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平成 29 年度第１回 静岡市商業振興審議会会議録  議事録  

 

１ 日  時  平成 29 年 10 月 23 日（月）15:00～17:00 

 

２ 場  所  静岡市役所  静岡庁舎  本館３階  議会特別会議室 

 

３ 出 席 者  [委員]伊東委員、岩﨑委員、大場委員、新谷委員、滝委員、田中委員、  

平田委員、松本委員、村松委員、山梨委員  （五十音順）  

[事務局 ]経済局 池田局次長、商業労政課 青嶋課長、  

金丸課長補佐兼係長、渡邊主任主事、上田主任主事、 

久保田主任主事、鬼澤主事  

 

４ 傍 聴 者  なし 

 

５ 議  題  （１）静岡市の商業振興施策について  

（２）今後の商業振興策の検討について  

   

６ 会議内容  

 

（１）議題１  静岡市の商業振興施策について  

（２）議題２  今後の商業振興策の検討について  

事務局(金丸課長補佐)（議題１ 静岡市商業振興施策全体の考え方について、及び、 

題２今後の商業振興策の検討について説明） 

＝審議＝  

岩﨑会長  ありがとうございました。市の商業施策の全体についてお話しをいただいた。

審議に入る前に、今の説明について何か質問や確認事項があれば頂きたい。無

いようであれば、次に意見交換に入りたいと思う。意見交換の時間は１時間位

を予定している。今日は第１回の審議会ということで、個店支援がテーマとな

る。このような審議会をやる時に、最初にベクトル合わせが非常に重要かと思

う。例えば、我々がブランド作りのプロジェクトを始めるようとしている時、

ブランドとは何かという概念が全員バラバラだということがある。それだと、

絶対にうまく行かない。なので、最初に、皆さんのベクトル合わせができれば

と思っている。今回、私を会長に指名していただいたということで、マーケテ

ィングをキーワードとして、この審議会を進めていくことができればと思って

いる。最初に、少しお時間をいただいて、私からマーケティングの発想につい

て皆さんと共有したいと思う。その後で、具体的にディスカッションをしてい

きたいと思っている。２,３０分お時間を頂き、お話ししたいと思う。  

【岩﨑会長から、資料に基づき説明】  

今日から、皆さんと一緒に、小さい企業への追い風を現実の力に変えるため

の施策を、何ができるかということを考えて、単に考えるだけではなく、実績
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に結び付けていきたいというのが、私の最初のベクトル合わせの考えである。

