【日程第１ 議案第１号】

平成２５年度公益社団法人藤沢市商店会連合会事業報告
自

平成２５年４月 １日

至

平成２６年３月３１日

《事業の概要》
２０１３年度の日本経済は、円安と株高の影響で消費者マインドの改善を通
じて個人消費を押し上げ成長をもたらしたが、家計所得が伸びていないなかで
は日本経済が自律的な回復局面に入っていないことを示している。また、公共
投資の増加と消費税引き上げ前の駆け込み需要の増加により景気の底上げは図
られたものの、先行きについては、各種経済政策の効果により着実な景気回復
へ向かうことが期待される一方、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動
などにより景気の下振れが懸念されるところである。
このような状況下で本市の商業界は、長らく続いた不況やデフレ、経営者の
高齢化による後継者不足、少子高齢化や市民のライフスタイルの変化、郊外型
の大型店の出店などにより依然として厳しい経営環境におかれている。
「好きですふじさわ商品券２０１３」の共通買物券事業では、消費税率引き
上げ前の消費需要を喚起する意味では一定の事業効果はあったものの、単発的
な活性化事業に終わらせることなく継続的な取り組みにより効果的な活性化策
を推進することが必要となっている。
本来、商店会は消費者に生鮮食料品・生活必需品などの商品やサービスの提
供の場であるが、一方では地域の暮らしを支える生活基盤として多様なコミュ
ニティー機能を担っており、少子高齢社会が進展する中では安全・安心に配慮
した環境の維持に努めることも求められている。地域の防犯・防災、地域生活
者の安全・安心、高齢者・子育て世代への思いやり等、商店街が地域に何を還
元することができるかを考え、基礎的な役割をいかに果たすかという視点にた
ち事業の展開をすることが肝要となっている。
平成２５年度の具体的実施内容については、次のとおりです。
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Ⅰ

公益目的事業

１ 指導研究事業
（１）商店街（会）活性化のための調査研究事業を継続的に実施。
（２）アドバイザー事業、商業セミナー、パソコン事業などについて、各商店街（会）
のニーズを把握しながら時宜を得て開催。
①商業セミナー
・テーマ

消費税増税対策セミナー

・日 時

平成２６年１月２２日（水）午後７時から９時

・参加者

１４名

②ＩＴセミナー
・テーマ

わかりやすい「ホームページ改善／活用」講座

・日 時

２月１９日（水）午後６時３０分から８時３０分

・参加者

２９名

③若手商業者・事業継承者・起業家セミナー＆懇談会
・テーマ

キャラクタービジネスについて

・日 時

平成２６年２月２０日（木）午後６時３０分から９時

・参加者

２５名

２ 社会福祉活動事業
（１）募金活動事業
交通災害家庭・交通災害遺児を励ます募金活動に加え、東日本大震災と福島第
１原子力発電所の事故により被災された方々の復興支援活動を継続的に実施し、
商店街の売出し等の開催時に募金活動を実施した。
・平成２４年度募金額を藤沢市へ贈呈
①日 時：平成２５年７月１７日（水）午後３時から
②場 所：市長室
③贈呈額：
「藤沢市愛の輪福祉基金」へ

２４３，９４１円

（２）青少年健全育成事業
関係団体が実施する事業に側面的に協力
・１０月１日（火）に藤沢駅北口サンパール広場で藤沢地区薬物乱用防止推進
地域連絡会が開催した「薬物乱用防止街頭キャンペーン」活動に参加した。
・「子ども１１０番」事業の推進で、各商店街からの要請を受け、藤沢市市民自
治推進課にシールの交付依頼し希望する商店街に配布した。
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３

情報提供事業

（１） 商店街活性化のための情報提供事業については、国や県・市の行政機関が取り
組む支援策や上部組織の商連かながわ等の事業を情報提供し各商店街に提供し
た。
また、機関紙「交流」を発行し、各商店街、賛助会員、行政機関、その他関係
団体に配布し、商連事業の紹介とＰＲを行った。
（２）ホームページの維持管理
①「ふじさわの商店街」のホームページ上の各商店街会員店舗の更新を行い、イ
ンターネット社会に対応した環境の整備を図った。
②藤沢市商店会連合会のホームページのリニューアルについて検討を進めた。
③藤沢市内共通商品券「好きです ふじさわ 商品券 ２０１３」をホームページ上
に掲載し、事業の周知を図った。
４

