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平成２９年 ９月２１日
目 黒 区 商 店 街 連 合 会
目黒区商店街振興組合連合会
目黒区商店街連合会協同組合
会長・代表理事 岡田 一弥
（公 印 省 略）

定例理事会結果報告
日

時

平成２９年 ９月２１日（水）午後２時より

場

所

目黒区役所 第１８会議室

出席者

岡田（自由が丘）藤森（権之助）太田（駒場東大）原武（自由が丘）原清隆、吉川（学
大東口）富田（西小山）諏訪（学大西口）柏井（中目駅前）宮崎（柿木坂商和）小川（平
町）依田（洗足）森戸（富志美）坂本（トリツ）伊藤（専務理事）佐々木（区商連）

報告事項
○東急総合研究所の三浦氏が出席され、各商店街様にお願いする「東急線沿線商店街の実態と将来
展望」アンケートについて説明した。ただ、スケジュールの関係で、理事会での説明前に各商店
街様に依頼文等を発送させていただきました。誠に申し訳ありません。
○とうきょう共済の鳥山氏（☎３５４２－０２７１）が出席され「とうきょう共済創立６０周年記
念キャンペーン」について声明した。区商連の多くの会員様が契約され、経費の節減にも役立っ
ている火災保険や自動車保険などです。現在加入している保険と比較していただける様、見積も
りも出してもらえます。関心のある会員様には、事務局まで気軽にお問い合わせください。
○事務局より、本日の配布資料①：消費税軽減税率制度説明会 ②：中退共方のお知らせ ③：目
黒区貯蓄組合連合会会報 について説明した。
挨

拶

岡田会長より、挨拶があり議題に入った。

第１号議案

地域 BWA 事業報告

○ジャスパスの藤井氏、仲岡氏、松浦氏が出席され、目黒区における地域通信サービスの状況報告
を受けた。
・インターネットサービスとなる無線Ｗi-Ｆi を平成３０年１月に運用開始予定です。
・区役所内でのテストや目黒シティランなどで実証実験を行います。
・東京大学のビーコン（配信システム）を活用して、非常時の避難情報や通常時は地域振興に役立
つ情報をピンポイントで発信できます。
・電子商品券などシステムを応用したサービスも計画中です。
（全員承認）
第２号議案

若手育成事業報告

○諏訪事業副部長より、チームスマにゃんの活動報告をした。
・開催日：平成２９年 ８月２３日（水）１９：００～２２：３０

・会

場：学芸大学商店連合会 並びに 丸はし総本店 目黒区鷹番 3-19-5

03-3712-9457

・参加者：３７名
岡田（自由）太田（駒場東大）柏井、濱本、梅田、三浦、道城、今江（中目）市塚（祐栄）
倭文（祐み）鈴木、吉川、川又、飯島、村上、六人部、中村（学東）諏訪、豊島（学西）
高柳、山内（学本）廣瀬（公園）杉山、鈴木（大岡山）依田、岡本（洗足）森戸、関根、
三室、岩崎（富志美）田島、辻（平町）佐藤（清水）笠原（東急）植竹（カード）高瀬（オ
ーラ）伊藤（区商連）
・次

第

１．学芸大学商店街 各商店街・エリア視察
２．意見交換会 司会 諏訪
【質疑応答】
◇諏

訪 学芸大学商店街メンバーにも多く参加していただき、それぞれの実施企画について紹介
してもらいました。良い雰囲気の中で交流会を進めることができました。次回以降は、
１１月に中目黒。２月に洗足。春ごろに祐天寺を予定しています。

◇柏

井 地形的にも平坦で商店街の環境としても最適な地域だと思います。

◇原清隆 学芸大学の特色を多くの方に見ていただき、良い機会になったと思います。次回は参加
させていただきます。
（全員承認）
第３号議案

めぐも・ショッピングシステム ポイントキャンペーンについて

○事務局より報告。
・９月１日より第２回目となります１００ポイントプレゼントキャンペーンを実施中です。
・キャンペーン期間：平成２９年９月１日（金）から同３０日（金）まで
参加店様ごとに先着５０名（重複なし）のお客様に 100 ポイント（100 円）を付与いたします。
・新規参加店の募集も受付中です。
（全員承認）
第４号議案 新年度の事業について
○事務局より、のんびりイベント散歩について説明した。
・開催日 ①駒場（10/1 日）駒場のまつり○自由が丘（10/8・9）告知活動②祐天寺（10/21 土）
③洗足（10/28 土）④学大（10/29 日）⑤大岡山（11/5 日）○自由が丘(12/3)告知活動
・開催時間

11 時から 15 時

受付時間は 11 時より 13 時まで

・募集人数

５００人（インターネット）＋商店街募集

当日参加は 11 時 30 分より受付

・事業内容 各参加商店街のイベントを紹介する、クイズラリー形式の回遊企画。開催地域に関連
した問題を解きながら商店街を巡る企画です。完歩者には商品券（５００円分）をお
渡しし、東急ポイントも来場ポイントとしてめぐも参加店から提供します。
（全員承認）
第５号議案 ふるさと納税について
○事務局より、ふるさと納税について報告した。