今日は皆さんに、小さい企業が、チャンスを現実の力に変えるためにどうすれ

ばいいかということで、ざっくばらんに、あと 30 分くらいであるが、皆さん

の意見をお聞かせいただきたい。小さい企業には間違いなくチャンスであるが、

ただ、生かせていないところが非常に多い。生かせているところは、間違いな

く伸びている。伊東委員如何か。個店支援というところは、今日のポイントに

していこうということで、まちとしてのマーケティング、今日は初めてなので、

ざっくばらんに個店を強くするためのアイデアとか、それぞれの立場のご意見

を頂ければ。  

伊東委員  ありがとうございます。色々講義を聞いて、ストンと落ちるところがあった。

私は一昨年まで、清水の駅前銀座商店街で、４年ほど台湾料理の店を会社で経

営しており、そこの管理を任されていた。75 席の店を１店舗であった。前の店

から７年程やっていたことと、なぜ店を閉めなければならなかったのかをイメ

ージしながらお話を聞いていた。リピーターが足りなかったかなと感じる。価

値でいえば、シェフは台湾から引き抜き、オリジナルの料理を出していたが、

なかなか続かない。もう少し頑張れれば良かったのだが。今思うと、コストの

問題もあるが、発信力、個店１店をお客様に知っていただく、いいものは、価

値があれば自然に広がっていくものなのか、 SNS も含めて何かの方法で広げて

いかなければならないのか、その辺りが分からなかった。これから皆さんで議

論していきたい。  

岩﨑会長  ありがとうございます。非常に重要な論点で、リピートということで、商い

というのはお客様をいかに飽きさせないかということが大切で、今の話は、ど

うすればお客様との絆を強くすることができるかどうかということである。商

店街とお客さんの絆もあるだろうし、個店のお客さんとの絆もあるし、リピー

ターをいかに増やすかという支援は重要だろう。後、もう一つは、価格という

のは、価値があれば、お客さんは少しくらい高くても来てくれるだろうが、価

値を感じなければ来てくれないだろうということである。価値をいかに伝える

かというので、これからの時代は、口コミとＳＮＳとメディアである。いずれ

も、多分広告費は要らない。どうすれば口コミしたくなるかを考える。どうす

れば口コミしたくなるかが、今後のポイントになるかもしれない。新谷委員は、

実際にお店をやっておられるので、個店の活性化策ということで、ざっくばら

んに意見をいただきたい。  

新谷委員  うちは小さなお店で、どちらかというと尖ってる系のお店かと思う。うちは

乾物にかなり特化するのを、先代からやってきている。先代は、地域のみんな

が困った時に買えるように、細かい所まで置いて、視点がばらけている。私は

尖った方にしたいと思っていて、そういう意味で、今の話を聞いてすごく納得

する部分があった。うちはどちらかというとリピートの方が圧倒的に多いので、

新規の方に来ていただくのに、すごく時間を割いている。その場合、まちゼミ

ではなく、自分のところで料理教室をやっていて、それで顧客の方々と近くな

ってリピートしていただくという形で、今はやっている。それでも限界がある
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ので、もうちょっと、どうやって知っていただくかということを、普段から思

