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平成 25年度第１回  静岡市商業振興審議会会議録 

 

１  日   時      平成 25年 12月 17日（火） 16時～18時 25分 

 

２  場   所      静岡市役所静岡庁舎本館３階 第１委員会室 

 

３  出 席 者     ［委 員］青木委員、熱川委員、菊川委員、佐野委員、土屋委員、丹羽委員、 

服部委員、春田委員、宗田委員、村松委員、渡邉委員（五十音順） 

                 ［事務局］大場経済局長、斎藤商工部長 

商業労政課 松浦商業労政課長、長澤統括主幹、松田主査、山田主査、 

山野井主査、岩根主査、早川主任技師、渡辺民間交流職員 

 

４ 傍 聴 者   ４人 

 

５ 議  題    （１）会長、副会長の選出 

         （２）商業を取り巻く環境について 

            （商業振興基本計画の現状について、事務局から説明） 

① 買物弱者について 

② 個店支援について 

③ 商店街支援について 

６  会議内容 

・ 議事 （１）会長、副会長の選出 

        静岡市商業振興審議会規則第２条の規定に基づきの規定に基づき、委員の互選により 

宗田好史委員が会長、岩﨑邦彦委員が副会長に選出された。 

 

・ 議事 （２）商業を取り巻く環境について 

   

事務局  ［資料１説明。加えて、議題選定の理由を説明。内容は、個店成長支援について今後ど

のような支援策がふさわしいか、併せて商店街支援策について検討したいこと、条例・

指針の目的をより充実させるために買物弱者への取組みについても検討したい旨。］ 

＝審議＝ 

宗田会長  説明いただいた都心エリアマネジメントについては、ILoveしずおか協議会を中心的

に進めている静岡商工会議所専務理事の熱川委員と松坂屋静岡店店長の丹羽委員から

話を伺いたいのでお願いします。 

熱川委員  ILoveしずおか協議会は、スタートが面白くて積極的に参加した。民放４社が中心と

なって商売抜きでまちのにぎわいに役に立ちたいということで立ち上がった。中心市街

地の全大型店が加わり、静岡鉄道等と相談し、平成 23年 12月準備会が発足した。WeLove

天神協議会が参考になるということで視察した。いろいろ言うより勢いづけよう、とい

うことで翌年５月８日協議会を設立し、イルミネーションと天神で評判の良かったスケ
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ートリンクをやろうと、まずはイベントから入った。 

