
 

- 1 - 

第１４回総務文教常任委員会会議録 

平成２９年１１月２９日（水） 

    開 会   午前  ９時００分 

    閉 会   午前 １１時５６分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●企画政策課 

  ①平成２９年度緊急経済対策事業について 

  

 

２．次回委員会の開催について 

 

３．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  勝 又 武 司    副委員長  加 藤 健 次 

     委 員  村 島 健 二    委  員  池 下   昇 

       委 員  河 口   高    委  員  堀 川 哲 男 

委 員  伊 藤 忠 之    ※議 長  田 中   誠 

 

 

○欠席委員    なし 

     

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■企画政策課長     本松 昭仁    ■まちづくりＧ総括主査 水尾 和広  

 ■まちづくりＧ主査   田中 誠之    ■まちづくりＧ主任   半澤  忍     

    

  

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  溝 口 富 男 

    主  査  寺 岡 輝 美 
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  ●開会の宣告 

 

○勝又委員長 

 第１４回総務文教常任委員会を開催させていただきます。 

 

 

○勝又委員長 

 大きな１番、町から協議報告事項について、企画政策課１点ございます。平成２９年度緊急

経済対策事業について。はい課長。 

 

○企画政策課長 

 それでは私の方から大枠についてご説明をさせていただきたいと思います。 

商工業の経営環境の厳しい状況の中におきまして、今般平成２９年度緊急対策事業を組ませ

ていただきたいというふうに思います。まず町内の事業所への公共事業の前倒しによる追加事

業の発注、さらには地域振興券の発行、そして中小企業融資の別枠の制度を設けるという３つ

の枠組みで緊急経済対策を実施させていただきたいというふうに思います。そういったことを

させていただいて町内商工業の支援、並びに家計の軽減というような形の中で消費拡大を図っ

ていきたいというふうに考えております。ただ今申し上げました３つの枠組みの部分でござい

ますけども、１ページをお開きいただきたいというふうに思います。 

まず平成３０年度事業前倒しによる町内事業所活性化を図る経済対策ということで緊急経済

対策事業を組ませていただきたいというふうに思います。総額の方は４千９００万円程度を見

込んでございます。 

それから商品券の配布による町内商工業の支援及び家計負担の軽減等を図る経済対策、地域

振興券の発行事業でございます。地域振興券の交付事業でございます。これにつきましては４

千３００万円程度を見込んでございます。 

さらには次のページに記載してございます現行の中小企業融資制度がございますけども、そ

れの別枠として追加融資の制度を設けさせていただいて、その融資の部分では融資の利息保証

料の分を全額支援するというような制度を設ける３つの事業でございます。これらについて担

当より細かく説明をさせていただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 はい担当。 

 

○まちづくりＧ主査 

それでは私の方から緊急経済対策にかかります一般会計の補正予算第４号につきまして御説

明をいたします。３ページをお開きください。 

初めに歳出の補正内容から説明を申し上げます。総務費でございます。先ほども課長の方か

ら説明がありましたが、町内商工業の状況を鑑み、科目を新設し緊急経済対策を実施するもの

でございます。 
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まず歳出の方のところでございますが、緊急経済対策事業ということで消耗品の購入、施設