っているし、商店街もそういう風にしていかないとダメだなとすごく感じた。

商店街も、どこまで尖れるのかがすごく大事だと思った。  

岩﨑会長  ありがとうございます。まさに、知ってもらう、情報発信の支援策というの

は、行政は十分にできると思う。尖るのは個店自らの自助努力で尖るというこ

とである。乾物ということだが、酒屋さんとか業種屋さんは、今大変厳しくな

ってきている。新谷委員は恐らく、乾物という物を売るのではなく、おいしい

食卓を売るとか、情報を売るという意味で、まちゼミや自分で教えるというよ

うに、情報を売るという発想は、非常に重要であろう。  

滝委員   先程、お茶の話が出ていたが、以前は、私もそうだが、決まったお店があり、

そこから買っていた。ちょっと需要が変わり、無農薬のお茶が作れているので、

そちらから買うように変えたが、友達の話を聞いていても、ほとんど決まった

お店で買っていた。それはなぜかというと、毎年必ずダイレクトメールが来て、

便利に買えるようになっていたり、安定して美味しいお茶が飲めたりするので

そういう風にしていた。後は、買い支えたいという気持ちもあった。消費者と

しては、買いやすいという面で、ダイレクトメールは重宝していた。  

岩﨑会長  ダイレクトメールですね。好きになって、ファンになれば、買い支えたいと

思う。今は、安ければいいということではなく、小さい店を応援したいという

人は、結構増えている。ただ、そういう人の期待とは何かといえば、小さい店

に個性を求めていたり、専門的なそこでしか買えないものを求めているので、

そういった小さい店で買いたい人の期待を押さえていくのはすごく大切で、そ

れができれば、今チャンスの時代が来ているという感じがする。ＤＭについて

は、「ダメで元々」のＤＭといって、打っても普通は反応率が悪い。ただ、反

応率を上げる方法があり、それは一人の人に向かってメッセージを書くことで

ある。ある人を想像してその人にメッセージをしたためると、結構リアルなメ

ッセージになるので、反応率が上がる。不特定多数の人に来てもらおうとして

ＤＭを出すと、誰にも刺さらない。そういう面で、絞るということをすると、

ＤＭの反応率は上がるので、こういった情報発信の仕方を商業者の方に伝えて

いくことは、すごく大切である。田中委員、実際にお店を開業されて、こうい

った施策があった方がいいとか、ざっくばらんにお願いしたい。 

田中委員  個人的な経験で、追い風がすごく吹いているというのは、やっていてすごく

実感がある。自分自身、元々はサラリーマンで、企業に勤めていたが、個店と

個人とは少し違うかもしれないが、大企業と比べて圧倒的に足りないのが、経

験とスキルだと思う。個店を１人２人でやっていると、その人には限られた時

間しかないし、持っているスキルも限られていて、やりたいと思っていても、

やれないこと、そっちの方に手を回す余裕がないといったところがあるので、

大企業というか大きな組織と、対等にはならず、プロモーション部分でもどう

しても不足してしまう。外から力を足していくというような、外部の人の協力

をもらうようなことが、すごく大事だと感じる。  



4 

 

岩﨑会長  連携とか異業種連携とか、単に近くにあるから一緒にやるとかではなく、同

じベクトルも向いているところが、力を合わせてやっていこうというような、

小さい企業が一つでできないようなところを連携に結びつく、出会いの場を増

やしていくような。  

田中委員  そうである。私も、意図的にやっていることがあり、地元の企業とかお店の

方とコラボレーションすると、相手の方のお客さんとか、相手の方の発信力も

借りることができる。一つの商品が、今までに比べると２倍、相手の人の大き

さによってはそれ以上の発信力が得られる。そのことは意識してやっている。 

岩﨑会長  コンチェさんのように、特徴ある店にとっては、時代的には追い風である。

口コミとかＳＮＳとか個人の力というのは、非常に強くなってきているので、

限られているということを、逆に強さに変えるということも必要かもしれない。

限られているから何かに絞れる。資源の量で戦ったら、大型店には勝てない。

ただ、大型店ではできない、田中さんでなくてはできない経験もある。経験は、

まねができないし、個人のパーソナリティも、まねはできないから、経験が少

ないことも逆に強さに変えるということだ。私の発想は、弱さを力に変える。

弱さも個性の一部である。弱いところを直しても平均になるだけである。それ

よりも大切なところは強い所を見つけてそこを徹底的に伸ばそうと。弱いとこ

ろがあったら、お客さんは気づける。ヒーローも、弱さがあるからヒーローに

なれる。弱いから惹きつける。弱さも個性の一部であるという発想が、小さい

店には必要ではないかと思う。今の大型店がなぜ厳しいかというと、単に強い

ものを合わせたけでは強くならないということである。例えば、香水は必ず臭

いにおいを入れなければ、お客様を惹きつけられない。いいにおいだけでは芳

香剤になってしまう。悪さを強さに変えていこうという意識は、必要になって

くるのではないかと思う。そこを連携で補うというのが大切だと思う。補うと

いうか伸ばすという感覚である。平田委員は大人気のラーメン屋さんであるが、

如何か。  

平田委員  自分のやっているお店も大型店ではなく、燕は県内に７店舗あるが、大型店

に近づこうとしているかと言えばそうではなく、各店舗、人がすべてなので、

各店舗個性があって尖っていくタイプだと思う。自分で勝手に想像していたが、

点が増えても、消費者側の人数が増えなければ、地域の活性化にはつながらな

いと思う。先ほど面と線、点のお話を聞いて、エリアとか商店の支援をやって

きたがうまくいかなかったというお話があったが、私はそこも大事だと思った

が、点がたくさん集まれば、そのエリアの強化にもつながるのかなと感じた。

新谷委員の言っていた、どう知ってもらうかというところは、すごく共感する

ところで、例えば、滝委員が言っている賢い消費者になろうという勉強会など

も、どこで知ってどうやって行こうとか、自分たちが売っている商品をどう知

らせていこうとかいうとことが一番大事である。先々週ラーメン業界がすごく

悪くで、なぜだろうと思ったら、サプリメントのＣＭのような情報発信で、一

発でやられてしまった。逆もあると思うので、そうじゃないよと情報発信でき

れば、また強みにもなるだろう。それも関係ないくらいのファンやお客さんが
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いてくれれば、個店として強くなっていくのではないかと思うので、全体とし

