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ふくしまから始めよう！現状からの脱却、そして飛躍の軌跡へ

課題を多く頂いたアンケート
JSERA・日本スポーツ用品協同組合連合会
理事長

皆さまには、お忙しい中アンケートにお答え

土 赤 光 宏

と素晴らしい提案をいただきました。すでに、

いただき、そして貴重なご意見を多く頂戴いた

JSERA 理事会に於いても検討課題に挙がって

しました事、心より御礼申し上げます。

おります。⑤恵まれないこどもたちへのスポー

課題となるアンケートの中の幾つかについ

ツ社会福祉活動にもっと取り組むべき提案につ

て、代表理事としての考えをお伝えさせていた

いて。自分自身すごく大賛成です。皆さん個々

だきます。

では尽力されていらっしゃる事とは思います。

【JSERA に対しての要望】について。①自店

国内だけでは無く、世界にも目を向けるべきだ

に合ったクレジットカードについて。経済産業

と感じております。日本のスポーツ店は、スポー

省ホームページ内「キャッシュレス・消費者還

ツ人への思いやりでいっぱいです。⑥ JSERA

元事業」を参考にしてください。JSERA とし

は中小スポーツ店の「盾」。言われる通り、全

ても検討しております。また、ガソリンカード

国の中小スポーツ店が集まり、一つになった組

については、既に行なっております。②業界の

織が JSERA です。時には、国へ皆さんの声を

情報について。卸・メーカーからの SNS を活

届け、卸・メーカーさんへ要望や意見を申し上

用するのも良いと思います。スポーツ用器具管

げて行きます。そして、互いに協力も行なって

理アドバイザーについての情報は、メールにて

行きます。

配信をしております。③賦課金について。削減

次に、【メーカー・問屋さんへの要望】につ

は考えておりません。但し、常に経費の削減に

いて。①展示会について。先日、全国運動用品

努める努力はさせていただいております。それ

商工団体連合会会長佐々木恭一氏との対談で、

と、各県の組合運営については、何時でもご相

要望を致しました。②送料について。この課題

談してください。

については、卸・メーカーさんとの話し合いの

JSERA は組合店の皆さまのご理解とご協力

場にて申します。最後に、今回アンケートの中

で、成り立っております。今回のアンケートに

には、オブジェクション的な言葉も頂きました

も、JSERA は「組合員としての誇りと互いの

が、新代表理事として謙虚な気持ちで受けとめ

信頼を持ってする」この事が、大切であるとお

て、すべての組合店さんに、信頼され認められ

言葉を頂いております。私としても尽力致し

るよう努めさせていただきます。

ます。④会議方法について。次世代に向けた

拝

WEB 会議を今後活用して行くべきでは無いか
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対談「緊褌一番」
土赤理事長

全国運動用品商工団体連合会

れることも多く、誇りに思っています。

（全運団連）とはどのような団体でしょ

それはきっとスポーツの持つ素晴らしい

スポーツ用品の製造（一般社

団法人日本スポーツ用品工業協会）・小
売（ＪＳＥＲＡ）・卸（スポーツ用品卸
日本ゴルフ用品協会）の四つの団体で構
成されています。
その四つの団体の会員各社も全運団連
に加入していることとなります。
（土） 全運団連の活動の柱は何ですか。
財務省、経済産業省、スポーツ

庁等各省庁の通達や情報を各団体に提供
すること。
② スポーツ用品産業業界としての今
後の方向性についての施策検討を行
うこと。
だき、四団体の懸け橋として機能し
ていくこと。
（土） 大変力強いお言葉をいただき、あり
がとうございます。しかし、現実として、
スポーツ産業を取り巻く環境は激変して
おり、迷路から抜け出せずにいる小売店
そこで、今回「緊褌一番」つまり難事
などを前に心を引き締めて物事に取り組
む、というテーマで対談させていただき
ます。
（佐） 確かに昨今は時代の流れや技術の進
歩が速く、５年後、10 年後の予測が大
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め、地域や国を一つにまとめる力もあり
ます。
このように素晴らしい力がある「ス
ポーツ」は人間の本能や欲求に直結して
はないでしょうか。
健康になりたい、美しくなりたい、と
の欲求はウェルネスの分野になります。
存在感を示したい、との欲求はスポーツ
での勝利を追い求める思いにも通じ、来
高峰かもしれません。また人と交流した
い、遊びたい、リラックスしたいとの欲
す。
それだけ本能に繋がる仕事ですので、
ビジネスチャンスも大きく、奥が深いと
思います。ですから仕事に誇りをもち、
未来を創っていけるといいですね。

光宏

があるのも事実です。

を送る基盤となります。三つ目に絆を深

求はスポーツを楽しむ思いにも通じま

土赤

と考えています。

戦する勇気の尊さを教えてくれます。二

年東京で行われるオリンピックはその最

×

③ 各団体からの要望・提案等をいた

一つ目にスポーツは目標や課題に挑

いるので、ビジネスチャンスも多いので

恭一氏

（佐） ①

力のおかげです。

つ目に友情や信頼を育み、充実した人生

佐々木

商業組合）・ゴルフ用品（一般社団法人

全国運動用品商工団体連合会（全運団連）会長の佐々木 恭一氏に 私たちのスポーツ業界に起きている変革に、
どのように立ち向かっていけばよいのか 「緊褌一番」というテーマでお話を伺いました。

佐々木会長

対談

うか。詳しく教えてください。

今回は「緊褌一番」がテーマですが、
私の好きな四字熟語は「士魂商才」です。

（土） 現在のスポーツ産業を取り巻く変化
としては、モノ売りからコト売りへのシ
フトや、デジタル化など多岐にわたって
いますが、それぞれ具体的にどのように
お考えですか。教えてください。

変困難です。しかし、不安や心配事を増

（佐） デジタル化で「いつでも」「どこで

幅させるだけではなく、自分たちの未来

も」「誰とでも」繋がれるようになった

は自分たちで切り拓く方向にシフトして

が、モノやサービスが溢れているので、

いければと考えています。

消費者は結局何を選べばいいのかわから

私自身は、スポーツの仕事に携わるこ

ない。こんな時代だからこそ原点に立ち

とができることを友人知人に羨ましがら

返り、「人間力」で商品を買ってもらえ

で繋がった消費者同士が対話する双方対話の時
代でもあります。
よって、私自身は時代が変化しているといえ
ども商いの原理原則は従来と同じく「モノ」と
「心」であることは変化していないと思ってい
ます。
今年は令和へと年号が変わり、ゴールデンス
ポーツイヤーのスタートの年となりました。産
左：全国運動用品商工団体連合会
会長 佐々木 恭一 氏