組織普及強化事業

（１） 賛助会員については、厳しい経済状況が続く中で、毎年賛助会員の退会があり、
会費収入も最大時の１／３程度に落ち込んでいる。したがって、市内大型店と商
店街が共存共栄を図る新たな方策について検討し、賛助会員との意見交換会を開
催した。
・日 時：平成２６年３月１４日
・場 所：湘南クリスタルホテル
・出席者：賛助会員９名、理事・監事１５名、来賓４名
（２）表彰事業の推進
①商連かながわ会長表彰に各商店街の表彰該当者を推薦依頼し、報告のあった商店
会関係者を推薦し、会長表彰を受賞した。
受賞者：湘南辻堂商店会・原田愛美氏（従業員表彰）
②平成２５年度藤沢商工会議所表彰式で、「藤沢市商店会連合会理事長表彰」を実
施した。
・日 時：平成２５年１１月１８日（月）
・場 所：産業センター６階研修室
・受賞者：アンジェリカ（エステティックサロン）[ 鵠沼海岸 ]
焼肉あおもり[ 湘南台 ]
＊（協）藤沢銀座土曜会から推薦のあった「萬福桜本店」が藤沢商工会議所会
頭賞を受賞。
５

商業振興事業
（１）商店街の街路灯維持管理事業
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安全安心の街づくりと商店街の活性化・にぎわい創出に欠かせない街路灯の維
持管理を継続的に実施し、各商店街（会）から請求のあった平成２５年度の電気
料の支払い事務作業を行った。また、各商店街に節電対策を求めるとともに街路
灯にかかる東京電力との契約内容や街路灯の設置場所の確認を依頼した。
さらに、街路灯維持管理に要する費用への充当を目的として、街路灯への有料
広告物掲出について積極的に取り組み、広告事業者の確保を図り、市への道路占
用申請や屋外広告物設置等許可申請書の作成を支援した。
（２）商店街にぎわいまちづくり支援事業（販売促進事業）
商店街の販売促進事業を支援するために、各商店街（会）で実施される販売促
進事業の事業内容を把握し、にぎわい創出委員会の協議結果を基に補助金の配分
等について検討を進めた。
＊各商店街（会）販売促進事業の実施結果については別紙のとおり。
（３）藤沢市の商店街にぎわいまちづくり支援事業について、各事業の内容と申請手
続きについて周知徹底を図った。また、にぎわいまちづくり支援事業選考委員会
での事業の採択に参画した。さらに、この事業の２次募集を各商店会に周知した。
（４）国の地域商店街活性化事業への応募
①受動喫煙防止対策及び環境美化推進事業
②高齢者・子育て支援事業
③地域関係団体と連携した防災対策事業
④健康の広場推進事業
上記４事業に応募し、７月２３日付けで助成金交付決定通知がありましたので商
店街（会）に事業内容を案内し事業の取り組みを周知した。
⑤各商店街からの事業実施報告に基づき、ステッカー、ポスター等の資料や花
鉢を発注し、事業の実施に取り組んだ。
⑥１月３１日には全ての事業を終了し、２月１４日付けで事業報告書を提出し
た。
（５）共通買い物券事業について
平成２６年４月から消費税の引き上げが実施されるため、藤沢市並びに藤沢商
工会議所と連携しながら切れ目のない経済対策について共通買い物券事業の検討
を進め、８月２７日の理事会で事業実施の承認を受け、１１月１６日から始まる
事業に向けて準備を進めた。
・８月２７日

理事会を開催し事業実施の承認を得た。

・９月１２日

会長会議を開催し事業の周知と取り扱い店舗の募集を図った。

・９月１８日

金融機関会議を開催し、市内５金融機関、１４店舗の協力を得
る。

・９月２０日

取扱店会議を開催し、事業の周知と留意事項について徹底した。
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・１０月２４日 金融機関会議を開催。
・１１月１６日 商品券発売開始。
・１２月１６日 商品券事業に伴う経済波及効果を推計するため「（株）浜銀総合
研究所」に業務委託。
・２月２８日