等の修繕、備品の購入等を行うものでございまして、それに関連する費用も含み４千９００万

円を計上いたします。 

次に地域振興券交付事業の部分でございますが、町内商工業者で使用できる商品券を配付し、

地元での消費拡大を図るものでございまして、券の発行にかかる町側の事務費、あとは券の換

金に関する事務を商工会に委託する費用を合わせまして４千３０２万７千円を計上するもので

ございます。 

緊急経済融資事業につきましては現法の中小事業融資の別枠でございまして、１事業所につ

き３００万円までの融資にかかる利息と保証料を全額助成するものでございます。３５万６千

円を補正いたします。 

歳出の現計予算額５５億３千５４万３千円に補正額９千２３８万３千円を追加しまして補正

後の予算額は５６億２千２９２万６千円となります。 

続きまして歳入の部分の説明をいたします。先ほど申し上げました事業の財源といたしまし

て財政調整基金を繰入れまして、９千２３８万３千円を充当いたします。歳入の現計予算額５

５億３千５４万３千円に補正額９千２３８万３千円を追加いたしまして、補正後の予算額は５

６億２千２９２万６千円となります。 

続きまして４ページをお開きください。こちらは補正予算の概要そして補正内容、財源内容

の概要を掲載してございます。 

緊急経済対策事業でございますが、まず需用費につきましては交通安全指導に係る誘導棒、

公営住宅消火器等の購入、緑温泉の修繕等でございまして１千２０６万３千円を見込んでござ

います。役務費につきましては、公用車の購入費等にかかる保険料等の費用でございまして４

２万円を計上してございます。工事請負費につきましては、こちらに記載してあります通りパ

パスランドのエアコン設置工事でございまして、こちら２００万円を計上いたします。備品購

入費につきましては、清里保育所の給湯器、幼児用椅子と公共施設の椅子等々の購入、あとは

毛布等の防災備品の購入、公用車学校の電器具等の教材の購入でございまして、合わせて３千

４４１万７千円となってございます。そして公用車の購入に係る公課費ということで１０万円

を計上してございます。緊急経済対策費といたしましては合わせて４千９００万円を計上いた

します。 

地域振興券の交付事業につきましては地域振興券及びそれにかかる申請書の作成、封筒印刷

に対し５９万９千円、町の事務経費として４万５千円、券の換金等に関する事務を商工会に委

託する費用を合わせましてこちらが４千２３８万３千円、あわせまして４千３０２万７千円を

補正いたします。 

緊急経済融資事業につきましては約１０件分を見込んでおりまして、利子補給２４万１千円、

保証料で１１万５千円、合わせて３５万６千円を補正いたします。あわせまして９千２３８万

３千円の補正額でございます。平成２９年度一般会計補正予算第４号につきまして私の説明は

以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい担当。 
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○まちづくりＧ総括主査 