官学連携または個々に組織や協会が立ち上がっ

右：日本スポーツ用品協同組合連合会
理事長 土赤 光宏 氏

が「スポーツ立国」＆「観光大国」になるよう

ています。国や政府はこの期間を活用し、日本
施策を進めています。

るように働きかけることが大切になってくるの

実際に、東京オリンピックパラリンピックは

ではないでしょうか。人間の温かさ、心の繋が

東京で開催するから東京だけの事と考えるので

りを打ち出すことで「誰から買うか」が重要に

はなく、全国各地にあるキャンプ候補地は、地

なってきます。

方行政に対し小売店各社がビジネスを行うチャ

また、モノ売りからコト売りへのシフトも以
前は価格や機能性を重視して商品を選んでいた
が、現在は体験や共感重視で商品やサービスを
選ぶように基準が変わってきたのです。ＳＮＳ

ンスです。事前トレーニングキャンプ申請候補
地情報は左記の URL から検索してください。
2019 年５月 21 日現在、全国トータルで 453
候補地があります。
例えば、土赤理事長の地元愛知県で検索する
と、豊橋市では 1991 年にドイツの自動車会社
進出を契機にヴォルフスブルグ市とパートナー
協定を締結し、交流する中で、ドイツのフェン

事前トレーニングキャンプ候補地情報
https://trainingcamp2020.metro.tokyo.jp/
trainingcamps

シングと陸上の事前合宿誘致を進めています。
（土） ゴールデンスポーツイヤースタートの年と
言っても、現状は個々の小売店はモノ売りで精

【東京オリンピック】
●開催期間：2020 年 7 月 24 日～ 8 月 9 日
●競技種目：33 競技 339 種目（史上最多）
●参加人数：１１，０９０人（予定）
●参加国：２０６カ国・地域
（リオ大会ベース）
●開催場所：東京・関東地域を中心に４２競技会場

【東京パラリンピック】
●開催期間：2020 年 8 月 25 日～ 9 月 6 日
●競技種目：22 競技 540 種目
●参加人数：4,400 人（予定）
●参加国：160 カ国・地域（リオ大会ベース）
●開催場所：東京・関東地域を中心に
２１競技会場
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一杯のところがあり、卸・メーカーさんの協力

参加した実績があります。日本では参加数が国

や応援が必要です。

内３万人になる予定です。

まずは、各店舗の特徴や専門競技に応じた助

先ほどお伝えしたように、生涯スポーツの国

言を営業マンの方にいただきたいとの声があり

際大会ですから、各小売店の方から、お客様に

ます。

情報をお伝えし、参加して楽しむ場を作ること

また、展示会や見本市の合同開催も全運団連
の皆様に小売店の意向として具申したいと思っ
ています。

ができると、末永くお付き合いできるお客様に
なっていただけると思います。
来年２月１日から末頃までインターネットで

（佐） メーカーや卸の事業活動の一つに情報の提

のエントリーを予定しているそうです。エント

供があると思います。商品・売り方・メンテナ

リー・全料金体系などは 2019 年 11 月の募集要

ンスなど様々な切り口で、口頭・紙面・WEB

項発表時にお知らせ予定とのことです。

を組み合わせて提供がされているのではないで
しょうか。現況としては WEB を活用され、検
索されることが多いように感じます。
また、スポーツの総合見本市の開催について

（掲載 URL

https://www.wmg2021.jp/fag）

是非活用してください。
【終わりに】
佐々木会長には、対談にあたり、事前に色々な

は、改めて土赤理事長からリクエストがあった

情報を掲載した資料を準備していただきました。

こと卸組合会合で説明いたします。

細やかなお心遣いに感謝いたします。

なお、現在「野球ビジネス」の活性化のため

伺った話の中で、特に印象に残ったのは、
『時

に卸各社が協力し「球活」に取り組んでいます。

代が変化しているといえども商いの原理原則は従

このような活動で互いの絆を強め、協調と共創

来と同じく「モノ」と「心」であることは変化し

の精神のもとスポーツ用品業界の発展の一助と

ていないと思っています。』とのお言葉でした。

なるように活動していきます。
今後「育成部会」などで今後のスポーツ業界

ＩＴ化など手段は変わっても、お客様は人であ
ることに変わりはないので、変わるべきところと、

の方向性を見出していくために勉強会などをし

不変のところをきちんと捉え、全運団連の方々と

ていきたいとも伺いましたので、我々ができる

協調しながらスポーツに携われることを誇りに思

ことがあれば協力していきます。

いつつ、業界の明るい未来を切り拓いていきたい

（土） 全運団連の皆さんと一緒に、全国大会につ

と感じた時間でした。

（記録者

平川友美）

ながるようなビッグイベントを共催できないで
しょうか。
（佐） そうですね、各企業が色々なイベントのス
ポンサーをつとめたり、其々の企業理念などが
あるでしょうからなかなか難しいとは思います
が、好機といえば、2021 年に開催されるワー

●開催期間：2021年5月14日~5月30日
●競技種目：35 競技 59 種目
+

オープン競技 17 競技

ルドマスターズゲームズ関西をうまく活用して

綱引きやビリヤードなどユニークな競技もあ
ります

はいかがでしょうか。スポンサー云々に関わら

●参加人数：競技者 5 万人（国外 2 万人・国内

ず、小売店はいろいろなメーカーと取引があり

3 万人）参加者 15 万人を見込む

ますので、ポスターでの告知など多くの方法が
考えだせると思います。
概 ね 30 歳 以 上 の 誰 も が 参 加 で き る 生 涯 ス
ポーツの国際大会です。前年の 2017 年オーク
ランド大会は世界約百カ国から約２万８千人が
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【ワールドマスターズゲームズ関西】
なんと !! アジア初開催 !

●参加国：150 カ国・地域以上
●開催場所：関西地域を中心に四国山陰北陸
など広域にて開催
関西 2 府 7 県 4 政令指定都市
で開催

育成部会アンケート報告

組合活動どこへ向かう？

年齢はおいくつですか。

JSERA への要望

◆組織力強化を望む

◆情報交換・発信の場に！

アンケートに寄せられた声の一部を紹介します。

● 強い組合（JSERA）を見出してほしい。
（60 代・男性）

● 各県組合の総会充実のため講師派遣
各県組合の総会の内容充実で、魅力的にするこ
とが総会の出席率向上につながり、結果として組
合員の増強になる。総会への講師派遣を JSERA

● 各社カードの一本化で手数料軽減
スポーツ用品販売では No1 の団体なので、そ
こを利用して業界を活性化。経費節約の交渉（カー
ド・ガソリン等）。
子どもたちにスポーツを教える教室など未来へ
向けた催しも組合で共催していけると良い。
（40 代・男性）

の方から各県組合に提案することから進展への
きっかけづくりをお願いしたい。下部組織である

各社カード等の組合の一本化はどうでしょう

各県組合を強化することが JSERA の発展にもつ

か。（ガソリンカードなどは１％の手数料で組合

ながると思う。

で組んでいるそうです。）カード等を組合で一本

（70 代・男性）

化し、組合も手数料を取り、健全な組合活動がで
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きるようにしてはいかがでしょうか。

あなたの性別を教えてください

（50 代・男性）

● 声を届けて

立ち向かって！

わたしたち小規模事業者の声を国及び行政機関
に届けてほしい。

（60 代・男性）

もっとメーカー・問屋さんに意見をしてほしい。
（60 代・男性）

● 情報発信
会員間の情報交換の場をもっと増やしてほし
い。メールでの情報提供、メーカーの方針、スポー
ツ庁の動向など。

● 賦課金

上げる Or 下げる !?