商品券利用期間終了。

・３月４日

金融機関による換金期間終了。

＊事業結果については別紙のとおり
６

協賛事業
①第４０回藤沢市民まつり
・９月２８日（土）
、２９日（日）
②第８回藤沢宿・遊行の盆
・７月２６日（金）〜２８日（日）
③第１５回湘南台ファンタジア
・１０月２６日（土）
、２７日（日）
④「龍の口竹灯籠」事業
・８月３日（土）
⑤第１５回世界一大きい金魚すくいゲーム
・８月４日（日）
⑥２０１３ふじさわ産業フェスタ（協力事業）
・５月２５日（土）
、２６（日）
⑦第７回辻堂海浜公園 春の公園まつり（名義後援）
・５月２５日（土）
、２６日（日）
⑧藤沢遊行フォーラム２０１３（名義後援）
・６月９日（日）〜平成２６年３月３０日（日）
⑨第１回絆プロジェクト（名義後援）
・７月７日（日）
⑩第７回辻堂かいひん盆踊り「辻の盆」
（名義後援）
・７月２０日（土）
、２１日（日）
⑪第３回 福島っ子リフレッシュ ｉｎ 湘南（名義後援）
・７月３１日（水）〜８月４日（日）
⑫第１５回あんどん物語２０１３（名義後援）
・８月１日（木）〜８月３１日（土）
⑬チャリティ湘南オープンウォータースイミング２０１３（名義後援）
・８月２４日（土）
、２５日（日）

-5-

⑭第１１回辻堂ファイト祭り（名義後援）
・８月２４日（土）
、２５日（日）
⑮第２４回藤沢市民ゴルフ大会（名義後援）
・８月２６日（月）
⑯第１６回辻堂海浜公園 秋の公園まつり（名義後援）
・１０月１９日（土）
、２０日（日）
⑰復活！湘南まちかど音楽祭エキシビジョン
「第１回ちょい歌フェスティバル」
（名義後援）
・１０月２６日（土）
⑱つじどうの街 まるごとフェスティバルＴＨＥ辻堂
第２回辻堂マルシェ（協力事業）
・１１月９日（土）
⑲第５６回全藤沢珠算競技大会兼そろばんコンクール（名義後援）
・１１月１７日（日）
⑳１２回湘南発！産学交流テクニカルフォーラム（名義後援）
・１２月６日（金）
、７日（土）
21 第７回辻堂海浜公園イルミネーション
○

「花と海と光のハーモニー２０１３」（名義後援）
・１２月２１日（土）〜２４日（火）
22 ２０１４湘南藤沢市民マラソン（協力事業）
○

・平成２６年年１月２６日（日）
23 第２回桜まつりキャンドルナイトｉｎ南藤沢イータウン（名義後援）
○

・平成２６年３月３０日（日）
24 第２２回記念大相撲藤沢場所（名義後援）
○

・平成２６年４月５日（土）
25 東海道シンポジウム藤沢宿大会（名義後援）
○

・平成２６年９月６日（土）
、７日（日） [ 予定 ]

Ⅱ

その他事業

１ 会員増強事業
各商店会からの相談に応じて、組織強化の取り組みを継続的に実施した。
２ 商店街顧客用駐車場等設置整備事業
快適な買い物ができるよう商店街顧客用駐車場等設置事業に取り組み、消費者の利
便性を増大し、併せて違法駐車対策に積極的に取り組んだ。
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３ 藤沢市総合防災訓練への参加
・日 時：８月３１日（土）午前１０時から
・場 所：藤沢市消防防災訓練センター
・緊急物資搬送訓練：湘南地域振興会が担当
４ 藤沢飲食朋友組合が３月３１日をもって解散し、本会を退会。

