支援大賞」を受賞
7

（協）
（川崎市）
商店街のいま ・川崎砂子会
・
（協）
追浜商盛会
（横須賀市）

クール、厚木市商連のB級グル
メのイベント等を支援

キラリと光るお店 ズかさはら・メガネのエドヤ

座間市商連のひまわり写生コン

25

黒川副知事は、要望を真剣に受け止め検
討すると話し、商店街は地域の核であり黒
岩知事も先日商店街を視察するなど、商店
街の重要性を感じていると話してくれた。
街路灯の建て替え支援については市町村
と連携調整していきたいと話し、本会に対
する支援は、県の行う商店街振興のパート
ナーとして、一緒に活動していきたいと話
した。また三つ目の要望の商連・商店街加
盟者に対する補助金の優先補助について
は、議論が必要なところだが、まずは多く
の事業者に商店街に加盟してもらうのが第
一で、県も条例に基づき支援をしていきた
いと締めくくった。
意見交換では、増田副会長が、地域に出

要望書を黒川副知事に手渡す岡野会長

［新コーナー］マツシタ靴店・リカー
3

商連かながわの事業紹介
6
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平成 年度神奈川県予算に対する
商店街振興策に係る要望について
要望書の項目
．街路灯の建て替え支援制度の創設

（要望書内容の要約）

動の協力依頼、商店街活動の普及キャン
ペーン、商店街ガイドの発行等、普及啓発・
情報提供活動など普及啓発に成果を上げて
います。
また、広域行政を担う神奈川県の施策の
推進に当たっては、商工労働局の商業振興
行政はもちろんのこと、買い物弱者支援、
子育て支援、環境美化、3R活動、防犯活
動など多岐にわたるものであり、行政と商
店街のパイプ役として、当会が行政の円滑
な事業推進に大きな役割を果たしているも
のです。
これからも、公益社団法人としての本会
の使命と実績をご勘案の上、本会への一層
の支援を要望いたします。
商店街関係補助金の市町商店街連合会
加盟商店街及び商店街加盟個店への優先
補助について
商店街に加盟していない個店がその商店
街に立地することにより恩恵を被るだけ
で、商店街活動に協力しないことは、不公
平であり、また、商店街の活性化及び街づ
くりにとって大きな損失であります。
商店街の活性化は商店街の個店のすべて
が一丸となって取り組むことが非常に重要
であります。また、これと同様な関係は、
商店街と当該市町商店街連合会との間にも
言えるものです。
神奈川県商店街活性化条例の実効性を高
め、マグネット商店街を推進し、地域住民
の快適な商店街となるためにも、商店街に
関係する補助金の市町商店街連合会加盟商
店街及び商店街加盟個店への優先補助の実
現を要望するものです。
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．商連かながわに対する支援

30

．商店街関係補助金の市町商店街連合会加盟商店街及び商店街加盟個店への優先補助

づくり」という観点から、県と市町村が一
体となって、県内全商店街の街路灯の状況
調査を行い、必要度に応じた建て替え計画
を策定のうえ、県と市町村共同の、街路灯
の建て替えの新たな支援制度を創設するよ
う要望いたします。
本会に対する支援について
街づくりに欠かせない存在である地域の
商店街を基盤とした当会は、商店街の街路
灯の維持管理費の財源確保のためのガイド
ラインの策定、全国展開企業への商店街活

回答者は、会場で買い物をしてガラポンの抽選に参加し
た消費者296人。結果を見ると、「普段の買い物（食料品）」
は、個人のお店で買うという回答が24人（8％）で、スー
パー・SCと個人店双方で買うという27人を合わせると51
人（17％）となった。過去2回の調査では5％前後であった
のに比べ、普段商店街で買い物をしているお客がイベントに
も来場している傾向が出ていた。
また「普段の買い物（嗜好品）」も同様で、43人（15％）
が個人店と回答、スーパーと両方で買うという者を合わせる
と55人（19％）となった。（昨年調査では13％）
また「節電、停電で商店街の街路灯が暗かったり消えたり
していて困ったかどうか」という質問には、半数近くの134
人（45％）の人が困ったと回答した。