・すでに各地で実施しているふるさと納税を、目黒区商店街連合会が依頼団体として事業化を進め
ています。
・年内には事業開始したい。まだ商品数が足りないので、会員様から商品の提案をお願いします。
・区商連として、目黒区商店街商品券も対象商品としたいと思います。
・以下 議題に添った議事録を記載します。
ション補助金の強化を（総額 1,500 万円、振興組合の補助強化等）
解答：昨年度が総額 950 万円余りなので、新年度の事業進展を見ながら考察する
【質疑応答】
◇岡

田 当区商連が目黒区から信頼されたからこそ依頼されている事業ですから、ここで良い実
績を作りたいと思います。

◇原清隆 目黒区では、１０億円以上が他の行政区に納税されている状況らしいです。本来は地方
の活性化のためだったのですが。
◇岡

田 今年度はさらに増える可能性があるとのことです。街の自慢の商品を通常の商売として
活用いただきたいと思います。せっかく区商連に依頼された事業ですので、積極的に商
品のご推薦をお願いいたします。
（全員承認）

第６号議案 決算書提出のお願い
○事務局より、決算書におけるお願いについて報告した。
・目黒区とのやり取りの中で、各商店街様の決算書の書式や会員名簿の「あるなし」などで、補助
事業の実施に支障が出ているケースがある、との報告が区役所から来ています。
・その対応策として、まず各商店街様の決算書と会員名簿を区商連に提出していただきたく、お
願いいたします。
・そして区商連は、基本となる決算書などのひな形を作成し、修正が必要と思われる商店街様に、
作成のお手伝いをさせていただこうと思います。
・全ての振興組合（法人）様には、区商連に決算報告書並びに役員変更届のコピーの提出をお願
いいたします。
（すでに提出いただいている商店街様には、追加提出は必要ありません。）
【質疑応答】
◇原清隆 まず、商店街で現在作成している書面を提出すればよいのですね。
◇事務局 それで結構です。
（全員承認）
第６号議案 その他
①事務局より、商店街のつどいについて報告した。
・各商店街様には配布済みですが、スケジュール表のとおりお忘れなく参加をお願いします。
・また、参加者は各商店街様でお決めいただいて構いませんので、現場で事業を進めている方や若
手の方々の参加もよろしくお願いいたします。

商店街エリア・商店街数

開催日時

開催場所

目黒エリア

９商店街

10/30（月）19 時～20 時 30 分 東部 田道住区センター

洗足

４商店街

10/31（火）19 時～20 時 30 分 南部 月光原住区センター

〃

西小山 〃

１１商店街

都立大学〃

６商店街

大岡山 〃

１商店街

自由が丘〃

１５商店街

駒場・大橋〃

４商店街

中目黒 〃

４商店街

祐天寺 〃

６商店街

学芸大学〃

６商店街

11/２（木）19 時～20 時 30 分

西部 緑が丘文化会館

11/６（月）19 時～20 時 30 分

北部 目黒区役所

11/７（火）19 時～20 時 30 分

中央 中央町社会教育館

１７会議室

【質疑応答】
◇原清隆 商店街のつどいでの要望事項を、区商連として統一した方が良いのでは。
◇事務局 要望として各商店街様からもプロモーションの増額を提案してください。
（全員承認）
②事務局より、防災用品の販売について報告した。
・８月中旬に防災用品のパンフレットを回覧配布しましたが、現在までで消火器・消火具トータル
として １９３本販売することができ、回収も１００本以上集めることができています。
・この数字からも、地域の方々が消火器の購入と古い消火器の処分に困っていたことが分かりまし
た。今後も皆様からも周知のほどよろしくお願いいたします。
・商店街のつどいでも、引き続き事業が行えるように提案いただけると助かります。
【質疑応答】
◇岡

田 金額もそこそこで顔のわかる商店街での販売であれば、地域の方も安心して購入できる
と思います。引き続き継続事業となるよう努力していきましょう。
（全員承認）

③事務局より、商品券の供託金について説明した。
・これまで区商連の商品券事業に於きまして、財務局の対する事業報告の中の、商品券の保証業務
を「三井住友火災海上社」にお願いしてきましたが、その業務の継続が出来ないとのお知らせが
ありました。そのため、対応策として他区でも実施している商品券流通金額の半額を法務局へ供
託するの制度を行うことといたしたいと思います。
・供託金は、目黒区振連として確保している預金で安全にまかなえますのでご安心ください。
・この作業を、次回財務局への報告期限であります本年１１月までに完了させていただきます。
【質疑応答】
◇富

田 商品券流通金額の半額を供託と言うことですね。

◇原清隆 各商店、商店街での作業は今までと変わりなく実施できますね。
◇事務局 今まで通りの取り扱い作業をお願いいたします。
（全員承認）

○富田監事より、都商連が考える消費税の軽減税率について説明した。
・消費税の軽減税率は、提出作業等に負担が予想される。各業種に於いて要望があれば早めに提案
下さい、との要請がありました。
【質疑応答】
◇原清隆 飲食店などでは、店内での商品提供とお持ち帰りの場合と税率が違ってきますよね。
◇富

田 レジでの処理が難しいと思います。商品券流通金額の半額を供託と言うことですね。

◇岡

田 レジの導入に対する補助もあります。

◇富

田 商品券プレミアムに対する要望を引き続き、国に出すとのことです。
（全員承認）

今後の予定
・理事会
・エリア会議

１０月１８日（水）１４：００より

目黒区役所 第１８会議室

９月２６日（火）１４：００より 学芸大学商店街事務所

午後１５時１５分、原清隆副会長がスケジュール紹介と岡田会長のあいさつで閉会した。