Ⅲ

管理・会議等

１ 定時総会の開催
①日 時：５月３０日（木）午後５時から
②場 所：グランドホテル湘南 ３階「桐の間」
③出席者：３９会員（うち委任状提出会員１３会員）
④議 事：ア、平成２４年度事業報告の認定について
イ、平成２４年度収支決算の認定について
ウ、その他
＊定時総会終了後懇談会を開催し、星野衆議院議員ほか５名の来賓を含め３８名の
参加を得た。
２ 会長会議の開催
①日 時：平成２６年３月２４日（月）午後５時から
②場 所：産業センター７階 第１会議室
③出席者：２２名
④議 題：ア、平成２５年度第５回理事会の結果について（報告）
イ、好きですふじさわ商品券２０１３の実施結果に関する意見交換
ウ、その他
３ 理事会の開催
①第１回理事会：５月１０日（金）（定時総会開催のみなし決議）
②第２回理事会：５月３０日（木）、出席者：理事１４名、監事２名
③第３回理事会：８月２７日（火）、出席者：理事１２名、監事２名
④第４回理事会：１１月８日（金）、出席者：理事１６名、監事２名、来賓７名
⑤第５回理事会：３月１４日（金）、出席者：理事１６名、監事２名
４ 正副理事長会議
①第１回会議：４月３０日（火）午後４時から
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②第２回会議：５月３０日（水）午後３時から
③第３回会議：７月１７日（水）午後３時３０分から
④第４回会議：８月８日（金）午後４時から
⑤第５回会議：１０月４日（金）午後５時から
⑥第６回会議：１１月２６日（火）午後３時から
⑦第７回会議：１２月２６日（木）午後５時から
⑧第８回会議：１月２２日（水）午後５時３０分から
⑨第９回会議：２月２８日（木）午後１時３０分から
⑩第１０回会議：３月１４日（金）午後３時３０分から
⑪第１１回会議：３月２８日（金）午後２時から
５ 委員会の開催
（１）３委員会合同委員会
３委員会委員に２監事を加えて、国の活性化事業の内容について検討し、その
後各委員会に分かれて所掌業務に検討を進めた。
会議：６月１３日（木）午後６時から
（２）総務委員会
委員：村上委員長、稲村委員、新倉委員、渡部委員
会議：①第１回会議：６月１３日（木）
（３）情報交流委員会
委員：山村委員長、西山委員、山田委員、平野委員、石井委員
会議：①第１回会議：６月１３日（木）
（４）にぎわい創出委員会
委員：齋藤委員長、増田委員、上原委員、田中委員、渡辺委員、
中野委員、二見委員
会議：①第１回会議：６月１３日（木）
６ 公益法人 変更の認定申請
１１月８日の第４回理事会で承認を得た公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
関する法律第１１条第１項に基づく「公益法人 変更認定申請書」を１２月１３日付け
で神奈川県知事あてに提出した。その後、神奈川県公益認定等審査会の答申を受け、
平成２６年１月１９日付けで神奈川県知事より「認定書」が送付された。公益目的事
業及び収益事業等の変更に係る事項は、平成２６年４月１日より実施。
７

事務所の移転
平成２６年３月２８日（金）に藤沢商工会館（ミナパーク）が竣工し、商店会連合
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会の事務所も商工会議所・産業振興財団と一緒に商工業者が集まり交流するこの会館
の２階に移転した。
８

その他

（１）国の地域商店街活性化事業（ソフト事業）、まちづくり事業（ハード事業）の応
募申請を取り纏めて、県商店街振興組合連合会及び電通に提出。
（ソフト事業に
１４商店会団体、ハード事業に１５商店会団体）
事業採択の状況：活性化事業に１２商店会団体、まちづくり事業に１５商店会
が事業採択された。
（２）国の地域商店街活性化事業（ソフト事業）、まちづくり事業（ハード事業）の２
次募集説明会に参加し、各商店会に周知。また、２次募集に応募を希望するソ
フト事業に４商店会、ハード事業に１０商店会の応募申請書を取り纏め、事務
局に提出。
（３）国の商店街まちづくり事業の３次募集を各商店会に周知し、２商店会が応募申
請書を提出。
（４）国の商店街まちづくり事業の４次募集を各商店会に周知し、２商店会が応募申
請書を提出。
（５）国の地域商店街活性化事業報告取りまとめ対策相談会に出席。
（６）第１８回神奈川県商業従業者海外派遣団員の募集を各商店会に周知。
（７）神奈川県地域商業ブランド確立総合支援事業の募集を各商店会に周知。
（８）商連かながわ役員に熊沢理事長、山村副理事長を推薦。
（９）商店街への桜若木の寄贈・植樹を各商店街に周知。（公益財団法人 日本さくら
の会）
（10）藤沢市健康増進課の身体活動促進コミュニティワイドキャンペーン事業を、該
当する御所見・長後・辻堂・湘南大庭地区の各商店街に周知した。
（11）地区商連企画調整等会議に出席（商連かながわ）
６月４日（火）午前１０時より、西山事務局長が出席。
（12）藤沢駅周辺地区再整備構想・基本計画に基づく事業計画案説明会に熊沢理事長、
村上副理事長、西山事務局長が出席。
（13）鵠沼海岸商店街が藤沢市地域福祉計画策定のための団体ヒアリングを受け、市
内経済団体を代表して次期計画策定に反映できるよう具体の取り組み状況を説
明した。
（14）藤沢市より、愛の輪福祉基金への寄付金贈呈により藤沢市表彰条例に基づく表
彰を受賞した。