今までは、行政がまちづくりの主役でやってきたが、オール静岡ということで、商店

街、銀行、電力会社、建設会社等様々なところに会員になっていただき、今現在 391 会

員、正会員 144で年会費５万円、賛助会員 247、年会費１万円で、ほぼ１千万円集まる。

個別事業では、協賛を募っている。スケートリンクは、協賛会社を１口 50 万円で募集、

結果１千万円集まり、全体で２千万円超の規模で実施している。協議会にはイルミネー

ションが得意な事業者も入っており、今冬は行政が実施していた青葉通りのイルミネー

ション事業について、市と協定を結び、ILoveしずおか協議会が運営している。 

イベント実施だけではなく部会を設けている。総務部会では、ガイドラインの作成や、 

大学と連携したインターシップ受入をしている。静岡大学では、単位取得の扱いとなり、

新しい取組みである。にぎわい創出部会では、冬のイベントを考えていたが、シーズン

を通してにぎわいを創出することを検討している。大型店の間を巡るバスを臨時運行さ

せ、まちの回遊性を向上させる試みを実施している。環境創造部会では、清掃活動から

始まり、今は駐車場駐輪場対策、もてなしのシステム化に取り組んでいく。 

行政から補助金をもらうのではなく、広場の使用での配慮や会議へ市職員も参加して

もらい、一緒に考えるなど側面的な支援をしてもらい、オール静岡ができつつある。 

宗田会長  昔「ある愛の詩」という映画がヒットし、ニューヨークセントラルパークのスケー 

トリンクがおしゃれで都市的な場面があり、人々を幸せな気持ちにさせるというフレー 

ズがある。静岡もそういうまちづくりだと思う。 

丹羽委員  福岡天神にある大丸天神店が、WeLove天神協議会に参加していた。基本的な発想は、

まちをきれいにしたい、元気にしたいということ。ILoveしずおか協議会も基本は同じ。

静岡市は商業のまちなので、商業を振興させていかなくてはいけない。また、規模的に

は小さいかもしれないが、大型店と商店街が集中しているのは、全国的に珍しい。更に、

東京から見ると、静岡の商店街は伝統的で、有名で元気で手強いというイメージで、大

型店を中心に商店街とうまくやっているまちと認識していた。浜松は郊外に大型店が出

店しており、静岡市も東静岡にマークイズ静岡が出店するなどがあり、郊外に出ていく

ことを危惧する思いも一緒にあったと思う。よって、ベースは、このまちをきれいにし

なければいけない、商業を大事にしたいという思いが皆さんにあり、一体となってやっ

ていこうというのが発想。 

活動としては、会員を自主的に集めていき、点を面にしていく。にぎわい創出部会で

は、スケートリンク、クリスマスサンタ、イルミネーションを実施し、住んでいる人に

楽しんでいただくということが基本。学生もインターンシップを利用して参加していく。 

美しくする部分は、清掃活動。これは市職員と連動しながらやっている。安心安全の

部分は、駐輪の問題。狭い街なので、駐輪が集中する。松坂屋では地下に駐輪場を広く

設置しているが、店舗まわりに駐輪が多い。万が一の場合を考え、防災も含め、市と連

動してやっていかなければならない。 

初めは点だったのが、次第に面になってきて、見える化してきたと感じている。 

宗田会長  この審議会では、議題に上がっていないが、指摘いただいた都心の交通、モール化を

進めたいという商業者の声もある。また、駐輪がお客に迷惑をかけてはいけないので今
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後商業の重要な課題。冒頭あった美しさという点について、大丸デパートが、神戸・元

町できれいなブティック街にした。大阪心斎橋、京都四条通烏丸で実施し、まちづくり

のマネジメントに大きな力を持っている。中央商店街連合会に関しては、まちづくり研

究会で 10 月に「おまちでハロウィン」を実施した。年間イベントに合わせていろいろ

な形で皆さんに都心に足を運んでいでいただけるよう演出をしようとしているのでよ

ろしくお願いしたい。 

      議事（２）①買物弱者について、事務局から説明をお願いします。 

事務局   [資料２説明] 

宗田会長  「買物弱者が望む支援サービス上位３つ」について、①商品の配達サービス 56％、

②30％とのことだが、これは、買物弱者だと答えている、全市で 14.9％、10地区 16.4％

の方の 56％ということでよろしいですか。 

事務局   はい。 

宗田会長  引き続き、商品配達サービスに関して、インターネットサービスを実施しているイト

ーヨーカドーの方にお越しいただいているので、お話を伺います。 

イトーヨーカドー（山崎店長） [資料、ネット接続画面、配達商品（実物）を説明] 