引き続きまして私より、清里町地域振興券交付事業要綱案につきまして御説明をさせていた

だきたいと思います。５ページご覧ください。 

第１条は地域振興券交付事業の目的を謳っているところでございます。第２条は地域振興券

の性質を謳っておりまして、主なものといたしましては地域振興券の額面は１千円、使用期限

は平成３０年１月３１日であることを謳ってございます。第３条は交付対象者について謳って

ございます。対象者の基準日は平成２９年１２月１日とし、基準日において住民基本台帳に記

載されている者といたします。また交付を受けるまでに死亡した場合につきましては交付対象

としないこととし、最終交付日までに出生をした場合におきましては交付対象といたします。

いずれも交付対象者の判断となる日は清里町が住民異動届けを受理した日といたします。第４

条は交付額について謳ってございます。１名につき１万円分の振興券を交付いたします。第５

条は申請交付について謳ってございます。１２月１５日広報お知らせ版交付時に申請書を全戸

配付いたします。町民会館、札弦センター、緑センターに交付会場を開設し、交付対象者に署

名捺印をいただいた申請書を提出いただきます。第６条は商工会の関与を謳ってございます。

券の回収、換金は商工会事務局が行います。商工会会員は店舗等に地域振興券が利用できる旨

のポスターを掲示し、物品の販売等の提供を行います。第７条は換金手続きについて謳ってご

ざいます。前述のとおり換金手続きは商工会事務局が行います。７ページをご覧ください。第

８条はその他といたしまして、この要綱が定めるものの他、必要な事項は町長が別に定めると

しているところでございます。 

続いて８ページご覧ください。地域振興券事業の概要となります。１及び２につきましては

要綱と同じ内容でございますので割愛をさせていただきます。 

３、地域振興券についてでございます。（４）をご覧ください。地域振興券の使用期限は平

成２９年１２月２２日から平成３０年１月３１日としております。（５）をご覧ください。交

付後の再発行はしないこととしてございます。（６）をご覧ください。発行に当たっては偽造

防止措置を行うとともに、振興券に記載する必要事項をこちらに明記しているところでござい

ます。４及び５につきましては要綱と同じ内容でございますので割愛させていただきます。 

６、申請交付でございます。（５）をご覧ください。交付会場を設営しての交付期間は平成

２９年１２月２２日金曜日から平成２９年１２月２４日日曜日としてございます。（６）をご

覧ください。交付会場は町民会館、札弦センター、緑センターといたします。 

７及び８につきましては要綱と同じ内容でございますので割愛させていただきます。 

９、地域振興券の広報でございます。住民周知は後日開催されます臨時議会での御承認をい

ただけましたら１２月９日に事業概要チラシを新聞折り込み、１５日のお知らせ発行時に折り

込みにてチラシ及び申請書の配付を行います。他、北海道新聞網走市局への情報提供等も行い

まして新聞紙面等による周知依頼をする予定でございます。また、ホームページ、フェイスブ

ック等での情報発信も行わせていただきます。 

１０ページをご覧ください。１１は本事業におけます予算、１２につきましては主なスケジ

ュールとなってございます。以上で私からの説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 



 

- 5 - 

 

○企画政策課長 

 ３つ目の融資の関係のご説明をさせていただきたいというふうに思います。ページが１１ペ

ージから１４ページという形になってございます。先ほども申し上げましたとおり別枠で制度

を設けるということであります。これにつきましてはこの要綱の附則に追加として設けさせて

いただいております。最後の１４ページの一番下のところをご覧いただきたいというふうに思

います。 

この現行の要綱に附則としまして追加記載をしてございます。２項に貸付額を１企業につき

３００万円以内、貸付決定日を平成２９年１２月５日臨時議会後から平成３０年１月１５日、

償還期限を平成３０年３月３０日までとする資金ということで追加をさせていただきたいとい

うふうに思っております。３項に記載のとおりこの利子補給につきましては１００％利息を保

証するということで謳わせております。この中身につきましてはすいません、１１ページに戻

っていただきましていわゆる各事業所企業の方々が主に使っていただいている資金が第４条の

２項の運転資金、林産企業以外の中小企業者、運転資金１企業につき１千万以内というふうに

記載されておりますけども、主にここの枠の中で利用していただいているケースがあります。

そういった部分で既に１千万円この枠いっぱいに使っている企業も数社ございますので、そう

いった部分の緩和等も含めまして、この制度を設けさせていただいて、年末の資金繰り等に活

用いただけるというものと推測されるものでございます。以上でございます。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただ今平成２９年度緊急経済対策事業についての説明がございました。委員の皆様方

から質問ございましたら承ります。河口委員。 

 

○河口委員 

 緊急対策事業の中、これからいろんなことで質問をしたいことがたくさんありますので端的

にしますが、基本的に全てじゃないですけども賛成ではありません。これから熟慮していく中

で本当に反対しなければならないのか、あるいはこれは理解して進めなければならないのかと

いうのは、今後の皆さんの考え方の中から作っていきたいなと思うんですが、まず４千９００

万の需用の内容の中身についてと、あとは一番大きな問題は地域振興券の交付事業ということ。 

この中で一番先に質問したいことは、これはどういう経過でこういう議案が出てきたのかと

いうことをまず知りたいです。例えば町民から何とか生活の要望が出てきたのか、あるいは業

者間の中から何とかしてほしいという声が出てきたのか、あるいは１２月ですから、農業だと

か非常に税収が決して悪くない状況なので何とか振興対策をやろうかという行政側の意見なの

か。このへんをまず第１にちょっとお聞きしたいんですけども。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 日付の方はちょっと定かではありませんけども、商工会の上部の方々とのお話を聞いたり、
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町内の関係の方々、商工業者の話を伺ったりというようないろんな部分の中で特に秋から冬に