3

25

商連かながわは、9月29日に茅ヶ崎中央公園で開催した
イベント「チャリ太の元気アップ宝くじ抽選会＆チャリ太の
絆朝市」（茅ケ崎市商店会連合会主催）において商店街の活
動をPRするとともに来場者296人に対しアンケート調査を
行った。

街路灯の建て替え支援制度の創設につ
いて
商店街の街路灯は安全安心、街の賑わい
づくり等に大きく貢献しているものです。
しかし当会の調査では、現在ある街路灯の
割が建設後 年以上を経過しており、維
持費、修繕費とともに建て替えが大きな課
題となってきています。
街の安全安心、災害時への備え、環境対
策、賑わいを担う商店街の街路灯を蓄電装
置付きの太陽光発電、LED化により建て
替えることなどを行っていくためには、「街

キャンペーン事業in茅ケ崎

3 2 1

イベント来場者へのアンケート結果速報
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茅ケ崎では個人店にも支持集まる

キラリと光る★かながわのお店

〜 他とは違うことに果敢に取り組む、挑戦心あふれるお店をご紹介します〜

所：小田原市栄町1

2233

田植えから稲刈り、脱穀までを皆でやる。
出来あがった酒は、店主の笠原吉昭さん
曰く「辛口だが、甘く感じる奥行きある美
味しさ」
。思い入れもひとしおだ。
また同店は、山梨県勝沼のぶどう畑を借
りて国産甲州100％の辛口白ワイン「葉
山ワイン ヴェルデ・コンパーニョ」も作っ
ている。
酒店だけで取り組むのではなく、地域の
ファンと共につくる酒づくりは、完成した
お酒以上のものを地域にもたらしている。

農家から借りた棚田の一角を舞台に、お
店のファンや地元葉山の人たちが集まり、

連して補聴器の販売も好調だという。
しかしエドヤの魅力は商品だけに終わら

所：三浦郡葉山町長柄1617
5212

（秦野市）

8223

ない。メガネはインターネットでは買えな
い。必ず実店舗で調整をする必要があるし、
お客もそれを望んでいる。となれば、心地
よい店を選ぶに決まっている。
店長の山口博昭さんは言う。
「一人ひと
りのお客様に満足してもらえるようにして
います。出来ない、と断ることはしません」
来店するお客は市内在住の人がほとん
ど。 年も通うお客もいる。来店するお客
の 割は既存客で、気に入ったからこそリ
ピーターになったお客である。
もちろんチラシも毎月配布している。山
口さんは「当店はお客様のよろこぶことを
つきつめ、面倒くさがらず一生懸命取り組
んでいます」各種技術の勉強に余念がない
うえ、コミュニケーション力の向上により
お客様の要望を逃さない。だからこそお客
にイエスと言えるのだ。
「エドヤさんになら何でも頼める」と、
お客は言う。それが同店の繁盛の秘訣だ。
住