ては情報発信を一緒にやっていけたらいいのではないかと思う。  

岩﨑会長  情報の影響について、ありがとうございます。独りよがりになっていないで、

いかに伝わるかということがポイントになってきている。なぜ個性の時代に大

型店同士が似てしまうかというと、量を売ると似てしまう。20 人乗りのプロベ

ラ機と 500 人乗りのジャンボジェット機で、大型店が 500 人乗りのジャンボジ

ェット機だとすると、20 人しかお客さんがいないと、まったく割に合わない。

20 人乗りのプロペラ機にとって 20 人のお客さんがいれば満席である、という

マーケットをみているのが、今の需要の多様化である。需要の多様化の時代に

小さい企業にとっては、商売になるけど、大きい企業にとっては商売にならな

い場合がたくさん生まれている。それが今の時代である。松本委員は如何か。 

松本委員  公益目的でまちの賑わいづくりのお手伝いをしているが、今日はうちの事務

所のある七間町から左右を見ながら空き店舗が幾つあるのかなと、数えてきた

が、1 階だけでも１１店舗程あった。先月、清水銀座の多賀書店で行われたリ

ノベーションの報告会に出かけたが、報告会の熱気とは対照的に、人通りは殆

ど無かった。それでも七間町は、人通りはまだある方ではあるが、昔は映画館

が数多くあったので非常に人通りも多かった。これは時代の流れもあるが、特

に後継者の問題があるように思う。後継者候補の人が夢を持ち、やる気を持た

せるような店づくりが必要かと思う。先ほど、点から面へというお話があった

が、その地区に特に強烈な魅力があるテナントビルが一つできると、だいぶ「ま

ち」が変わってくる。パサージュ鷹匠がその例で、オーナーの染物屋さんが、

工房を閉めて不動産屋さんのアドバイスを受けながら南欧風の魅力的なテナ

ントビルを造った。そうすると、その周りに個性的な洒落たお店が続々オープ

ンし、古くからあるお店にも人が入っている。このようにランドマークとなる

テナントビルなどが一つできると、その周りも活気づくというように好循環に

なっていくと考える。また、呉服町、七間町の店舗でもネット販売にかなり力

を入れ、効果が出ているといった事例もある。  

岩﨑会長  ありがとうございます。後継者問題や空き店舗問題や、今、我々商業を取り

巻く環境は大変になっている。しかし、やり方次第で、後継者がいないからダ

メというよりも、ダメだから後継者がいないという発想も必要かと思う。個店

が元気になれば、後継者も生まれてくるという発想も必要だし、後は後継者を

育てる、大場委員がやられているような引継ぎといったことが重要になってく

る。村松委員は如何か。 

村松委員  長く市商連の会長をやってきた。私は、何とか個店の集合体である商店街を

がんばろうとやっている仲間の一人である。大型店はそれなりに強いし、今回

パルシェの中も、なかなか洒落た店になり、お客さんも回帰しているようであ

る。元々人が来るだけに、魅力ある店舗にしようとしているのだろうが、商店

街の中の商店は、そこまでお金を掛けられないという現実がある。私も実は二

代目で、三代目はいない。本業は時計と眼鏡と宝石をやっている。ある時代に、

時計専門や、眼鏡専門、宝石専門というように、それぞれを一本化したほうが
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いいという考え方が出てきて、かなりの時計屋さんが眼鏡店に変わった。宝石