かけて商工会全体がそういった状況にあるということは皆様方も御承知の通りなのかなという

ふうに思います。 

冒頭申し上げましたとおり商工会の上部の方との懇談の日付はちょっと正確に覚えておりま

せんけども、そういった状況を踏まえて今般の政策にさせていただいということをまず報告さ

せていただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 今の答弁の中で世の中非常に景気が良くなって、しかも内部留保がなかなか国民の中に還元

されてないっていうことが非常にとりざされている中、そしてこの地域も第１産業の農業が決

して悪い方向ではない方向で動いている中で、本当に緊急対策費ということが出てきたことの

意図って何だろうかと理解に苦しむ部分が多分にあって、ただその中で商工会さんとの協議の

中で出てきたと。私もあの商工会の方に商工振興についてはどうなんだろうかと言ってもなか

なか話が進まないということがありました。で、こういうようなことがポッと出てきたところ

にこの町ってどういう形で商工振興があるのか、行政側がどうしてこんな形の進め方しかない

んだろうか、こんな麻薬打つことの繰り返しをやっていて本当に効果というのが出てくるのか

ということが一番危惧している部分で、しかも過去３回目になりますか、今までもやったと思

うんですが、地域振興券の部分については消費拡大ということは目的の中で最初に出てくるん

ですね。消費の拡大、地域経済の活性化と地域振興に資することということになっているんで

すが、そしたら過去の地域振興と消費の拡大と経済のためにここの地域にどういう効果があり

ましたかと、どのように把握されているのかをちょっとお聞きしたいのですが。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 河口委員と商工会さんのやりとりについては把握しておりませんので、そのへんについては

差し控えさせていただきたいと思いますけども、この緊急経済対策そのものの効果というよう

な部分につきましては、今後このことをやることによって町の商工業が安定した運営、収益に

大枠ではつながっていくのかもしれませんけども、それは確実になっていくかということでは

確かなことは言えませんけども、当然のことながら先ほども申し上げましたとおり農業関係そ

れから都会の方では非常に景気が良いところではありますけども、皆さんも御承知のとおり、

この清里町の商工業に関しては、さほどその良い意味での影響は受けていないというふうに理

解をしている中で、年末年始の各それぞれのお店の運営もかなり厳しいところもあると伺って

おります。 

そういった部分において今回の経済対策をひとつのきっかけとして、今後の運営にもプラス

になっていただきたいというふうに思いますし、商工振興そのものの対策については引き続き
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町としても永続的な振興ができていくように対策をうたなければならないのかなというふうに

思っておりますけども、まずしっかりと年末年始を乗り切って、そしてそれらを今後の商工の

平成３０年以降の運営にもつなげていければと思っておりますし、昨今の燃料等々の高騰によ

りまして、かなり消費の方も控えているような状況でもあります。そういった部分の上でも町

民への消費の拡大を促す様な券の発行というような部分の中で町全体の商工の活性化を図って

いきたいというふうに思っておりますのでご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 私は、今回出ている地域振興券に焦点をあてるタイミングというのは理解できない部分がた