電話番号：046 875
営業時間： ： 〜 ：

メガネのエドヤ

所：秦野市栄町5

営業時間： ： 〜 ：

電話番号：0463 82

住

30

6

（小田原市）

住
電話番号：0465 24
営業時間：9： 〜 ：

リカーズかさはら

つくっている。
「葉山田游び」は純米吟醸酒。日本の原
風景が残る、葉山上山口の棚田など 箇所

リカーズかさはらは、葉山町の葉桜地区
にある酒店である。日本酒とワインと両方
で葉山町のオリジナル商品をお客と一緒に

酒店が地域の特色を出したオリジナル商
品をつくることは珍しくない。しかし田ん
ぼでの米作りから取り組んでいる酒店は、
県内でも数えるほどだ。

──お客と一緒に
米からつくる葉山のお酒──

（葉山町）

18−
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マツシタ靴店
──
“ギョサン”取扱量日本一。
新しい価値観を作り出す──
マツシタ靴店は小田原駅から少し離れた
緑一番街にある総合靴店。その店頭で異彩
を放つのがカラフルな“ギョサン”
。ここ
数年大人気のファッションアイテムだ。
ギョサンとは、小笠原諸島で愛用されて
いた漁業用サンダルのこと。ゴム製で鼻緒
と靴底が一体形成されていて、濡れた地面
でも滑りにくいことが特徴だ。
今ではギョサンを買いに来るついでに小
田原観光をするお客までいるほどの人気商
品だが、その裏には同店の松下善彦さんの
地道な努力があった。
ギョサンの存在を知り、その良さに気付
いてメーカーを探し当てたのが 年前。
少ない色・形では仕入れても売れないの
で、一念発起してメーカーに新色の商品を
依頼し売り続けた。ツイッターなどイン
ターネットも活用しながら口コミを増やし
ていき、 年前頃に、芸能人が来店して話
題となり、人気に火が付いた。
今では年間 万足ほど売れる。最初から
価格を安く設定しているため、中国産にも
負けない。
野暮ったいイメージだったギョサンを、
一転お洒落なファッションアイテムとして

──お客のためをつきつめ、
良好な関係を重ねて売上を伸ばす──
メガネのエドヤはごく一般的な眼鏡店だ
が、市内でも有数の繁盛店だ。
商品の中では「全視界メガネ」という遠
近両用メガネが好評で主力商品である。関
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の水田で育てた米を使ってつくる酒だ。毎
年600本ほど製造し、今年で 年目にな
る。
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商品の価値を掘り起こしてみせた松下さん
は、まさにギョサンのパイオニアだ。
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新コーナー

また、HAKKEY＋代表の豊島康之さ
んは「活性化活動に携わることでさまざま

「今回は初めての試みだが、近隣住民の
人に商店街に興味を持ってもらう、いい

ントとなった。
助っ人は、コスプレイヤーのキキワンさ

横須賀市内の つの商店街の合同企画で
「ヨコスカハロウィン“コスプレ”フェス

7
27
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地産地消にもこだわり、秦野で収穫した
野菜や、普段は商店街で出店している商品

ティバル」が 月 日と 日に開催された。

27

★横浜市（金沢区）

第一回・秦野にぎわい市開催

ントが控えている。
「秋月祭は今までと少
し ち が っ た も の に し た い。 八 景 祭 り は

が勢揃いした。

各商店街でそれぞれ趣向を凝らしたハロ
ウィンイベントを開催し、市全体を盛り上
2

20

9

10
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金沢八景で二大学と商店街活性化

きっかけとなった。今後は大学などとも連
携しより規模を拡大して、コンスタントな
商店街のイベントとして定着したい」と秦
野市商店会連合会会長 杉山和史さんは
語った。

月 日秦野市のさかえちょう公園にて
秦野にぎわい市が開催された。
このイベントは、商店が協力してにぎわ

ん。海外のコスプレコンテストに日本代表
として参加するなどしているコスプレ界の
有名人だ。彼女は横須賀に在住しており、
その縁で今年度は追浜観光大使を務めてい
る。
最近、横須賀は猿島など撮影スポットと
してコスプレイヤーからも人気を集めてい
るという。 日はキキワンさんが 箇所の
商店街を周り、コスプレイヤーたちと一緒
にパレードに参加してイベントを華やかに
盛り上げた。集まったお客もハリウッド映
画やアニメのキャラクターの扮装をしたコ
スプレイヤーたちと写真を撮ったりして楽
しんでいた。

いの場所を作りだすことによって、近隣の

HAKKEY＋の企画を全力で協力したい

当日はたまごのタイムセールやチャリ
ティーイベント、ステージイベントも行わ

げようというお祭りである。 年前から参

★横須賀市
市内商店街でハロウィン
〝コスプレ〟
フェ
スティバル

と思います。
（金沢八景の今後として）モダンで古都

れ、朝早くから多くの人が訪れ、このイベ

10月20日の追浜でのパレードには、キキワンさんと多くのコスプレイヤーが参加した。

な人と出会い、自己の幅が広がった」と話
す。同団体副代表の池田麻美さんは
「学生は中間的立場でいろいろなことが
できるのが強みかなと思います」と、佐々
木翔子さんは「学生を通して世代間の交流
ができるんだと思います」と語る。
学生らの若々しい斬新な考えが更なる活
性化に繋がると期待する商店街は多い。一
方で学生らは自らのアイディアや企画など
を地域に還元できる実践的な活動の場を欲
している。
今後は多くの地域で若者と商店街会員と
の商学連携による活動や企画が見られるこ
とが期待される。