宗田会長  今ご説明いただいたように、ネットスーパーに関しては、イトーヨーカドーが最大手

で全国をリードしている。資料 P２にあるように、08年から非常に短期間で利用者数を

伸ばしている。静岡市での利用世帯数では３％であるが、P３にあるよう 40代以上が過

半数を超えており、国民全体の高齢化が進んでいる。お客の方の高齢化が早いのか。 

イトーヨーカドー（山崎店長） 具体的なベースはないが、スマートフォンに替えるとシンプルに

注文できるため、傾向としてはインフラが変わることにより増えていると思われる。 

宗田会長  P４.に「38 歳±４歳がメインユーザー」とあるが、ネットスーパーを利用するお客

はこのまま歳を取っていく。30、40 年後ネットスーパーは普及することから、買い物

難民の問題はほぼなくなるということでしょうね。 

イトーヨーカドー（山崎店長） ネットスーパー自体は、我々の主な戦略ではなく、お客様がこう

いう環境にあるということで生まれたものであり、環境の変化によりネットスーパーが

なくなる可能性もある。 

宗田教授  ネットスーパーはなくならないだろうが、買物難民はなくなるだろう。「高齢者の利

用促進を図ることが課題」とあるが、今後ネット利用者、ネットスーパーの数は拡大し

てくだろう。 

イトーヨーカドー（山崎店長） インフラ（インターネット）さえが整えば、ネットスーパーより

は、オムニチャネルというような全ての商売の手法が、スーパーに限らず、服、銀行、

コンビニ等が一つになっていくと思っている。 

宗田会長  流通では、90 年代以降、まちなかの生鮮食品を扱う部門の流通革命があり、大型ス

ーパーとコンビニと２極化、それぞれが伸ばし、個店は消滅するなど物販物流が大きく

変化してきた。その全体が、リアル店舗からインターネット、バーチャルな取引になっ

ている。そのためのインフラとして、スマートフォンやタブレット端末にシフトしてき

た。そこまでシフトするのに何年かかかるかによって買物難民が変わってくる。個別販

売方式が伸びるのか、トラックに積んでの訪問販売なのか、それとも各地域の中に個店
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を確保するのか、３つの選択肢でアンケートでも訊いており、我々も考えなければいけ