-9-

（15）役員等の職務執行状況（一般社団法人法第９１条）
①熊沢理事長
・藤沢商工会議所常議員
・公益社団法人商連かながわ相談役
・藤沢市都市親善委員会委員
・犯罪のない安全・安心まちづくり対策会議委員
・藤沢市民まつり実行委員会委員
・遊行の盆実行委員会委員
・産業フェスタ実行委員会委員
・産業拠点施設建設特別委員会委員
・藤沢駅周辺地区再整備構想検討委員会委員
・藤沢市廃棄物減量等推進審議会委員
・藤沢市ごみ減量推進店認定委員会委員
・
（公財）湘南産業振興財団理事
・
（公社）藤沢市観光協会理事
・湘南藤沢市民マラソン実行委員会委員
・東海道シンポジウム藤沢宿大会実行委員会委員
・藤沢暴力追放推進協議会委員
②村上副理事長
・藤沢駅周辺地区再整備構想検討委員会委員
③山村副理事長
・公益社団法人商連かながわ理事
④齋藤副理事長
・藤沢市地産地消推進協議会委員
・ＳＹＯＵＮＡＮＮ ＯＰＥＮ実行委員会委員
⑤稲村副理事長
・藤沢市環境審議会委員
・平成２５年度藤沢市外部評価委員（カイゼン〜ふじさわ）
⑥西山事務局長
・藤沢市民まつり実行委員会委員
・遊行の盆実行委員会委員
・産業フェスタ運営委員会委員
・ふじさわ元気バザール実行委員会委員
・藤沢駅周辺まちづくり特別委員会委員
・藤沢駅周辺地区再整備構想検討委員会委員
・産業拠点施設建設特別委員会委員
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・平成２５年商店街にぎわいまちづくり支援事業選考委員会委員
・湘南藤沢フィルムコミッション委員会委員
・湘南藤沢市民マラソン運営委員会委員
・藤沢駅周辺帰宅困難者等対策協議会委員
・ＳＹＯＵＮＡＮＮ ＯＰＥＮ実行委員会委員
・サイクルチャレンジカップ藤沢実行委員会委員
・２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに関する本市の取り組みにつ
いての懇談会に出席
・経済３団体連絡会議に参画（会議所、財団、商連、市経済部）
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平成２５年度 商店街にぎわいまちづくり支援(販促)事業 実施一覧
商店会名