関東学院大学、横浜市立大学の二大学が
ある金沢八景では、金沢八景共栄会（駅前
商店街）と学生団体「HAKKEY＋（ハッ
キー）
」による活性化活動が行われている。
共栄会の鈴木康仁会長は「長過ぎた区画
整理による商店街の衰退感やリスクマネー
ジメントを持っていなかった商店街の会員
達が、学生や外部の人と触れ合うことで新
たな知識や価値観を感じ、前向きに考える
ようになりました。それによって意識や見
方も変わり、自然と活性化につながってき
ました」と話す。
「まだ活動の途中だが、
凝り固まった考えによる運営からは脱却し
つつあると思う」と八景生花店の永島稔さ
んは語る。
学生とともにパッケージデザインをした
鳳月堂の竹内晃一さんは「学生のアイディ
★秦野市

アを活かして作ったら、反響の多さに驚い

商店街の活性化を図る企画で、主催は、秦
野市商店会連合会で、本町地区の店舗が集

のイメージと学生らの若さが共存した居心

加商店街を募り開催してきたが、今年は強
力な助っ人を得て、パワーアップしたイベ

商店街の中にあるさかえちょう公園を活用した新しいイベントとなった。

ントの名の通り「にぎわい」の光景が見ら
れた。

まってそれぞれ出店をした。

21

地のよいまちになってほしいです」と鈴木
会長は意気込む。

秋にはは秋月祭、八景祭りと大きなイベ

た。学生らの行動力はすごいなと思いま
す。
」と言う。

10

1

復興のための「石巻まちなか復興マル
シェ」で行われた交流会では、地元商店街

石巻まちなか復興マルシェ。

［商連かながわの事業紹介］

商店街や地域の活性化をはかるコンクールやイベント等の表彰をしています
コンクール等指導事業

商連かながわでは、商店街や商店街連合会などが行っている、各種コンテストやコンクール、イベント等などにおいて、優れた作
品などの表彰を行っています。
本年は次の二つの事業で優秀者を表彰しました。
──みなさんの商店街や商店街連合会で行っている、こうしたコンクールの表彰を行っています。ぜひご相談ください──

かながわフードバトルinあつぎMAX【10/7・10/8】
厚木で毎年行われている神奈川県内のB級グルメの祭典です。今年で5回目の開催となり、同時に和
菓子・洋菓子を集めたイベント「あつぎスイーツランド2012」と、県内のゆるキャラを集めたイベ
ント「かなキャラ大集合！」と三箇所での開催となり、二日間で13万人の来場者を記録しました。
そしてB級ご当地グルメについては、全39団体が出展。投票は例年通り来場したお客ひとり一人によ
り行われました。その中で金賞に輝いたのは、「黒てるてラーメン」
（本気うま亭本店／相模原市）で
した。銀賞は「相模豚備長炭直火焼」（炭火串焼物語SAKE ／大和市）
、銅賞は「海老名のヘルシーつ
くね」（炭火やきとり創玄／海老名市）となりました。
これに加えて、商連かながわは第四位となった「湘南こっこからあげ」
（有限会社鳥仲商店／平塚市）
に特別賞を進呈しました。鶏肉専門店が厳選した新鮮なモモ肉を秘伝のタレに付け込んで揚げた唐揚げで、冷めても美味しいと評
判の逸品です。

咲かせよう！座間のひまわりキャンペーン［ひまわり写生コンテスト］
平成18年から座間市商連が中心となって進めている、ひまわりをテーマとしたキャンペーン活動です。
ひまわりの植栽活動や、日産自動車座間事業所でのイベント「ひまわりフェスタ」
、ひまわりを使っ
た特産品づくりなどの事業を展開しています。
商連かながわは、この事業の一環である「ひまわり写生コンテスト」に賞を出しました。表彰は10
月14日のひまわりフェスタ上で行われ、当会の浦上裕史副会長が出席して、商連かながわ賞を受賞
した相模野小学校の丸山純平さんに表彰状を授与しました。
座間市商店会連合会はこの取組みのキャンペーンガールとして、女性アイドルグループ「カバーガー
ルズ」
を今年8月に任命しています。フェスタ当日も彼女たちが出演し、
会場は大いに賑わっていました。
5
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横浜市商店街総連合会