くさんありまして、例えば消費税が上がって駆け込み需要があって、その後の需要が非常に悪

い、こんな時というのはカンフル剤として麻薬の形になりますけど一時的な購買と言うか経済

対策では意味があるんだろうと思いますけど、今現在のこの時期、決してそういうタイミング

でもないし、世の中は良いよという中で、この町だけが特別沈み込んでいるんだという感触も

無い、ただ自助努力がどうのこうのという部分はあるのかもしれませんけども、そういう時に

この４千３００万、消費税入れると中身４千万ってかなり大きい金額ですけども、実際これが

物販の中に入れると大枠２割利益でやると、経費関係なくして８００万のプラスしかない。結

局４千３００万投下したって本当に町の中で事業者が何店かやるけど８００万のプラスしかな

くて、しかも今まで過去のない潜在需要として浮かび上がるんだったらまだしも、全くそうい

う使い方ではなく、町民の生活の支援ということでは当てはまるんでしょうけども、必ずしも

商業振興に本当に資する目的になるのかというと僕は今のタイミングじゃないんだろうと思い

ます。 

将来１０％になった後の本当に一時期低迷する部分のカンフル剤として必要っていうんだっ

たら解りますけど、ただ配るんじゃない、将来のための４千万の使い道というのは、まだまだ

他にたくさん知恵があると思うんですよね。これを計画された執行部の部分は企画振興さんが

メインでやったんだろうと思いますけど、メンバーの中でこれは推し進めることという意見が

一番だったんだろうか、そこのいろんな切磋琢磨の話をちょっとお聞かせしたいんですが。こ

れが一番良い案だねという結論だったのかということ、その中でいろいろな疑問がたくさんあ

ったと思うんですけども、その辺はどうなんでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 申し上げましたとおり、企画政策課の方で所管をさせていただいております。今回提案させ

ていただいた政策が一番良いかという問いと思いますけども、先ほども申し上げましたとおり、

現況下において今打たなければならない対策について、それぞれ議論を重ねた結果こういう形

にさせていただいております。 
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今後については先ほども申し上げましたとおり、これで終わることなく、今後の商工振興策

については、これらもきっかけとしながら商店街、各個店の方々も努力をしていただくのが当

然のことでありますけども、町としても引き続き、そういった消費税の１０％ですとか今後の

商工業の見通しの中で、いろんな対策を打っていかなければならないと思いますし、商工会の

事務局の方にもいろいろ頑張っていただかなければないところもあるでしょうし、町としても

そういった状況をしっかりと踏まえて新たな対策も検討していかなければならないというふう

に思っておりますけども、今のこの状況下において何をしなければならないのかといった判断

の中で出させていただいたのは、この３つの枠組みの中での支援ということで決定をさせてい

ただいて協議をさせていただいているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 そういう面では手っ取り早く瞬間風速で何か経済対策しましたよという結果を残すには一番

簡単な方法ですよね。だけど、今そちらにいらっしゃる４人は、全く僕は違うんだろうと思い

ます。本来優秀な人間が考えることじゃないですよ。４千万の使い道、皆にばらまいて１万円

良かったねって済む問題じゃない。まだまだ僕らいろんな熟慮されたと思います。そこが大事

だと思うんですね。だからこの緊急の４千３００万が、本当に生きた使い方はまだまだ方向が

あるんじゃないか、一番やっちゃいけない方法だと私は思います。 

単純にこれをずっと進めるのであれば、過去のやった振興対策の中でどうプラスになったと

いう数字できちんと証明していただいて、こういう経済効果があるから４千万使わせてくれと、

これだったら解りますよ。確かに悪くないんですよ。やるとなったらそれなりに各家庭では僕

は良いんだろうと思いますけども、この使い方は僕は違うだろうと思いますので、今そんなに

空気が特別悪い空気じゃないと思っています。まだまだ良い時だからこそ、やらなきゃならな

いことはたくさんあると思うんですね。これでない方法はあると思いますので、そのへん過去

の分析をぜひ出してほしい。どういうところでどうやって使われていましたよという過去やっ

た振興券の中で、そして過去の購買金額の中でこういうプラスになっていますということがき

ちんと説明していただけるんだったら、これは推し進めるべきだと思いますけども、あったか

ら助かったなということで終わるのであるなら、僕は別の使い方があるだろうと思いますので、

過去の結果というものの分析結果を大至急出していただきたい。 

 

○加藤副委員長 

 答弁の前に追加ひとつちょっと。 

 

○勝又委員長 

 はい。 

 

○加藤副委員長 

 私もその辺一番疑問に思っていたというか効果的把握をしたいなと思っていて、今までに出
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したこの地域振興券によって使われた業種ごと、店単位あるいはそういう形の中で本当に商工