ないが、今後宅配・インターネット販売というものが伸びそうである。 

イトーヨーカドー（山崎店長） インフラ、インターネット環境がない方もいる。御用聞きという

言葉があったが、要望があれば、商売の原点として一軒一軒回っていくことも併せて始

めつつある。 

宗田会長  P11.商売の範囲として清水中心部はぎりぎり届いておらず、太い線で囲まれていると

ころが対象だろうが、これを広げていくことはあるのか。 

イトーヨーカドー（山崎店長） 宅配業者との契約の範囲があること、また、範囲の外は他店舗で

買い物されているのが現実である。しかし、需要があれば伸ばそうと思う。 

宗田会長  伸ばそうとはしており、リアル店舗がカバーしているところが対象ということか。 

イトーヨーカドー（山崎店長） そうである。本来足元をきちっと固めてお客様にお勧めして、徐々

に広げていくのが商売だと考えている。 

宗田会長  そういうスタンスがあるのか。他社が出遅れているのであれば、そこを攻めていけば

相手の足元を脅かすことになるのかと。 

イトーヨーカドー（山崎店長） なくはないが、地元地域で当店をご理解いただいていないのは不

安。リアル店舗である当店はこういうものだとご理解いただいた方ほどリピートしてい

ただけるので、まずはそこがなくして、先にということは考えにくい。   

宗田会長  他にご意見、ご質問は。 

村松委員  インターネット、スマホができる客層は 40代でその利用が多く、今若い人は 60歳に

なってもできるだろうが、全体的にはネットの限界があると思う。もっと販売を強化す

るとしたら簡単にできる FAX、電話ではないか。年配者で FAXできない人もいるが、ネ

ットより受け入れやすいのではないか。ネットを使う人は、電機商品を買う人が多いと

聞いた。それは大きい物、この商品とはっきりしているから。例えば生鮮食品では鮮度

が問題でスーパーで目で見て買うものと送られてくるものの問題がある。お米のように

重たいもの、40 代に多い共稼ぎは帰りに買い物しなくても便利だが。そのようなネッ

ト利用の特殊性があるのではないか。 

イトーヨーカドー（山崎店長） ２つ事例を紹介する。一つは、会員でネットができない方で、本

人は静岡に住んでおり、遠隔地に住む娘が母親の代行でネット注文する事例、このよう

な事例は随分ある。親子できちんと連絡をとっている。こればネットの事例。 

もう一つは、直接電話で承る事例。要介護者がお歳暮で贈る品物を指定され、承った

ことがある。このように物がはっきりとわかり、間違いのないもので、ニーズがあれば、

あまり大きく謳っていないが御用聞きを実施している。 

土屋委員  インターネットでは、買いたいと思っているものは、買いやすい。ただ、買物難民に

とっての選ぶ楽しみ、目で見てこれがいいと見つける楽しみはネット販売ではなくなっ

てくるかと思う。対策として「買える」定義への対応にはなるが、買う喜びについては

どうなのかと疑問に感じるが、どう考えるか。 

イトーヨーカドー（山崎店長） 全く嬉しい話で、来店してくださるお客様を最優先におもてなし

をしたい気持ちである。ネットを紹介したが、当店はネットだけではない。来店してい

ただいた方が満足していただかないと、どんなに宣伝しても来ていただけない。ネット
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とリアル店舗の優先でいえば、店舗の信頼性、鮮度の安心性等リアルな店舗を優先して

いるのは間違いない。ただ、お客様の中には来店できない人もいる。また、ネットの商

品も３万点近くあり、ネットで選ぶ楽しみもある。リアル店舗での買い物がなければネ

ットスーパーは成り立たない。バランスを取っているわけではない。来店できないなら

ネットで、ということ。 

土屋委員  買物弱者の方たちへの買物の醍醐味は、今の段階ではネットということか。 

イトーヨーカドー（山崎店長） 買物弱者の方達という捉え方はしていない。来店できないお客様

のニーズがあったので、開始したものであり、企業側から無理矢理のものではない。ネ

ットあるから買ってみたい、楽天さん、アマゾンさんとか、商品をわかっていれば買い

たい、食品をわかっているなら買ってみたい、ヨーカドーならこのくらいだなと感じて

買っていただいていると考えている。 

村松委員  首都圏の利用が多いともうが、ネットスーパーを利用する割合が多い都市はどういう

傾向にあるのか。静岡店はどのあたりに位置するのか。 

イトーヨーカドー（山崎店長） 東京では、店舗の商圏のエリアが半径３㎞で 50 万人の人口があ

るところ。人口密度。静岡店の７～８倍いる。静岡店は中間より下。 

村松委員  やはり大都市の利用が多いだろうと思う。 

宗田会長  ただ、会員の属性で静岡も働く女性や世代等をみれば、今後都市部が伸びると思う。 

村松委員  （利用が増えるのは）坂が多い都市。神奈川、函館、雪国も大変だと思う。 

イトーヨーカドー（山崎店長） 札幌にも店舗があり、札幌の繁華街はネットは伸びないだろうと

推測したが、雪もあり繁華街で大きく伸びている。 

宗田会長  働く女性の数字は無視できないだろう。 

イトーヨーカドー（山崎店長） 首都圏は、夜の便がよく動く。静岡は、夜は伸びず、日昼が伸び

ている。 

宗田会長  首都圏は、働く女性が、帰路、タブレット端末やスマホで注文しているのだろう。帰

宅して火を通すだけ、急な来客でも対応できる。 

イトーヨーカドー リアルの店舗で伸びている商品は、当初の予想に反してカットされた野菜。 

春田委員  曜日はどうか。 

イトーヨーカドー（山崎店長） 曜日より天候に左右され、雨の日が伸びる。あとハッピーデーで

８のつく日、200円市の日が伸びる。 

佐野委員  共稼ぎ、子育て世代がネット宅配を使うが、一方、買物弱者、高齢者が店舗に行って

の宅配の利用はどうか。 

イトーヨーカドー（山崎店長） 要冷蔵のものでなければ「黄色いラクダ」というカウンターで承

る有料（315円）配送サービスがある。静岡店は伸びていない。１日 3,000～5000台の

車が来る。静岡は世帯の所有台数が全国一位なので、自家用車で来店して、自分で持ち

帰る方が多い。 

春田委員  買物弱者というと、タクシーで買い物に来ている高齢者が多く見受けられる。公共の

バスの不便な地域に住む人への行政の支援を考える必要があるのではないか。 

宗田会長  買物のためのタクシー券を配付する自治体もある。コミュニティーバスを運行するよ

り安価なので。 
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菊川委員  他社ではバスを運行しているところもある。 