鮮魚店で接客する児童。

25

石巻市で復興支援交流会

表彰式で発表する森下理事長。

10

の理事長の思い、街の復興のための商店街、
住民、行政による「街なか創生協議会」の
熱心な取組みが紹介され、交流を深めた。
協議会事務局の阿部さんの「大震災の被災
地を忘れずに、これからも支援をお願いし
たい。
」との言葉が心に強く残った。

神奈川県は「子ども・子育て支援推進条例」に基づき、
子ども・
子育て支援活動のモデルとなる実践的な活動をする企業・団体
等を表彰している。第6回目となる今回は、横須賀市の久里浜
商店会協同組合（森下守久理事長）が最も高い評価を受け「か
ながわ子ども･子育て支援大賞」を受賞した。
久里浜商店会では、平成13年から近隣小・中学校の児童を毎
年約300名受け入れ、会員店舗約30店での体験を通して、教室
では学べない社会学習の場を提供する「子どもインターンシッ
プ」事業を行っている。その実績が子ども・子育て支援活動の
モデルとなる実践的な活動として高く評価された。
森下理事長は「毎年コツコツと取り組んできた地道な活動が
高い評価を受け、恐縮している。今後も参加商店を増やすなど
しながら、地域の子どもたちのために活動を続けていきたい」
と話していた。

横浜市内の商店街は、東日本大震災の復
興にむけ、活発に被災地の支援を行ってき
たが、 月 日、市商連として、宮城県石
巻市の商店街を訪問、交流会を行い、復興
の状況を視察した。この視察には商連かな
がわ事務局から加部も参加した。
商店街は被災から 年半を経過し、見た
目には、人通りがないほかは災害の悲惨さ
はあまり見られなかった。しかし、商店街
を一歩離れた海側の地域では、瓦礫の山、
破壊された自動車の山、火事にあってすす
けた校舎、そのそばの多くのお墓、津波に
流され草茫々の住宅地と、復興とはおよそ
かけ離れた現状であった。

子ども・子育て支援活動のモデルに
久里浜商店会協同組合が
「かながわ子ども・子育て支援大賞」を受賞

［商連かながわの事業紹介］

地域住民等と連携して行う商店街事業を応援しています！
商店街地域連携支援事業
商連かながわでは、商店街が地域の人材を生かして行う先進的な事業の支援を行っています。
今年度は4団体の支援を次の2件の事業が実施されました。

■伊勢原駅前中央商店会
「駅前中央商店会 サマーフェスタ」

■湯河原駅前通り明店街
「ぶらん市（ぶらんち）」

流しそうめんには長い行列ができ、商店主と学生が協
力してお客の誘導にあたりました

伊勢原駅前中央商店会（田中由起会長）では、今年10回目となる夏の
定番イベント「駅前中央商店会サマーフェスタ」を、地元の産業能率
大学の学生とのコラボレーションによりリニューアルして開催しました。
駅前朝市や楽市楽座マーケットを常設し、
商店街内の裏通りにあたる
「竜
神通り」をイベント会場にして、太鼓の演技やダンスのパレード、流し
そうめんなど盛りだくさんの演目を次々に実施しました。
産能大の学生たちは、このサマーフェスタの事前PRに尽力し、どのよ
うに伝えていくかなどを議論しあって企画を立てました。また当日はス
タッフとして会場整理や朝市の店員などとして参加し、イベントを強力
に支援しました。
商店街としても、今まで力を入れられなかった商品販売に力を入れるこ
とができ、今後も商学連携として活動を進めていければと考えています。