賦課金が高い。会費の多くが JSERA にかかる

（50 代・男性）

ため各県の組合運営費がない。 （50 代・男性）
SNS や Web 会議を活用し全国大会やブロック
年会費は高くても加入しているメリットが多い

会議を減少してください。YouTube や動画を活
用し情報共有、発信ができる部門（セクション）
を設立して若手（次世代）に応じた形に変容して
いってください。

（40 代・男性）

組合を目指しましょう！

（50 代・男性）

● スポーツ用器具管理アドバイザー
今後はスポーツ用器具管理アドバイザー講習会

商いの成功事例の共有

（40 代・男性）

を施設管理者向けに各地で開催できるといいと思
います。そのことにより利用者の危険回避が行わ

体育施設管理士等の資格取得の情報をいただけ
ればありがたい。

（50 代・男性）

れるとともに買換えや修理に対する予算の確保が
行われると思います。有償でいいので各県組合よ
り教育委員会や自治体にアナウンスできる要項や

お店は創業して何年ですか

ガイドラインの整理をお願いします。


（50 代・男性）
安全安心の JSERA 公認のシール・ポスターな

どの作成。加盟店の PR ができると思う。


（70 代・男性）
ワイヤーの交換となる目視できる基準や、鉄材

のサビ具合が見た目や肉厚の減など「これくらい
なると壊れる可能性がある」など少し専門的な判
断基準まで掘り下げてほしいです。地域の気候な
ど場所もあるので実例や科学的根拠から危機管理
できるものがもらえると最良です。
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（30 代・男性）

主力競技を上位 3 つお答えください

お店の売上構成比は？

お答えいただいた競技を順位に関係なく
総数として順位づけしてみました。

ＮEＴ

順位

店売

外商

競

技

票

数

1位

野球

114 票

2位

サッカー

41 票

3位

バレーボール

31 票

4位

学販

26 票

4位

バドミントン

26 票

5位

テニス

20 票

6位

バスケット

16 票

6位

ソフトテニス

16 票

共生委員会（育成部会）に希望する
オリジナル商品や共同仕入れの商品は何ですか？
①ボール関係
野球・サッカー・硬軟テニスボール
バレーボール・バスケットボール・シャトル
練習球。検落品などの共同仕入れ
ネットや安売り店の価格に対抗できる商品。

②スポーツ器具及び体育備品
バレーネット・サッカーネットなどのネット類
ライン引き 学校用教材
コートブラシ・木製レーキ
審判台 テーピング・コールドスプレー

③店舗用品
包装紙

スポーツ PAY

④サプリメント関連

⑤野球関連用品
サービス用グローブオイル（店名が入るもの）
カラーソックス、ストッキング、ベルトなど
P革

⑥アパレル
オリジナルジャージ
オリジナルキャップ

ソックス
ワンポイントT シャツ

⑦シューズ
ランニングシューズ
ウォーキングシューズ

上履き
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メーカー・問屋への要望

◆展示会・見本市の開催を

◆小売店に寄り添った提案を

● 東京展示会の同時期開催を

● 各店に合った商品提案を

展示会を同じ時期に開催してほしい
（30 代・男性

メーカーは問屋・小売店をとばしてユーザーに

50 代・男性）

アプローチしている気がする。前は営業担当者や
各地方で行われていた展示会でいろんな話を聞く

晴海や幕張

インテックのような総合見本市が

あれば楽しいなぁ

ことができたが今はできない

（50 代・男性）

（70 代・男性）
訪問回数増と情報提供、信頼回復、イベントの

展示会の地方開催

（40 代・男性）

めに実施していただきたい

● 将来のビジョンを示してほしい
経営方針の変更を突然突きつけないでほしい。
事前に少しづつ打ち合わせとか、検討会で発信す
べき

企画力と実践的セミナーなど他業界へ対抗するた

（50 代・男性）

少子化・超高齢化の中にあって本当に今のまま

（50 代・男性）

その店に合った商品提案のできる営業担当者の
育成

（70 代・男性）

● 運賃問題
運賃問題は大いに粗利低下に繋がっている

の商売を続ける気があるのかを知りたいです。各

（60 代・男性）

メーカー・問屋さん共に 10 年ビジョンをどのよ
うにもっているのか。特に地方に対して。


（30 代・男性）

考察

こちらのアンケート結果を拝見して考えました。
☆『 情報 』を希望とする声が目立つ理由は何か。
★ SNS の進化と共に目にして得る情報は直ぐ出来ると思ったが、現実は違った。
・卸各社のホームページからの検索

例：各問屋さんはメールで各店舗に配信

★今回のアンケート提出者には 211 人中 106 人が 61 歳から 75 歳に注目したい。
・SNS 等の交流サイトでの情報が取り難い年齢でもあるかも？
★聞く事で得る情報が、非常に少なくなっている事については確かである。
・メーカー、卸会社の営業担当者が来てくれない
★自店経営の先行きへの不安から誰かに相談したいが・・・。
・具体例 ( 成功例・進行例・失敗例 ) が知りたい
これだけ、情報が溢れている社会において、いや、溢れているからこそ適切な助言が欲しい・・・。
「組合のメリットは何か？」という質問がありますが、このアンケートを拝見して感じました。「皆で
集うことで多くの活きた情報が得られること」ではないかと。1000 社以上にも及ぶスポーツ用品小
売店が集結していることはやはり大きな武器です！
私たちも、今後、さらに役立つ組合活動のために、皆さんのご意見をもとに力を尽くします。