会全体としてプラスになっていったのかどうなのかという確認をするために、その店ごと、あ

るいは業種別ごとの一覧の数字を、個人商店やそういう部分は避けて良いですから、実際にど

ういうふうになっていったのか。 

それともう１つはわくわく券との兼ね合い、基本的にわくわく券の２割増の部分についても

町のお金だということは、バランスからいくとこの地域振興券との中ではちょっとバランスが

崩れる部分もあると、それらを鑑みた中でぜひその資料の提出をお願いしたい。  

同時にこの物品購入３千４００万の細部にわたった一覧表もぜひこの委員会に提出をしてそ

れから論議をしていきたいと思いますのでお計らいをお願いしたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 それどうなのかな。 

 

○企画政策課長 

 確認ですけども今の御質問は券の行き先ということ。 

 

○加藤副委員長 

 前回２回経緯してきて、そういう効果があったから今回もやるっていうということなんで、

その効果がどういうふうに。 

 

○企画政策課長 

 ちょっと時間をいただければ。 

 

○加藤副委員長 

 それと忘れずにその今回の３千４００万の細部にわたった一覧表も提出願います。その資料

の提出を持って再開したい。 

 

○河口委員 

 どうせ調べてもらうんだったら物品購入の中で、もしパパスランドエアコン設置工事という

やつ、この意図とする中身、なぜ必要なのか、どういう形でこれが出てきたのかということも

あわせて。 

 

○加藤副委員長 

 すべての部分についての資料の提出をしていただいてから再開。 

 

○勝又委員長 

 時間を置いて出せることになりますか。 

 

○企画政策課長 

 券のいわゆる各商店の名前は出せませんけれども、業種別ぐらいの雰囲気の中でのどういう
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ところになっているか。 

 ちょっと直近か何かで、もしかしたらなるかもしれません。 

 

○勝又委員長 

 休憩をとってそれらの部分整理してもらえるかどうか。 

 

○企画政策課長 

 じゃあすいません、休憩をさせてください。 

 

○企画政策課長 

 ちょっと急いでやってきます。はい。 

 

休憩 午前１０時０６分 

再開 午前１０時４７分 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○企画政策課長 

 今皆様方のお手元にお配りしているのが、ご提示の依頼がありました備品購入の部分の３千

４００万円の積み上げの部分でございます。これにつきましては冒頭申し上げましたとおり、

平成３０年度に予定している部分の前倒し分というような部分の中で各課とヒアリングをし

て、いわゆる年度内で出来る事業というような部分の中で積み上げをしているところでござい

ます。当然その町内事業所で出来る事業であれば年度内に執行できる事業というような部分の

中で積み上げをしている部分でございます。 

２点ほどお話があったと思いますけども、まず１点目のエアコンの設置の関係でありますけ

どもパパスランドの温泉の脱衣所については前々からお客様方から非常に蒸し蒸しして夏場非

常に暑いというようなお話がありました。先日の指定管理のヒアリングのときにも管理業者か

らそういったお客様からの話があると、窓を開けたりしてもかなりあそこは虫が入ったり、い

ろんな悪影響がある中でなかなか対応に苦慮しているというような部分で、原課としては平成

３０年度に臨時費において予算計上する予定だったというような部分を含めて、今回のエアコ

ンの積み上げとなっているという部分でございます。 

さらには自動車の関係につきましては、平成３０年度に購入を原課から出す予定の車でござ

います。３台ありますけども１台は生涯学習センタープラネットで使っている車両であります

けども、記載のとおり平成１４年に購入しておりましてかなり老朽化しておりまして、エンジ

ンの方もかなり調子が悪いというような部分の中で購入を予定しておりますし、番号でいうと

１０番の一般公用車８号につきましても建設の方で使っている車でありますけども、これにつ

いても積算が多少高くなっておりますけども荷物が積めて災害にも対応できるというような今

車両を選定しているところでございます。４４番の７号車というところにつきましては、今ま

でカローラという乗用車タイプを使っていたんですけども、これについても２０万キロを超え

て非常に調子が悪いというような部分の中で、災害にも対応でき、普通の出張等業務等にも使
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える、さらには荷物も積めるというような部分の車両を予定しているというような部分でござ