商店街の一部を歩行者天国にし、
多くの店が出店しました。

湯河原駅前通り明店街（村上一夫会長）は、今年5月から新規イベ
ントとして「ぶらん市」を3カ月に一度のペースで開催し始めまし
た。すでに5月、8月、11月の3回実施しています。
ぶらん市とは、英語のbrunchから名付けたもので、朝食と昼食を
合わせ持つ日曜ののんびりとした昼前の時間に開催するイベント
で、湯河原に関係する手作り作家の商品の展示販売や地元生産者の
野菜などを販売しています。
将来的には、シャッターが閉まったままの店舗の一部を開放しても
らい、チャレンジショップのような形態から店舗展開していけるよ
うな仕組みを構築できたら、と商店街では考えています。

「小さなお店の節税対策〜賢く得をするには〜」⑨
「相続税がいくらかかるか心配です②」

Q

前回、相続税の対策をする場合に何から始めたら良いか伺っ
たところ、まず「相続財産一覧表」を作成するようアドバイス頂
きました。そこで、「相続財産一覧表」を作成しようと思います
がひな形などはありませんか？

A

こちらが相続財産一覧表のひな形になります。まずは「相続財産一
覧表」を記入してみて相続税がかかるか否かを判定してみましょう。相
続財産を把握することが相続税対策のファーストステップになります。

Q

②欄の株の金額は亡くなった日の株価で計算するのでしょう
か？

A

いいえ、いくつかの株価の中から最も低い価額で評価することが出
来ます。

Q

いくつかの株価とはどのようなものですか？

A

a亡くなった日の終値、b亡くなった月の平均、c亡くなった前月の平
均、d亡くなった前々月の平均の4つの株価のうち最も低い価額で評価
することが出来ます。

Q

②欄の投資信託の金額はどうしたらよいでしょうか？

A

証券会社から残高証明を取りそこに記載されている金額を記入しま
す。

Q
A

③欄の生命保険について教えて下さい。

亡くなったときに払われる保険について説明をします。誰が保険料
を払っているかによって相続税がかかる場合とそうでない場合がありま
す。亡くなった本人が保険料を負担していた場合には、相続税の対象と
なりますので「相続財産一覧表」の③欄に記載します。これに対して、
亡くなった本人以外の人が保険料を負担している場合には、贈与税や所
得税の対象となり相続税の対象とはならないので③欄には記載しません。

Q

個人年金保険を掛けていてすでに年金を受けているのですが
相続税の対象でしょうか？

A

はい、相続税の対象になります。保険会社が課税対象金額を計算し
た用紙を発行してくれるのでその金額を記載して下さい。

Q

個人年金保険にすると相続税が安くなると聞いたのですが？

A

平成23年まででしたら個人年金保険はもっとも有利な場合、年金総
額の20％を評価額とすることが出来ました。例えば年金として1億円
受け取るとしても相続税の評価額としては2,000万円とすることが出来
たのです。しかし、現在はこの規定は改正されてしまい解約返戻金で評
価することになりました。相続対策として個人年金保険に入っている方
は相続対策の見直しが必要となりますのでご注意下さい。

相続財産一覧表
財産内容

明細

金額

① 現金・預金
② 株・投資信託等
③ 生命保険
④ 退職金
⑤ 土地・建物
⑥ 自分の会社の株
⑦ 亡くなる前3年間の贈与
⑧ 名義預金
⑨ その他の財産

合

⑩

計

⑪ 葬式費用
⑫ 基礎控除
⑬

差引（⑩-⑪-⑫）

公認会計士・税理士・行政書士
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川崎砂子会
（協）（川崎市川崎区）

21

3

（協）
追浜商盛会

（横須賀市）

◎様々な団体とうまく連携して街をPRする
商盛会は平成 年に空き店舗を活用した
「追浜こみゅに亭」をオープンし、コミュニ
ティスペースとワイナリーを始めた。 店舗
だったものを、現在は 店舗に分け、
「こみゅ

め、商店街に賑わいをもたらした。

──空き店舗活用、商店街ワイン、
そしてコスプレ──
（協）追浜商盛会は京急線追浜駅周辺に
広がる商店街だ。空き店舗を活用した全国
初の商店街ワイナリーのオープンから早
年目。活動を成熟させてきた同商店街は地
元の有名コスプレイヤーを町の観光大使に
迎え、
一味違った PR
を仕掛け始めている。