宗田会長  ちなみに、日本では、買物弱者、買物難民と言うが、英語圏では、フードデザート「食

べ物砂漠」と呼ぶ。アメリカの研究を見ると、高齢者だけでなく食品スーパーが近くに

ない地域は、ファーストフード系の店舗により、偏った食事となり、成人病になり易い。 

FAXの話があったが FAXはなかなかうまくいかない。事例として、20年ほど前、経

産省中小企業庁の補助で高齢者家庭に FAXを設置したことがある。京都のある商店街

事務所で毎日注文を受け取り、八百屋等で入札し、配るシステムを実施したが、手間

とコストがかかり 12,13年続けた後、辞めた。イトーヨーカドーのようにコストをか

けずに上手にオペレーション出来ればよいが、FAX ではうまくできない。しかし、ネ

ットでコンピューター上、仕分け等事務的な手続きが簡略化できるシステムができて

いると思われる。 

また、インターネットの話があったが、その前に車がある。モータリゼーションに

伴い、郊外店が発達した。しかし、超高齢化となり、80歳になると車に乗れない年齢

層が出てきた。車が出てきた時代には乗れない層はなかった。ネットも 70 歳くらい

までは扱えても、その先の高齢者はできなくなるかもしれないという、次の高齢社会

の影響もみなければいけないだろう。 

インターネットによる宅配サービスの紹介はこれで終了する。 

      ＝イトーヨーカドー山崎店長退席＝ 

宗田会長  次の議題、②個店支援と③商店街支援について説明をお願いします。 

事務局   ［資料３説明：個店成長支援は、今後充実させていく必要があるため、次回以降検討

していただく素案を事務局から提案する。また、次回の会議までに委員にも提案意見を

照会させていただく。］ 

      ［資料４説明：議論していただきたい点①環境整備事業：新規の設置より更新してい

く時期であり、現補助金制度のあり方、②空き店舗総合活用事業：家賃補助が終了する

と退店する実態、補助金を交付すると家賃高止まりの状態があり、まちのにぎわいにつ

ながっているのか、見直しが必要と考えている。］ 

宗田会長  個店支援、商店街支援のメニューについて、実施状況を含め報告いただいた。問題点、

指摘があると思うが、本日は時間がない。この審議会で今後この二つを審議することに

なる。 

時間がないので、続いて、次第６「静岡市良好な商業環境の形成に関する条例・指

針の状況報告」をお願いしたい。 

事務局   当該条例・指針は 10 月１日から施行している。施行から２か月経過するが、届出は

１件もない。 

施行までに大型店を設置する方や自治会長を中心に地元の方に説明をしている。ご

意見のある方はそんなにいらっしゃらない。届出には至らないが、事業者からこうい

う場所への立地はどうなるか、といった問合せは頻繁にいただいている。以上から、

条例に対して前向きに対応していただけると認識している。  

宗田会長  この指針を運用するための審査会も既に発足している。具体的に、この土地は何㎡ま

でよいか、との問い合わせは数多くあるため、大型店をつくる動きが止まっているわけ
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ではない。 