店は宝石だけにし、時計店は、時計と宝飾を一緒にしている店がまだある。そ

の後、眼鏡店に嵐が吹き荒れて、眼鏡市場などの影響で、眼鏡店が一気に大ピ

ンチになった。宝石店は、呉服町などに多くなり、日本一高い密度になってい

る。そうなると宝石店は、相乗効果ではなく、潰しあいである。ましてや高い

地代のところに出店し、ここで取れなかったものをよそで取ろうとするチェー

ン店化的な考えは、もう遅いのではないか。そこは多分早晩逃げていくだろう

と考えている。私は時計店であるが、時計はありがたいことに、技術を持って

いる。例えば、眼鏡は、今日は来た店員が、検眼器など機械の操作を覚えるこ

とで、明日には店員になれる。時計は 10 年経たないと技術を覚えられない。

ただし、今売っている時計は電波時計やソーラーで、我々が手を下すところが

ないから、メーカー修理になる。今一番進んでいる、メーカーが売ろうとして

いる何十万円の時計は、お客を十年遠ざけている。そうすると商いは成り立た

ない。早晩これも完全になくなるだろうと。時計店は、地元店、地域店ではな

くなる。昔 140 件あった時計店は、今は 10 件も無い。私は、その中の１件で

もある。電池交換など大変喜ばれるが、お客さんとはよく喧嘩する。ものすご

く高慢な形で来るので、私も負けないで言う。結果的に、帰るときには理解し

てもらうが。また、副業として、すぐ隣で、たこ焼き店を始めた。たこ焼きは、

一皿８個入りが 250 円。安価で、時計店とは正反対な価格形態である。このた

こ焼き店は、リピーターが非常に多い。美味しかった、また来るよというお客

がどんどん増えている。味で勝負するものは、味に手抜きをしてはいけないと、

ものすごく感じている。時計店とたこ焼き店と対照的な店を両方経験している。

また、点から地域の発展は大事である。点である個店と、横のデパートである

商店街が頑張らなければ、お客さんは来ない。その中で、魅力ある個店づくり

をがんばろうということと、もう一つは地域性があるということである。我々

の商店街の近くにある常葉大学の学生が、商店街と一緒になって、この前も縁

日をやった。数日前に反省会をしたら、反省点がいくつも出てきた。彼らから、

我々に対する強引な注文も出てきた。これらを踏まえ、彼らと企画の段階から

やれるようになれば、もっと面白くなると思う。我々の商店街は、学生たちが

来る、学生とコラボしている特徴を持った商店街ということで、ますますがん

ばっていきたいと思う。 

岩﨑会長  ありがとうございます。地域性を生かすとか、学生とのコラボであるとか、

時計という物ではなく修理の技術やコミュニケーションであるという貴重な

お話であった。山梨委員は如何か。 

山梨委員  みなさんとはちょっと違い、お店を作ったりする方であり、色々な開業を目

の当たりにしてきた。その時に、開業する方に必ず言うのが、10 年前に開業す

るときには、例えば七間町でいえば敷金 10 か月とか、多い所で 12 か月取って、

礼金取って、その他に商業何々会費とかその他の経費などが掛かった。私がよ

くやっている人宿町とか、七間町とか、大通りの向こう側になってくるので、

商店街が機能していないので会費もないというところを理解して、10 年前の先



7 

 