◎コスプレイヤーも加わり盛大に開催された
「追浜ハロウィン」
駅から海側へ延びる銀座通りを、映画やア
ニメのキャラクターに扮した人々が賑やかに
パレードする。先頭は美少女キャラクターに
扮した著名なコスプレイヤー、キキワンさん。

る。
「横須賀おっぱまワイン」も毎年 千本ほ
ど売れており、諸活動は確実に地域に定着し
てきている。毎月開催される様々な催しは、
商店街のものだけでなく地域住民やグルー
プ、観光協会が仕掛けるものも多い。皆が一

に亭カフェ」というカフェスペースも始め、
観光協会と地元NPO法人と共同運営してい

17

──街角ミュージックと旧東海道、
二つのテーマで活気あるまちへ──

14

182組。 その中から武藤理事長がバランス
を見ながらオファーを出し出 演 者を決めてい
く。 その姿は正にイベントのプロデューサーだ。
◎作詞家の佐藤惣之助や東海道という歴史遺産
街角ミュージックを始めたのは、昭和初期
に活躍した作詞家佐藤惣之助の生家が通りに
あったということにも由来する。数々のヒッ
ト曲を生んだ惣之助に続く「街角ミュージッ
ク」砂子会は「音楽」を街のテーマとしてしっ
かり据えている。
もう一つ、旧東海道という歴史遺産も砂子
会の財産だ。江戸時代には本陣があり、ここ
は川崎宿の中心地だった。現在では通りに江
戸時代の商人を描いた看板を 箇所設置し、
宿場町の雰囲気を伝えている。

続いて、地域の大人も子供も商店街の役員も、
様々な扮装をして街を練り歩く。追浜で行わ
れた初めてのハロウィンパレードだ。
これは 月 日に行われた「Y・フェスタ
追浜」の一環。日産追浜工場や海岸での花火
など様々なイベントが繰り広げられ、三会場
合わせて 万人以上の人出を記録した。

1

「理事長に就任してから 年目。今年は攻

体となって街のために活動しているのだ。

3

川崎砂子会（協）は 川 崎 駅 前 の 繁 華 街 の
中、市役所通りと新川 通 を 結 ぶ 通 り の 商 店
街だ。道は旧東海道でもあり歴史は古いが、
年前から毎月、街頭 ラ イ ブ を 開 催 し 続 け
るなど、テーマ性のある事業を行っている。

◎
「いさご通り街角ミュージック」を毎月開
催、そろそろ100回に
毎月中旬の土日、いさご通りの川崎信用金
庫の裏手
「かわしんふれあい広場」
にはステー
ジが用意され、
生演奏が始まる。様々なミュー
ジシャンが次々に出演し、夕方までに登場す
るのは 〜 組ほどとなる。
驚くのはそのジャンルの多彩さだ。ロック
から、ジャズ、演歌、ボサノバなど。彼らの
中には、プロとして活動する出演者もおり、
演奏の実力は総じて高い。
商店街ではこのイベントを平成 年 月か
ら始め、来年早々に100回目を数える。

◎横須賀はコスプレイヤーの旬のまち

ト当日も多くの仲間とファンを集

めに出たところ」と織田理事長。活動を広げ
つつも大切にしたいのは「商店街の面的な協
力体制」と話す。様々な団体が接する場とし

て商盛会はしっかりと機能している。

No.350

2

所 在 地：横須賀市追浜町 3-5
会 員 数：53 店
電話番号：０４６－８６６－７５４１
HP：http://www.oppama-town.com/

7

「初めてだったんで荒削りだったけど、う
まく開催できたよ」と話してくれ
たのは商盛会の織田俊美理事長。
昨年から始めたハロウィンを 年
目にして大きく飛躍させ手応えを
感じている。
キキワンさんは横須賀在住で、
今年 月から 年間、追浜観光大
使を務めている。地元が好きとい
う彼女は非常に協力的で、イベン

2

2

（協）追浜商盛会

20

1
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10

3

6

所 在 地：川崎市川崎区砂子 2-6-13
会 員 数：11 店
電話番号：０４４－２２２－５１８７
HP：http://www.isagodouri.com/

「音楽」と「東海道」二つのテーマを掲げ
目指すのは「住みたくなる街」と話す武藤理
事長。自ら更新するイベント用のブログを楽
しみにしているファンも多いという。毎月の
音楽イベントは着実に新たなコミュニティを
作り出している。