      事務局から３点報告いただいたが、ご意見、ご質問を受けたい。 

村松委員  意見と質問として２点。 

１点目。商店街補助金の表で、金額が突出しているのは商店街イベント振興事業補助

金。これは、多くの商店街がイベント補助金事業を利用して、イベントを実施している。

要望額に対して予算が減っている。かつての３分の２の補助率に戻してほしいと要望し

ているが、予算も厳しくなっており、なかなか変わらない。当局も要望をしっかりして

ほしい。 

２点目。環境整備事業の金額の対象は、呉服町再開発のことか。 

事務局   再開発の話ではない。最近の傾向として、街路灯の LED化と防犯カメラの設置に取り

組まれている事例が多く、その機運が高まっている現れ。 

      ＝丹羽委員退席＝ 

宗田会長  環境整備事業は、アーケード等の設置。しかし、アーケードの新設はほとんどなくな

り、むしろ撤去していく時代で、今は街路灯 LED 化や防犯カメラ設置が流行っている。

本当に必要かという議論もあるが、業者の売込みが激しかったり、防犯カメラも誰かが

画面を見ているわけではなく、本体のコンピューターに入れ、時間と場所を指定して抽

出して警察が確認するというような装置となっていたり、それらが流行っている。 

      イベント振興事業補助金が減っているとの指摘だが、それでは、審議会として、どの

ようなイベントに、どのくらい人が集まり、売り上げが伸びているのか、ということを

やらないと、いつまでも同じように補助金を出すことはない。一方で、ILoveしずおか

協議会のように、行政から全くないとは言わないが、民間主導でヒットする事業を展開

している。各商店街でやっている全体のイベント、売上等全て整理した上で、計画をど

こに効果的に、いわゆる集中と選択としてやっていくか、という議論が一つある。 

      また、空き店舗総合活用事業は、平成 25 年度予算は０円となっているが、事務局か

らは、どのくらい効果があるのか検証したいという話も出ている。 

村松委員  各商店街は、どこも苦戦している。イベント事業振興補助金のような行政の仕組みは

大変ありがたいこと。全国都市の制度は詳しく知らないが、利用が多いのは、そういう

ことだと思う。会長がおっしゃるように、成果があるかどうか、だと思う。今年度から

市から成果報告書の提出が求められている。実あるものは何か、傾向をまとめるのが大

事だと思う。 

宗田会長  昔は、商店街は団結力があり、一つのイベントに取り組んだが、今はイベントをやろ

うとすると４分の１程度は喜んで協力する反面、４分の１程度は全く協力しない、高齢

化などでできない店舗もあり、イベントを続けること自体、お店の負担になっており、

組合を抜ける実態もある。そこに相変わらず補助金を投入して、理事長の顔を立てるの

も苦しいところ。中央商店街で「おまちでハロウィン」をやれば、喜んでくれる店舗も

あれば、面倒臭がる店舗もある。所詮、個店、個店なので、デパートのようにまとまっ

て進んでいく体制ではないが、その個店をまとめていかないと活性化しないのも事実な

ので、そこが難しいところ。 

春田委員  清水の場合、商店街そのものが弱体化しており、２分の１の自己負担があると、大き
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なイベントができない。複数の商店街に亘ってやれば、大きな商店街はある程度負担が