8

スポーツビジネス産業展報告

スポーツ産業の未来を考える
JSERA 監事

梅

本

泰

則

（ワン・トゥー・ワンコンサルティング代表）
スポーツ産業市場の動き

その方法は後ほど考えるとして、スポーツ用品

今、スポーツ産業は大きく動いています。その

以外の 5 つの分野についてはどうでしょう。これ

中で、小売店の皆さんはどのように進んでおられ

もよく見てみますと、それぞれハードルが高そう

るでしょうか。今後の進み方について、私なりに

です。とはいえ、彼らはもうすでに動き始めてい

考えてみたいと思います。

ます。それもスポーツ用品市場よりもはるかに速

さ て、 皆 様 ご 存 知 の よ う に、 ス ポ ー ツ 庁 は

いスピードです。そのことが顕著に分かりました

2017 年に「スポーツ未来開拓会議中間報告」を

のが、2018 年 2 月に幕張で開催された「第 1 回

発表し、スポーツ産業の未来を語りました。それ

スポーツビジネス産業展」です。

によりますと、スポーツ産業の規模は 2025 年に
15 兆円になるとの試算です。2012 年の規模が 5.5

5 つのスポーツ産業分野の動き

兆円ですから、13 年間で 3 倍になる、もしくは「し
たい」と考えていることが分かります。そして、
その報告において、スポーツ庁はスポーツ産業を
6 つの分野に分け、それぞれの目標規模を以下の
ように試算しました。
スポーツ産業分野 2012 年

2020 年

2025 年

１ スタジアム・ア
2.1 兆円 3.0 兆円 3.8 兆円
リーナ
マチュアス
２ ア
0 0.1 兆円 0.3 兆円
ポーツ
３ プロスポーツ

0.3 兆円 0.7 兆円 1.1 兆円

（放送・ 1.4 兆円 3.7 兆円 4.9 兆円
４ 周辺産業
旅行）
５ IoT 活用
６ スポーツ用品
合計

0 0.5 兆円 1.1 兆円
1.7 兆円 2.9 兆円 3.9 兆円
5.5 兆円 10.9 兆円 15.1 兆円

（出所：スポーツ未来開拓会議中間報告）

私は、この展示会に参加をして、本当に驚かさ
れました。スポーツ庁が目指すスポーツ産業の姿
を見ることが出来るものだったからです。しか

この試算によれば、スポーツ用品市場は 2025

も、スポーツ用品を除く 5 つの分野の企業や団体

年には 3.9 兆円に到達しています。驚くべく数字

が出展していました。そして、そこで分かったこ

ですね。どこからこんな数字が導き出されたので

とは、5 つのそれぞれの分野が取り掛かっている

しょうか。どうやってスポーツ用品市場を 13 年

ことは、スポーツ産業の未来を示すものだという

間で 2 倍以上の規模に出来るというのでしょう

ことです。

か。とてもスポーツ庁にその策があるとは思えま
せん。

特に⑴スタジアム・アリーナ、⑶プロスポーツ、
⑸ IoT 活用の分野からの出展は、目を見張るも
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（最新スタジアム例：メルセデススタジアム）
のがありました。例えば、
「スタジアム・アリーナ」