川崎砂子会（協）

12

◎商店街がイベントプロデューサーに
「とにかく通りすがりのお客が多い商店街な
ので、皆さんに足を止めてもらいたかったので
す」と話すのは、武藤聰宏理事長。
今では狙い通り、様々な世代の
人たちが足を止め演奏を見てくれ
るようになった。
すっかり定着したこのイベントだ
が、ミュージシャンたちには無料で
出演してもらっている。「商店街は
場所を提供して支援する立場」と
武藤理事長。その代わり知名度が
高くても無名でも差別はしない。
ミュージシャンは 登 録 制で 現 在

4
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は10月4日に横浜市内の2つの商店街を訪問した。
訪問したのは南区の横浜橋通商店街（協）と、神奈川区
の六角橋商業（協）
。両商店街が地域住民の生活を支える
買い物の場であるとともに、時代に対応した柔軟な取組み
やにぎわいづくりを行っていることについて、商店街役員
や、各商店から知事が直接、話を聞いていた。

事務局からのお知らせ

その現場訪問先として初めて商店街が選ばれ、黒岩知事

10
10

高齢者の消費を取り込むことがポイント

訪問を実施している。

地域商業振興交流会を開催

ト神奈川」を実現するため、”個性と魅力あふれる現場”の

■商店街情報交流会及び地域交流会］
日 時：平成 年 月 日
（水）
午後 時〜
場 所：ニューウェルシティ湯河原
参加費：一五、
〇〇〇円（宿泊費込み）
講 師：
「阿藤快の商店街の魅力〜どんな
まちが人を引寄せるのか〜」
俳優 阿藤 快氏

黒岩祐治県知事は、
神奈川の将来像
「いのち輝くマグネッ

商連かながわは 月 日に、地域商業
振興交流会を開催しました。商連かながわ
の役員と、賛助会員、協力団体との意見交
換会を兼ね、講演会も行いました。講師に
は日本経済新聞社横浜支局長の中畑孝雄氏
を招いて、県内経済の動向などについてご
講演いただきました。
中畑支局長は、消費のカギは高齢者層が
握っていることを話し、シニアから支持を
集めるために成功している具体例などを紹
介したうえで、県内各都市の盛衰と小売り
吸引倍率などの分析について話していまし
た。

県知事が横浜市内の2商店街を視察

六角橋商店街を視察する黒岩知事と、説明する石川理事長

集
後
記

■商連かながわ創立 周年記念式典を開催
します
日 時：平成 年 月 日
（月）
午後 時〜

場 所：ワークピア横浜（山下町）

編

1

みなさんからご応募・ご推薦いただきま

まだまだお得！

した「第 回かながわ商店街大賞」は、厳

60

正なる審査が行われています。ご協力あり
がとうございました。

来年 月の創立 周年記念式典では、そ

の受賞商店街に対する表彰式も行われま
す。みなさんどうぞお楽しみに。

1

3 25
1
7

2 25
2

60

6

日産新車の購入キャンペーン続行中

日産の新車を購入された方は、ぜひ商連かながわにお知らせください。
一万円の商品券をプレゼントいたします！
……………………………………………
★商店街の会員店舗さんはもちろん、
従業員さんやそのご家族でも適用に
なります。
★ぜひ、商店街会員の中で日産車を買
われた方にお声をかけてあげてくだ
さい。
（商店街さんには3,000円の手数料
をお支払いいたします。
）
〜車を買ってから
申告を忘れていませんか！〜

■募集代理店…………………………………………………………

エムエスティ保険サービス株式会社 医療保険部
〒163-1537 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー
フリーダイヤル
0120-332-431
お問い合せ・お申し込みは
商連かながわ事務局まで
別途申込書をお送り致します。
TEL :

045-633-5184

■共同募集代理店……………………………………………………

株式会社仲亀

〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2-20-15-505
フリーダイヤル
0120-101-718
かながわ商店街新聞
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