できる。複数の商店街での実施イベントに対して補助金を出せないか。 

また、商店街だけでなく、清水商店街連盟主催の七夕まつりに対して 50万人の人出が

あるのに対しあまりに補助金が少なく、警備費に消える、また参加する店舗のメリット

がないということ問題になっており、市で会合を開いて検討している。 

宗田会長  清水商店街連盟と静岡市商店会連盟とそれぞれ調整していただいているので、選択と

集中でこれからを担ってほしい。 

村松委員  中央商店街連合会のように４商店街による組織にも補助金が出ている。単独の商店街

という枠を超えた地域に出ている事例がある。 

事務局   いくつかの共同で実施しているイベントにも補助金は出せる。 

春田委員  申請には、新しい組織を立ち上げないといけないのか。 

事務局   共同開催という形をとり、各商店街が同じイベントを実施し、各々同じ申請に対し補

助金を出すことも可能である。 

事務局   ２通りの形態がある。一つは、４つの商店街で組織を作っている中央商店街連合会の

ように別の任意団体を組織し、そこに補助金交付をしている例。もう一つは、御幸町、

伝馬町、鷹匠の３商店街共同で事業を開催する例。 

村松委員  とてもいいことだと思う。いくつかの商店街が固まって地域を活性化させるのは大事。 

宗田会長  イベント振興事業補助金については、次回事務局から、どのようなイベントにいくら

出しているか資料を出してほしい。 

まだ発言されていない公募委員の方、どうぞ。 

菊川委員  空き店舗は、学校と連携して習字や絵画の展覧会が開催できないか。以前河岸の市で

習字の展覧会をやった時には、見学に来た人がお金を落としてくれた。小学校との連携、

活用し、物品や物産の販売や青空市を実施するのも良いと思う。 

 宗田会長  商店街は空き店舗を世話できるが、そこに PTAの方等運営する方に来ていただい

て全て任せる形でないと、商店街の人に運営してもらうのは難しい。地域の人と上

手に連携する必要がある。 

 村松委員  （市民会館通り商店会の）駐輪場を改造するなど、場所を貸すことができる。 

菊川委員  場所を貸してもらえば、そこに人が集まって、お金を落としてくれるのでは。 

村松委員  軽トラ市もある。軽トラ市に集まって商店に行かないため、私はあまり好きでは

ないが、一つの例。 

佐野委員  まちづくり公社では、ミライエ呉服町で、小学生の絵画を展示したり、清水の事務所

を設けて、七夕のときには、空き店舗に七夕飾りを展示したり、と市経済局からの受託

事業で実施している。そのような形で市も努力している。 

春田委員  非常にありがたく思っている。 

宗田会長  学校と地域と商店街を結ぶことが重要だろう。 

村松委員  自分の商店街では、PTAから依頼されて、サービス券を出すことにしている。謝恩会

の時などに、500 円券 20 枚程を配布し、商店街に来店していただき、親しんでもらう

ようにしている。  

菊川委員  食べ歩きマップやスタンプラリーがあると、そのついでにお金を落としてもらえる。 
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村松委員  子ども達に地域で買う意識をもってもらうのが、我々の願い。 

服部委員  ハード事業について。静岡のまちなかに来ると、ベンチやウィンドウで楽しませても

らえる。個店が並んでウィンドウでお客を楽しませてくれる、そういうような事業は、

どのように補助金申請できるか。自分の地域は、商店がまとまっていないと実施しにく

だろうが、静岡のまちなかでウィンドウ等で魅力的なまちにする、そのような相談に乗

られるのか。 

事務局   国の補助金を申請するときには、商店街ごとの担当が相談に乗り、申請の手伝いをし

ている。ベンチや照明灯等みなさんが共通で利用される公共的なものは、商店街として

の申請となり、補助金の対象である。個々の店舗のウィンドウに対しては、普通、国も

市も補助金対象にしていない。 

熱川委員  呉服町通りでやっている街クリがあるが。 

事務局   それは、クリエーターの支援事業としてやっている。 

熱川委員  幅広い事業の活用方法だろう。クリエーター支援センターが実施しており、クリエー

ターがお店と連携して、ウィンドウなどをきれいに飾っている。 

村松委員  そのような場を与えるというのは良い事業。 

宗田会長  今クリエーターという、新しい産業振興といった色々な施策の組み合わせで、不可能

なことを可能にしていくのも、審議会で知恵を出せればと考える。 

村松委員  各店舗のシャッターに、近くの常葉大学、高校の美術部員に思い思いのテーマで描い

てもらうことを検討し、商店街活性化事業として補助対象となるなら、補助金申請しよ

うかと思ったことがあるが、よく考えると開店している時ではなくて、閉店していると

きに人気があるのも、シャッター通り商店街のようで具合が悪いと思った。 

宗田会長  都内原宿などでも実施しており、シャッターが下りた夜のまちに来てもらうのも面白

いかもしれない。 

熱川委員  かなり前だが、ショーウィンドウで中が見える事業に対し、補助金交付があった。 

村松委員  シースルーはあった。 

宗田会長  時間となったので、本日の審議を終了したい。御議論ありがとうございました。次回

以降、本日の議題を更に深めていきたい。 

 

・ 事務連絡 

・ 閉会 
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