Ｔ、パナソニックといった大手企業も続々と参入

の分野は、欧米の最新スマートスタジアム・ア

してきているのです。

リーナを参考にした開発が進んでいて、その実態

また、大きな出展スペースではありませんが、

を紹介してくれています。日本におけるいくつか

⑵アマチュアスポーツや⑷周辺産業の分野でも動

の新設スタジアム・アリーナでは、すでにＩＴや

きがあることが分かります。例えば「アマチュア

映像技術を駆使したスマート化が図られているの

スポーツ」は、各競技団体の壁もあって、ビジネ

はご存知の通りです。また「プロスポーツ」の分

ス化をするのは難しいですが、UNIVAS という

野でも欧米のプロリーグの経営手法に学び、マー

組織を作って、まずは大学スポーツをビジネス化

ケティングを活用した観客動員を図ったりファン

していこうとしています。そして、「周辺産業」

サービスに努めたりしています。その内容につい

のメインは放送と旅行なのですが、すでにもう、

て、各プロリーグのトップが会期中のセミナーで

多くのスポーツがスマホで観られるようになり、

惜しげもなく公開してくれました。プロスポーツ

スポーツツーリズムも大手旅行代理店が力を入れ

の未来は実に明るいものとなりそうです。

ているのは、その表れです。確実に市場を大きく

そして、「IoT」の分野も動きが活発です。例

しようと動いています。

えば、電子入場チケットや観戦用アプリ、ウエア

そして、これらの５つの分野のビジネスは、お

ラブル機器を使った選手のコンディショニング管

互いが絡み合って動いているようです。スタジア

理ソフト、トラッキングデータを分析して戦術を

ムに最新のＩｏＴ技術や最新映像技術が導入され

検討できるツール、ＡＲやＶＲで各種スポーツの

たり、プロスポーツにトラッキング分析技術やセ

練習が出来る機器、センシング技術を使って技術

ンシング技術が活用されているいるといったよう

向上につなげられるソフト、新しい視点で試合を

に。

見られる映像技術など、多くの製品が紹介されて

このようなことが、「スポーツビジネス産業

います。これらの商品を開発しているのはベン

展」では分かります。そして、今年も第 2 回ス

チャー企業ばかりではありません。富士通、ＮＴ

ポーツビジネス産業展が行われ、26,000 人の入場、

（観戦スマホアプリ）
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（スマートスタジアム概念図例）

（センシング技術）

（トラッキングデータ分析）

17,000 人がセミナーを聴講しました。前回同様、

戦略提案の出来るソフトを商品とし積極的に扱う

スポーツ用品以外の 5 つの分野が出展し、さらに

のです。

進んだ商品やサービスが展示されました。確実に、

また、今後建設されるスマートスタジアム・ア

スポーツ庁の目指す目標に向かって活発に動いて

リーナでは、観客の巻き込み方が進化し、スポー

いることは間違いありません。

ツの楽しみ方が変わっていきます。スポーツをす

もちろん、スポーツ庁が目指しているスポーツ

る人を応援する人たちが増えていくのです。そこ

産業の姿は、スポーツビジネス産業展がすべてと

に私たちのチャンスはないでしょうか。さらには、

いうわけではありません。この他に重要な視点は、

ショッピングセンターのような施設が併設された

人材の育成です。例えば、プロスポーツや大学ス

スタジアム・アリーナも出来てきます。スポーツ

ポーツのマネジメントが出来る人材、部活や少年

用品を販売するには絶好の場所です。さらに、来

団の近代的指導者の育成、スポーツデータアナリ

場の観客にはスマホアプリで店舗案内をしたり商

ストの養成なども目指しています。これらについ

品クーポンを配ったりすることが出来ます。これ

ては今回の展示会ではみられませんでしたが、次

も一つのビジネスチャンスです。

回以降の課題かもしれません。

そして、プロスポーツばかりではありません。
アマチュアスポーツも大学スポーツを皮切りにビ

スポーツ用品小売業のビジネスチャンス

ジネス化が進んでいくことが予想されます。ここ

さて、スポーツ用品以外の 5 つの分野が動いて

にも大きな市場があるでしょう。さらに、ＩｏＴ

いることは分かりました。私たちにとって重要な

やＡＩなどのテクノロジーの発達は、スポーツ選

のは、スポーツ用品分野の動きです。それも、小

手にとって必要なコンディショニング管理や技術

売業の動きです。、スポーツ用品分野の企業や商

上達、戦術分析に役立つ機器・ソフトの開発を進

品は、スポーツビジネス産業展には出展していな

展させます。これらは部活や地域のスポーツ指導

いとお伝えしましたが、独自に動いているので

者にも有益なツールとなるはずです。これも大き

しょうか。そして、スポーツ庁の示す目標値を目

なビジネスチャンスとなるでしょう。また、「ス

指しているのでしょうか。私のところには、その

ポーツツーリズム」をうまくとらえられれば、彼

ような情報は入ってきてはいません。

らに必要な商品やサービスを提供できるはずで

いずれにしても、スポーツ用品市場は、このま

す。

まじっとしていても劇的に状況がよくなることは

つまり、私たちのお客様は、「スポーツをする

ないでしょう。少子化によるスポーツ用品市場の

人」だけではなく、「スポーツを観る人」や「ス

縮小も危惧されています。後継者問題も深刻です。

ポーツを支える人」も対象となります。そして、

しかし、それは現象の一つの面を見ているに過ぎ

従来のスポーツ用品だけでなく、スポーツ技術の

ません。たとえスポーツ人口が減っていったとし

上達をサポートするツール・ソフトや、お客様ご

ても、小売店の数が減っていったとしても、スポー

とにカスタマイズできる商品が続々と開発される

ツそのものは盛んになっていくのは間違いありま

ことでしょう。このような商品やサービスをとら

せん。スポーツは人々を感動させ、幸せに出来る

えて、新しい形態の小売業は出来ないでしょうか。

からです。

これらのビジネスチャンスは、従来の業界の閉ざ

では、2025 年に 3.9 兆円の市場規模にするに

された世界だけを見ていてもつかむことはできま

は、どうしたらいいでしょう。一つの方法として

せん。スポーツ庁が提案しているスポーツ用品市

は、スポーツ用品以外の 5 つの分野と積極的に手

場 3.9 兆円を達成するには従来の方法だけでは難

を組むことです。私たちの強みは、流通を抑えて

しいです。ぜひ革新的な姿勢をもって、新しい小

いることにあります。また、スポーツをする人た

売業に変化していこうではありませんか。スポー

ちという顧客を抱えています。ですから、そのルー

ツ産業を成長させて、わくわくする世界に貢献し

トにＩｏＴを活用した商品を乗せられたらどうで

ていこうではありませんか。そのことを、この場

しょう。例えば、ＶＲによる練習機器、コンディ

をお借りして強く訴えたいと思います。（以上）

ション管理のできる商品やソフト、データ分析や
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全国大会へ向けて

全国大会に向けて
愛媛県スポーツ用品協同組合
理事長
全国の組合員の皆様におかれましては、益々ご
健勝のこととお慶び申し上げます。

和 氣

と墨絵のライブペインティングを実施していただ
く予定です。皆さんも必ず一度は目にしたことが

2017 年に「愛顔（えがお）つなぐえひめ国体」

あるかとは思いますが、羽田空港ボーディングブ

を開催し無事終了することができホッとしたのも

リッジに描かれております 2020 東京オリンピッ

つかの間、今年は第 20 回

定時総会・全国大会

クのＰＲ看板は有名な作品であります。世界的に

を 10 月 24 日～ 25 日の２日間に渡り開催させて

活躍されている茂本氏の躍動感あふれる作品を目

いただくことになりました。

の前で見れることはまたとない機会でありますの

今年のスローガンは「スポーツと愛顔（えがお）
でつなごう

令和新時代へ」ということで、令和

で、是非お楽しみ下さい。
この研修会を通して、少しでも皆様の「気づき」

元年の最初の定時総会を愛媛の地で開催できます

や経営のお手伝いができるよう大会運営をしてい

ことを大変うれしく思いますと共に、この新たな

まいりますので、ご理解とご協力をお願いいたし

時代に立ち向かうために、少しでも実りのある定

ます。

時総会にするために愛媛のメンバーで思案してい
る所でございます。
研修会の第一部では、元松山商業

また翌日 25 日のエクスカーションですが、日
本 100 名城の一つ「松山城」や司馬遼太郎の小説

野球部監督

『坂の上の雲』で有名な「坂の上の雲ミュージア

野球部監督）の澤田勝彦氏の講演

ム」・松山市出身の俳人で野球とも深いつながり

会を予定しております。第 78 回全国高等学校野

のある「正岡子規記念館」そして愛媛のご当地料

球選手権大会決勝のいわゆる「奇跡のバックホー

理を堪能していただける観光コースと、愛媛県屈

ム」を生んだ好采配が取り上げられる事も多く

指のコースを堪能していただけるゴルフコースの

数々のメディアで紹介されておりますが、愛媛が

二本立てで準備しております。

（現北条高校

生んだ名将の貴重なお話は大変勉強になるかと思
います。

全国の仲間が集うこの２日間が実り多きものに
なるよう愛媛県の組合員 25 社で、精一杯おもて

研修会の第二部では、愛媛県松山市出身のイラ
ストレーターである茂本ヒデキチ氏による講演会

なしさせていただきますので、多数のご参加を心
よりお待ちしております。

JSERA 第 20 回定時総会・全国大会
令和元年 10 月 24 日（木）・25 日（金）

ＡＮＡクラウンプラザホテル松山
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均

新 理 事 長 登 場
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ブロック 大 会 報 告

令和元年度
北海道・東北ブロック協議会

総会報告

秋田県スポーツ用品商業協同組合
理事長

吉 田 隆 久

６ 月 18 日 火 曜 日、 令 和 初 の JSERA 北 海 道・
東北ブロック協議会総会が、土赤光宏日本スポー
ツ用品協同組合連合会理事長、羽田野洋東京ス
ポーツ用品工業協同組合副理事長をお迎えし秋田
駅から 20 分、美人の湯で有名な温泉旅館で行わ
れた。
定時総会では、早川純一ブロック会長の挨拶に
始まり、歓迎のことば、来賓祝辞と続き議事も無
事に終了。最後に渡辺恭一福島県運動具商業協同
組合理事長から昨年度全国大会の御礼がありまし
た。
勉強会、講演会は盛り沢山。初めに、伊藤超短
波株式会社様の商品説明。けが予防や治療、体調・
健康管理に直接繋がる情報を仕込んだ後は、「消
費税軽減税率対策

キャッシュレス決済導入セミ

ナー」の演題で中小企業診断士、森田俊朗氏から
マシンガントークで・キャッシュレスとは何か・
クレジットカード・デビットカード・スマホ決済、
QR 決済の現状・そのメリットとデメリットと今
後 の 展 望 ……… で、 ○ ○ Pay、 ○ △ Pay、× ○
Pay………さぁどうなる？