事業名

実施月日

辻堂海岸商店会

春の花 フラワーセール

６月８日〜１６日

用田商栄会

謝恩福引セール

７月８日〜８月２４日・１２月２日〜８日

辻堂新町商店会

中元売り出し・歳末ガラポンセール

７月１日〜１４日・１２月１日〜１５日

善行駅前新栄会

納涼祭・歳末大売出し

８月３日〜４日・１１月３０日〜１２月８日

湘南台東口商店街

湘カード中元・歳末大抽選会

７月２０日〜２１日・１２月２１日〜２２日

湘南ライフタウンSC

特別招待会・クリスマスガラポンセール

１２月１０日〜２４日・１２月２８日〜３１日

鵠沼海岸商店街

サマーセール・歳末セール福引大会

７月３日〜１４日・１１月２７日〜１２月８日

本町白旗商店街

どんと焼きセール

１２月９日〜２２日

長後商店街

年末大抽選会

１２月１０日〜１２月２１日

本鵠沼商店街

あなたのそばの商店街夏・冬セール

７月１３日〜１９日・１２月１３日〜１９日

江の島観光会

弁財天仲見世通り 福引スクラッチ

平成２６年３月１５日〜１６日

湘南台商店連合会

中元謝恩納涼祭・歳末感謝祭

７月１３日〜２１日・１２月１３日〜２１日

湘南銀座商店街

スプリング・サマー・クリスマスセール

４月１５日・７月８日・１２月９日

湘南辻堂商店会

年末ありがとうセール

１２月１５日〜２２日

プチモールひがし海岸

年間４事業

４月〜平成２６年３月

｢あんどん物語｣スタンプラリー大抽選会

７月２８日〜８月３１日

サーフ２０１３ 大抽選会

１１月３０日〜１２月１日

藤沢駅北口合同商店街
(遊行通り４丁目商店街)
(遊行通５丁目商店街)
(柳通り睦会)
(藤沢銀座土曜会)
(サンパール藤沢商店会)
藤沢駅南口合同商店街
(南口ファミリー通り商店街)
(３９１ビル商店会)
(南銀座一番街)
(藤沢南口らんぶる商店会)
(南口オークスモール商店会)
(南口本通り商店会)
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好きです藤沢商品券 利用状況
【発行枚数】
1,100,000
【利用枚数】
【利用率】
99.6 ％
【大型店・小売店商品券利用割合】
種

別

1,093,961

取扱枚数

取扱比率

小売店

781,834

71.5%

大型店

312,127

28.5%

1,093,961

100.0%

合

計

【登録店舗数】
【地区別商品券利用】

904 店
(単位：枚)

北部地区
5,274 湘南台商店連合会

用田商栄会
長後商店街(協)

12,681

善行駅前新栄会

16,744

51,519 六会商店会

3,863

21,735 湘南地域振興会

湘南台東口商店街(協)

北部合計

16,204

128,020

藤沢駅北口地区
2,905 (協)柳通り睦会

遊行通り４丁目商店(街)

1,848 弥勒寺商店会

14,839 (協)藤沢銀座土曜会

遊行通５丁目商店街(振)

本町白旗商店街(振)

9,710 柄沢橋商店会

サンパール藤沢商店会

6,325

藤沢駅北口合計

3,464

南口オークスモール商店会

1,607

22,404 本町隆盛会

43

256 南仲通り商店会

5,842

65,779

藤沢駅南口地区
南口本通り商店会

2,515

11,739 南銀座一番街

南口ファミリー通り商店街(振)

682

南藤沢イータウン

8,938

藤沢南口らんぶる商店会

629 391ビル商店会

215,467

243,434

藤沢駅南口合計

辻堂・大庭地区
辻堂新町商店会

557 湘南辻堂商栄会

2,435

辻堂海岸商店会

2,705 湘南辻堂商店会

27,139

プチモールひがし海岸(協)

35,653

辻堂・大庭合計

42,528

(協)湘南ライフタウンSC

テラスモール湘南テナント会

10,600

湘南銀座商店街(振)

6,624
128,241

南部地区
6,611 片瀬中央商交会

本鵠沼商店街(協)
片瀬竜の口商店街(振)

10,398

南部合計

58,797

藤沢商工会議所

5,716 江の島観光会
1,581 鵠沼海岸商店街(振)

片瀬すばな通り商店会

大型店

総合計合計

28,722

特別会員

157,512 大型店

藤沢商工会議所

5,769

312,127 特別会員

51

1,093,961

【商品券取扱金融機関】
三浦藤沢信用金庫

鵠沼支店

藤沢営業部

辻堂支店

片瀬支店

(藤沢市内１０支店）

長後支店

村岡支店

本町支店

六会支店

善行支店

湘南ライフタウン支店
湘南信用金庫

(藤沢市内１支店）

藤沢支店

横浜信用金庫

(藤沢市内１支店)

湘南台支店

八千代銀行

(藤沢市内１支店）

湘南台支店

ＪＡさがみ

御所見支店

ＪＡさがみ御所見支店については、御所見地区(用田商栄会)に金融機関が無いため特別に取扱を行っていただいた。)
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