輩方の開業と比べると、今のあなた方の開業は恵まれていると。金融もそうで、

開業支援で 2,000 万位だと 0.7％位である。他に、デザイナーさん関係だと、

２年間半分の家賃補助があったりとか、それも含めて、もう少し真剣に、開業

する時、自分がいくら儲けたいのかを考えてほしい。例えば、奥さんがいて、

子どもがいて生活するのに、家賃５万円で、５席のラーメン屋さんを、ラーメ

ンの腕は抜群だといってやったとしても、５席をランチタイムでどれくらい回

せるのか、しっかり理解しなければいけない。安ければいい訳でも、小さけれ

ばいい訳でもない。格好良ければいい訳でもない。自分は店舗内装費用と家賃

と箱の大きさと原価もざっくり聞いて、どのくらいで回して、どのくらい儲け

たいのかに、私のデザインを混ぜていくが、正直もうちょっと勉強してほしい

方もいる。来たが、今はやめた方がいいとはっきり言う場合もあるし、やれな

い人もいる。もうちょっと勉強、修行をもう１店舗やっても遅くないのではな

いかという場合もある。その辺りをしっかり計算できるような方でやっていか

ないといけないのかなと思う。もちろん、当然に腕というか、例えば飲食業で

あればおいしいとか、洋服屋であればこだわりの服の入手ルートがあるとか、

それは当たり前で、それが全然ないのであれば、開業しないほうが良いのでは

ないか。そこプラスアルファで、どれくらいの回転率があるかとか、オープニ

ングに立ち会うと、本当に気持ちは分るが、たくさんスタッフを入れられなか

ったりするので、結局お客さんが渋滞して、ラーメン屋とか飲食店などでは、

混乱させてしまい、逆に悪い印象で帰ってしまったりして、せっかく一番初め

のいい時のチャンスを失ってしまったりする。今。諸先輩方と、アトサキセブ

ン発展会をやっているが、そこに開業前の人間を呼んで、色々な業種の方と、

その辺りの事を、そこでコミュニケーションを取らせて、開業数か月前は皆さ

んお仕事を辞めていて暇なので、じゃあうちに来いという感じでやっている。

私は建築の方をやっているが、私が作った店が流行らないと、次にうちのリピ

ーターにならない。もう少し数字を分からせたり、開業前、例えばお寿司屋さ

んが、修行に修行を重ねてきて、休みの日は同じお寿司を食べに行って、どこ

がうまいとかで、その業種しか見ていない人がいるので、もう少し色々なもの

を知ってやっていくといいのではないかという話はしている。  

岩﨑会長  ありがとうございます。今日私は、マーケティングの話をしたが、山梨委員

の話は、マネジメントの話である。まさにマーケティングとマネジメントのバ

ランスで、特に腕はあるけど、数字が読めないとか管理ができないとか、人の

マネジメント、お金のマネジメント、そういう視点も必要だろうし、山梨委員

が自分でやられている面もあるし、政策としてマネジメントができる人は欠か

せない条件になる。  

大場委員  まず、私は商工会議所の人間であるので、皆さんの意見を聞いていて、何点

か思ったことがある。田中委員の、自分の経験だけだと経験が足りないという

のは、商工会議所としてもちゃんと応援できる体制にしていかなければいけな

いと思う。それから、山梨委員の言っていた、職人的な技だけでなく、経営者

としての感覚が要るという話で、これは実際に開業した時に、それなりの覚悟
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や知識がないとうまく行かないだろうということで、しっかりサポートしなく