あっという間に時間

が来て、もっともっと聞きたい講演でした。
さて、皆さんは「秋田」と聞いて何を思い浮か
べるでしょうか。

・秋田犬・秋田美人・自然・

人情・鰰・ナマハゲ・かまくら・竿灯・雪・米・酒・
温泉………講演会の最後は「コメの秋田は酒の国」
と題し秋田県酒造組合社長

小玉真一郎氏から１

時間半にわたりご講演をいただきました。秋田県
の酒の現状～何故酒なのか～秋田の酒の歴史～酒
の造り方など、など、など、こちらも楽しい話で
たっぷりと仕込みをしてもらいました。
講演会でしびれた頭を温泉でゆっくりとほぐし
た後は、お待たせしました！懇親会！！ステージ
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秋田県酒造組合社長

小玉真一郎氏

の前にずらりと並ぶ日本酒の瓶、その数 30 本！
酒造組合さんのご協力のもと、県内 35 蔵から厳
選した純米大吟醸以下、大吟醸、純米吟醸、純米
酒………秋田だばぁさげだべぇとばかりに日本酒
での乾杯に始まりおいしいお酒のオンパレード。
文字通り膝突き合わせての酒談義、もちろん商売
の話も織り込んで、秋田の夜は更けていきました。
とっぴんぱらりのぷー。翌日の朝食に秋田名物が
いっぱい並んでいたのには気づきましたか？
来年は北海道で会いましょう。

ブロック 大 会 報 告

中 部 ブ ロック 協 議 会 岐 阜 大 会
中部ブロック協議会
会
元 号 が 令 和 に 変 わ り 初 め て の JSERA 中 部 ブ
ロック協議会岐阜大会を 6 月 5 日、土赤理事長ご
出席のもと大垣フォーラムホテルで開催。平成
30 年度

事業報告・収支報告、令和元年度

事

堀 田 浩 一

長

向性についての発表があり中部ブロックとして支
援していくことを確認。
そのあと研修会２で、東海学園大学

鈴木康平

氏に「アスリートの育成について」のテーマの元、

業計画・収支予算案、2020・2021 と三大大会が

大相撲の世界、中京大学アスリート、メダリスト

中部ブロックを中心に行われる事への準備、育成

達の素顔、裏話など。この中で「○△道は人の道、

部会（次世代交流会）予算などを審議し、全会一

人の道は思いやり、思いやりは品格」この言葉に

致で可決承認した。

は重みがありました。

総会後

研修会 1 では「キャッシュレス決済

帳が落ちて懇親会。

堀田ブロック会長の挨

を学ぼう」と題して、現状、今後の動向、実務的

拶のあと、７県の中部ブロック理事長による鏡開

な内容について学びました。

きでスタート。福井県

三層会では、メーカー代表
工業協同組合

副理事長

東京スポーツ用品

バンド演奏あり、ジャンケンゲームありとヒート

洋様、卸代表

アップ。締めは次期開催県

井本

忠嗣様

の挨拶で閉会。

にご出席頂きました。（ご多忙のところ、誠にあ

出席メーカー

スポーツ用品卸商業組合

羽田野

小林理事長による乾杯。

会長

りがとうございました。）

賓

富山県

15 社。出席組合員

澤田理事長
31 名。来

３名。

羽田野様には、小・中・高と学校数の減少を具
体的な数字を織り交ぜてご説明いただき、また井
本様の「地域に必要な店は残る」との言葉は心に
響きました。各組合報告では活動状況、今後の方
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スポーツ用器具管理アドバイザー

つ ぼ み 膨らむ
JSERA 専門委員

重 森

仁

大変な（いや、ビッグチャンスな）入札に指名

を切って走っていたような自負もあったかもしれ

されました。30 の小中学校の遊具、体育器具の

ません。今こんな事態に直面し、自分の足りなさ

点検業務です。シーソーやブランコ～高鉄棒、吊

を痛感する次第です。「アドバイザー制度」キチ

り輪などです。でも、本当に迷っています。病み

ンと業務準備をする段階に来ています。今後バド

上がりの私が、暑い屋内外で２ヶ月間ほど点検し、

ンタッチする方々とこれからのアドバイザーの方

それから一か月かけて分析し、結果のデーター

向性の確認と実行力を磨いていければと考えます。

を CD に落とし込んで提出するものです。従業員

「スポーツ用器具管理アドバイザー制度」今、

も不足する中、メーカー等の協力も得てのことに

実行していること、これから、しようとすること、

なりますが、業務を遂行できるのでしょうか。一

そしてしなければならないこと！

方で、「管理アドバイザー」の定着に向け、千載

その一端を私見も含みつつお示ししたいと思い

一遇のチャンスです。しかし、中途半端な点検で、

ます。

ミスでもしようものなら、二度と立ち上がれない
ことになります。「点検」こそ、石橋を叩いて渡

１．情報発信、問題意識の共有、さらにスポー
ツ庁へ

るものです。準備を怠った私に、あの言葉が、突

今年になって、管理アドバイザー通信を No. ４

き刺さります。何十年前のテレビだったでしょう

まで発行しました。このことによりアドバイザー

か、気象予報士制度ができる前だと思いますが、

同士がタイムリーに情報、問題意識の共有化を

お天気お姉さんが活躍する中、グレー一点、ご高

図っています。福島県のお店から要望を受け、ユー

齢の福井さんが活躍していたことを思い出します。

ザーとの共有化を図れるレポートの作成も試みま

「寒冷前線（じぇんせん）が・・・・・」の口調

した。さらにスポーツ庁政策課学校体育室室長補

で茶の間にわかりやすく天気解説をされていたこ

佐

古市

智さんにも届け、情報を共有化して今

とが懐かしく思われます。その福井さんが、別の

後の政策に生かしていただきたいと思います。

番組でこんなことを話されていたことを思い出し
ます。「僕がこんな年になってテレビに出しても
らっているのは、本当にうれしいし、普段、努力
してきた甲斐があった。年齢が高くなってくると
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２．
「スポーツ用器具管理アドバイザー」点検
シールの作製・頒布
このシールは、納品時に備品に貼り付けます。

チャンスが来てから、準備しても間に合わない。

シールには、管理番号、納品店名、点検時期等を

普段から自分ができること、すなわち気象のこと

記載し、〝 企業の信頼度アップ〟〝 定期点検の啓

についてだけは、勉強を重ねていたことが良かっ

発による安心・安全の担保〟〝 万一の事故時にお

た。備えあれば憂いなしは災害だけでなく、人生

ける迅速な対応〟〝 入札時の条件強化〟等を目的

のチャンスにも当てはまる」というような趣旨の

に作製・頒布し広めていきます。

話をされていたことが思い出されます。十分な準

〝「スポーツ用器具管理アドバイザー」がいる

備をしてチャンスを待つことが大切と教えていた

こと〟〝 保険に加入していること〟など一定の条

だいていたのです。自分としては、皆さんの先頭

件を満たしている店に有償でお分けします。詳細

は７月の理事会にて決定され、作製します。

す。
「スポーツ用器具管理アドバイザー」制度の国
家資格化は、重要な課題ですが、それに係わらず、
確実に「管理・点検・保守」の流れは来ています。
各都道府県組合の取り組みは機が熟しつつありま
す。力を合わせて頑張りましょう。JSERA とし
ては、養成・認定講習の内容を今日の課題に符合
させ、実力アップを図りたいと思います。「アド
バイザー」の実力向上、「制度」の実績が国に認

点検シール例

３．
「スポーツ用器具管理アドバイザー制度」
の普及、学校・行政への情宣活動、点
検業務等、各都道府県組合としての協同
取組み

められる道の一つと確信します。

ｽﾎﾟｰﾂ用器具管理

JSERA・日本スポーツ用品協同組合連合会

アドバイザー 通信

「スポーツ用器具管理アドバイザー」

理事長 土赤 光宏

担当委員長 美馬義一  専門委員 重森 仁

連絡先 ２０１９年５月２２日号
090-3273-1160

NO－３

運動会（体育祭）用備品の点検㻌 熱中症対策の啓発を！㻌
運動会（体育祭）の時期が秋から春・初夏に移行される地域、学校が増えています。状況を踏まえ今の時期

富山県組合、高知県組合等先進的な取組に学ぶ
ことはもちろん、私のように上記のような入札に
指名されても慌ててしまわないよう、組合として

から注意喚起を行いましょう。用具の安全点検はじめ正しい使用法等に留意し、さらに熱中症（先日５月１７日
に運動会の練習中に小学生２９名が病院に搬送されました。）にも注意し、安心の場構築に努めましょう。ここ
では、事故例をもとに安心・安全を考えましょう。㻌

綱引きの綱㻌
過去には重大事故が発生しています。競技中に綱が破断した場合、相当数のけが人が発生します。特異な
例として、１９９１年中部地方の小学校で発生した件ですが、綱を結んで使用し、児童がその結び目の中に指を
入れ、指が切断される事故が発生しています。ささくれ等チエックして、早めの交換を促しましょう。間違っても
綱を結んで使用するような行為はしないよう注意喚起しましょう。㻌

紙雷管㻌
危険であることを忘れないうちは安全である。

の協力体制の構築が大切です。点検業務は零細企
業では、人手不足で対応が厳しいです。これこそ

パッケージの裏の注意書きをよく読み、安全に使用するよう
啓発しましょう。また、子供が持ち帰って危険な行為をする事
㻌㻌

例も発生しています。紙雷管の管理も大切です。

テント㻌
設置されているテントが飛んでの事故は、運動会のみならず、各地、各イベントで発生しています。最悪の場

組合員同士の協力体制を日頃から培っておく必要

合、死者が出ています。数年前、近畿地方の高等学校体育祭中にテントが飛んで生徒に当たり骨折者が出ま

があります。制度の周知、情宣活動も組合事業と

審判台㻌

して取り組みたいものです。もちろん、JSERA

した。晴天無風で安心して、錘を置くなどの安全対策を怠ったのが原因です。晴天でも擾乱による浮き上がり、
突然の気象変化がある場合があります。穏やかといって安心せず、安全対策をとるよう注意喚起しましょう。㻌

なんで！と思われるかもしれません。最高裁までもめた事故が発生しています。昭和５６年、関東地方の中
学校テニスコートで両親がテニスをしている間に審判台上で遊んでいた５歳の長男が降りようとした時、審判台
が倒れ、頭を強く打って死亡した事例です。１，２審は管理責任者の責任としましたが、最高裁では両親の責任
としました。運動会にはいろんな方が来られます。幼い妹、弟も来ます。競技関係の備品等だけでなく、環境の
安全にも配慮しましょう。㻌

は各組合の活動に指針を示したり、サポートした

熱中症の予防も含め、細かな配慮を持って先生方やスタッフに注意喚起を行い、信頼

りと協調体制を日頃から作っておく必要もありま

アドバイザー通信例

を積み上げましょう！㻌

正常化会議報告

第 12 回販売促進活動懇談会
共生委員会委員長

早 川 純 一

過日４月 24 日 JSERA 事務局に於いて、体育

有る③保障が効くなどの質問がだされ、体育器具

器具メーカーを代表して 5 社㈱エバニュー、㈱

メーカー側からは他に合わせて有意義なお話を聞

三英、三和体育製販㈱、セノー㈱、トーエイライ

く事ができました。今後、JSERA だけの特別品

ト㈱ ( 敬称略 ) の各社１名と、報道１社、JSERA

番（運賃、組立代金等）の記載、JSERA オリジ

から８名、事務局２名の合計 16 名で「オリジナ

ナルマーク等の販売商品など今後商売に直接役立

ル体育器具商品」化の販売に向けて議論致しま

てが出来る内容での話合いでした。

した。例えに、「JSERA オリジナルライン引き」
とした場合、①メンテナンスが出来る②耐久性が

最後にメーカー様側からはすぐに社内検討致し
ますなどのお話しを頂き終了いたしました。
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理