てはいけないと思った。私は常々思っていることが３つあるので、それを述べ

させていただく。一つは、観光が非常に大事になっていると感じる。感覚的に

言うと、東京、京都、福岡にはよく行くが、街自体がとても賑やかである。イ

ンバウンドも取り込んでいる。これはＪＴＢが言っているが、日本人の一人あ

たりの消費額は、１２０万円弱位である。インバウンドの人が、ホテル代交通

費含めて、１人当たり平均で大体１５万円位使うらしい。計算すると、インバ

ウンドで８人来ると、大体日本人１人と同じくらいのお金を落とすことになる。

インバウンドだけではないが、そういう人をどうやって取り込むかが、商店街

には非常に重要であると感じる。観光というと物見遊山や神社仏閣とか思うが、

実際はほぼショッピングと飲食に使っている。なので、どうやって観光客を取

り込むかということをしっかりやらないと、商店街は大変になってしまう。観

光を街に取り込むのが一番大事であると感じる。もう一つは、そうした時に、

先ほど岩﨑会長から、大きい所がばかり強い訳ではなく小さいところこそ、と

いうお話があったが、消費者目線でいうと、物を単純に売るところは、利幅が

どんどん狭くなって、苦しくなっている。６次産業化とよく言うが、例えば、

平田委員のところは２次産業、ラーメンを作るという製造の機能があり、販売

するという単純な３次産業ではないと思う。自分のところでしか作れないラー

メンだから、価格競争に巻き込まれず、付加価値というか、利幅の大きいおい

しい所をもっていける。田中委員のところも、自分で物を作っているから強み

になるのではないかということである。これは受け売りであるが、ストアとは

倉庫で物を売るところで、これはダメで、ショップといって、店内で技を加え

て差別化できないと大変だという部分で、差別化をするのが個店のためにも必

要ではないかと思う。もう一つは、事業承継の話になるが、そのことについて

話をさせていただくと、日本の中小企業の全企業の経営者の中で、一番数が多

い年齢は、大体 66 才である。それが 20 年間で 15 年位年を取ってきた。40 代

から 66 才まで来てしまった。団塊の世代とほぼ一緒であるので、５年後は皆

70 才になってしまう。そういう意味でも、今、色々活力がなくなっている。経

営者として一番多いボリューム感の所が高齢化しているというところで、事業

承継をやっていくのであるが、実際の例でいうと、経営者が後継者を決めてい

ない時は、大体そのお店はだんだん成績が悪くなっていく。設備投資はしない

し、ＰＲもやらないという形である。同じ 66 才でも、例えば、息子が継ぐと

か従業員の誰かに任せるというところは、設備投資したりしてやっているので、

後継者を作ることは非常に大事である。私の友人でも飲食店をやった者がいる

が、やってそこそこ儲かると、だんだん飽きてくる。そこで新陳代謝できてい

ると、最初に開業した時の気合いのまま行けるが、ずっとやっていると、だん

だんモチベーションが落ちてくる。どういう風にして後継者をまわすかという

ことは、すごく重要である。今の事業承継の流れでいうと、親族承継は多くな

く、小さい所でも、身内以外に売りたいと。身内だと例えば、子ども２人いる

とどちらに、とか、面倒くさい部分があり、むしろドライに第三者承継をして、
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世代交代が自然にできるイメージでやっていくと個店の活力が出るのではな

いか。 

岩﨑会長  皆さん、貴重な意見をありがとうございました。初回なので、皆さんの意見

をお聞かせいただき、今後のヒントがたくさんあったと思う。時間も過ぎてい

るので、まとめ的に話をさせていただく。商業の活性化ということで、個店の

自助努力でやる部分もあるが、やはり施策として我々に何ができるかというこ

とで、今日ヒントをいただいたことで、まさに後継者支援などということは今

後の非常に重要なヒントだと思われるし、出会いの場を作っていくという連携

の支援というようなご指摘もいただいた。情報発信の支援も施策的にできるの

ではないかと感じる。さらに、連携ということでは、学生さんと商店街とのコ

ラボレーションというのも、もう既に行われているので、それをさらに深堀り

していくということも、ポイントになっていくのではないかと感じる。デザイ

ン力やお客さんの感性に訴える部分の支援も必要だと思うし、マーケティング

だけではなく、マネジメント力の向上のための支援というのも可能になってく

るのではないかと感じた。最後に、このような審議会でも、商業だけで商業の

問題を考える時代は終わったので、観光と商業の掛け算というのは重要になっ

てくる。私は、今高校の学習指導要領のアドバイスをしているが、新しい商業

高校にはかなり観光の部分が入ってきているので、まさにこれからの商業は半

分くらい観光かなと感じる。観光×商業とか、観光×小売とか、製造×小売と

か、情報小売業とかそういった時代になってきているのではないかと思うので、

そういった支援を積極的に行っていくというように、我々も従来と同じことを

やるのではなく、支援施策自体も進化する必要があるのではないかと感じた。

今日は本当に貴重な意見をいただき、最初のベクトル合わせをすることができ

て、非常にありがたく思う。また次回以降、具体的に深掘りしていくことがで

きればと思う。ご協力ありがとうございました。では、事務局にマイクをお返

しする。  
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