事

会

日

時：平成 31 年２月５日（火）

場

所：ニューオーサカホテル

11：00 ～ 12：30

３階『金剛の間』

＜報告事項＞
１．理事長報告

••来年度第 26 回全国理事長会議は 2020 年２月

•［11月20日］近畿ブロック総会
•
（和歌山）出席
•［11月26日］中国ブロック総会（広島）
•
出席
•［１月６日］関西新年挨拶会
•

出席

４日（火）実施に決定。
３．その他
••育成部会からのアンケートを３月 20 日発行のリ

•［１月
•
7 日］東京新春年賀の会

出席

ポートで全組合員に配布する。

•［１月８日］名古屋新年挨拶会
•

出席

アンケート回 収 方 法は JSERA 事務局あてに

•［１月９日］北陸３県新春賀詞交歓会（石川）
•
出席

FAX する。回収期日は４月 10 日とする。
••２月 18 日にアシックスジャパン㈱小林淳二社長

•［１月21日］橋本聖子顧問
•

訪問

と対談の予定。
（土赤理事長・平川理事）

＜協議事項＞

対談内容については、３月 20 日発行のリポート

１．全国理事長会議について

に掲載する。

••全国理事長会議のスケジュール、担当等の最終
確認をした。

••キャッシュレス決済に向け JSERA とキャッシュ
レス決済事業者契約について、話し合われた。

２．次回全国理事長会議について

次回理事会にて事業者の方に来ていただき説明

••来年も例年通り大阪（ニューオーサカホテル）で

いただく事となった。

開催する事とした。

事前に資料を配布し、理事会までに各自勉強し、

それ以降については再度検討する。

説明に臨む。

日

時：平成 31 年４月 25 日（木）

場

所：JSERA 事務局

11：00 ～ 16：30

＜報告事項＞
１．理事長報告

••に差し掛かっている。次のステップに向けて活

••アシックスジャパン㈱代表取締役社長小林淳二
氏と取締役アスレチック事業部長の三宅

淳氏

3 名とで鼎談を行い、書記として平川理事に同

を調整して実施する予定。
••ボールを贈ろう事業は、本年も卸組合様に協力

席願った。

をいただき共同事業となります。

鼎談内容については、3 月号リポートに記載しま

補助金は JSERA と卸組合からで 17,000 円。

したが、とても大切な言葉を頂いた。

是非、全県での実施を願いたい。

「どこで買うかはお客様が決める」。この一言が、
自分たちでの努力も必要と。
＜活性化委員会＞

＜事業委員会＞

丸山委員

••全国理事長会議で提案があった紙袋の取り扱

２．委員会報告

いについてと㈱テクノスナカタより取り扱い商品
美馬委員長

••スポーツ用器具管理アドバイザー講習会は終盤
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動していく。また、北海道及び関東圏で講習会

の提案がありましたので後ほど審議していただ
きたい。

＜広報委員会＞

辻川委員長

••JSERAリポート 82 号（４月 20 日発行）を発行。
••次回は７月 20 日発行予定。

いただいた。
••希望するオリジナル商品の開発や共同仕入れの
商品に関しては、ボール類・スポーツ器具及び

＜共生委員会＞

早川委員長

体育備品・野球関連用品・店舗用品・サプリメ

••４月 24 日 JSERA 事務局にて第 12 回販売促進

ント関連・アパレル・シューズと概ね７つの分野

活動懇談会を開催。体育器具メーカー５社５名

に希望が多かった。また、他にも少数意見も多

に出席頂き、オリジナル体育器具商品化に向け

数あった。

て懇談しました。

••JSERA への要望では、スポーツ用器具管理ア

••育成部会アンケートを全組合員（1139）対象に

ドバイザーについてや SNS 等での細かい情報

実施しました。211 店から厳しいご意見をはじ

発信・情報交換、また組織力強化等の要望が

め色々なご意見をいただきました。

多かった。

＜総務委員会＞

治郎丸専務理事

••全国大会の準備。
＜審議事項＞

••アンケート集計の詳細は７月発行のリポートにて
報告します。
••各ブロックより選出されている育成部会員は現

１．全国理事長会議の全体報告
••卸役員との懇談会を例年見本市会場にて行って
いたが、今回は全国理事長会議の会場ホテル
で行ったため、その分経費が掛かった。
••JSEC 連絡会議が必要である事の再確認をし
た。また、伝達会議の開始時間を調整する。
２．次期全国理事長会議の内容について
••チャレンジ発表はアンケートの結果に基づいて
検討し、今回で終了する事に決定。
３．全国大会（愛媛県）の件
••前日の役員会で愛媛県組合の大上副理事長、

在、14 名。
５．ボールを贈ろう事業の件
••全組合で実施していただける様、根気強く促し
をする。

（全員一致で承認）

６．その他
••キャッシュレス決済の件は、治郎丸専務が改め
て楽天カード会社と条件について話し合う。
••スポーツ用器具管理アドバイザー納品シール作
製と頒布は、SG 商品を中心に新規納品時貼り
付けし、可能な限り備品点検・修理管理表を学
校やスポーツ施設と共同作製を行い信頼度を高

谷本専務理理事から受けた現状報告を資料を

める。

基に行い確認をした。

記載項目やデザイン、金額等について更に具体

••スローガンについて、昨年より大会スローガンと
年間スローガンを統一し一年間掲げるとしたが、

的に決めていく。
••ショッピングバッグ（紙袋）について

本大会より大会スローガンは例年通り開催県が

全国理事長会議の際に紙袋を扱ってはどうかと

決め、JSERA のスローガンは年間とせず理事

の意見が出ましたので、２社より見積もりをとり

長任期中のスローガンとして掲げることとした。

検討したが、現在取り扱っているショッピング

••研修会の内容について、講演会は主催県の意向

バッグよりもかなり高額なため、今回は見送るこ

もあるので必ずではないが、開始時間を考える
と一回にしていただきたい。また、全国から集

ととした。
••消費税増税後のショッピングバッグ販売価格に

まるにはこのタイミングが一番ふさわしいので育

ついて以下の様に決定した。

成部会等の時間も確保したい。

Ａセット

14,500 円

→

15,000 円

Ｃセット

13,000 円

→

13,500 円

ＡＣセット

20,000 円

→

20,500 円

（基本的な部分は全員一致で承認）
４．育成部会（アンケート集計）について
••育成部会アンケートを全組合員対象に実施しま

••㈱テクノスナカタより靴用脱臭剤の提案があっ

した。厳しい意見をはじめ色々な意見、考えを

た。JSERA 推奨商品にするかで具体的な金額・
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方法等を提示してもらい次回理事会で検討する

ピックライセンス商品」扱いについて、
「JSERA

事とした。

組合店は自治体向けにアプローチを行い、
アシッ

••消費税率改定に関するポスターを前回同様作成
し、ホームページに掲載することにした。また、
リポートでも案内する。ポスター作成を関口副
理事長にお願いする。
••自治体向け「東京 2020 オリンピック・パラリン

クスジャパン担当者と話合いの基進めて行く」。
取組み方について再確認をした。
••JSERA 後継者育成塾の提案を梅本監事よりい
ただいたが、今はまだこの時期ではないという
ことで見送ることとした。

消費税 増税にかかわるＰＯＰの掲示物告 知

2019 年 10 月から消費税改正がはじまります !!
消費税改定に向け、店頭に貼る「消費税改定に
関するお知らせ」の POP を JSERA のホームペー

店頭においてお客様へお知らせする POP

是

非ご活用ください !!

ジ上（www.jsera.jp）からダウンロードできるよ
うにいたします。
各店の状況にあわせて掲示していただけるよ
う、2 パターン準備しています。
軽減税率の導入、区分記載請求書等保存法式の
導入など様々な改定がありますので、業務対策、
システム対応など計画的な対策が必要になってき
ます。

編集後記
いっこうに梅雨にならない不思議な天気で
す。史上初の梅雨入りの遅さとのこと。
きっとこれから暑さが厳しくなるでしょうか
ら、皆様お身体に気を付けてお過ごしください。

（T・H)
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