います。他の部分については細かく一個一個は説明いたしませんけども、先ほど来申し上げて

いるとおり各公共施設において使用予定の物品さらには小学校・中学校で使う備品等々を積み

上げているところでありまして、緊急的に積み上げている部分がありますので、事業を１００

％このまま履行できるかどうかっていうのは、今断言はできませんけども、基本的にこの枠組

みに従いながら順次執行していく予定であるということだけご理解を賜りたいというふうに思

います。 

 

○勝又委員長 

 はい担当。 

 

○まちづくりＧ総括主査 

それでは続きまして地域振興券の部分についての御説明をさせていただきたいと思います。

直近で行いました平成２６年度の地域商工振興券の部分の利用総額という形の中でまずは分類

の中で御説明の方をさせていただきたいと思います。 

換金の分類の部分で御説明の方をさせていただきたいと思います。２６年利用総額４千３１

８万３千円、食料品の部分で１千９４８万７千円、全体の総額に対する部分でいきますと４５．

１％、衣料品で３６６万９千円、全体で８．５％、電気部分で８２５万６千円、全体で１９．

１％、燃料分類３９１万３千円、全体に占める割合９．１％、飲食店２８０万３千円、全体６．

５％、理美容７７万３千円、全体１．８％、その他４２８万２千円、全体占める割合９．9％と

なっているところでございます。以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい。課長。 

 

○企画政策課長 

 ２６年度の提供をさせていただいております。副委員長おっしゃるように２２年度もやって

おりますけども、総体的にはさほど変化がないのかなというふうに、もしどうしても必要であ

れば積み上げさせていただきますし、２８年度プレミアムの話も確か先ほど出ていたかなとい

うふうに思います。プレミアムの方も大枠では変わりませんけども、プレミアムの方の率な部

分もさほど変わらないというような状況であります。 

 

○加藤副委員長 

 参考までにそれも出したら良いんじゃないですか、プレミアムの２２年度の部分。 

 

○企画政策課長 

 うちの方で持っているのはこれまででありまして、２２年の方はまだ積算中でありますので

どうしてもということであれば後ほど積算させていただきますけども、これについては先ほど

の地域振興券ではなくていわゆるプレミアム商品券という２８年度１２月に実施しているプレ

ミアム商品券ということで小さい枠の部分先ほどの地域振興券との対比ということにもなると
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思いますので、一応お伝えをしていきたいというふうに思います。飲食の部分が１６２万円で

全体の７．８％、食料品以外の小売が７３２万８千円で全体の３５．３％、食料品の小売が全

体８８８万６千円で全体の４２．７％、サービス業が１３７万９千円で全体の６．６％、その

他５１万２千円全体の２．５％、電気関係が９６万１千円全体の４．５％、理容関係が１０万

２千円全体の０．５％、合計額が２千７８万８千円ということになってございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、ただ今平成２６年度の地域の振興券並びに平成２８年度プレミアムわくわく商品券の

関係の報告がございました。委員の皆様方から。はい河口委員。 

 

○河口委員 

 今説明いただいたように物品の４千９００万の部分について確認させて予算の部分の方から

説明させていただきたいと思いますけども、３千４００万の内訳については、いただいた資料

の中で大きな部分は、公用車の部分が確かにありますよということが解りました。全て次年度

平成３０年度の予算に落とし込みたい部分とプラスアルファがあるんだろうと思いますけど

も、その辺は次年度分を前倒しでやりたいということの意向はわかりました。 

この中で先ほど質問したように気になる部分というのは、パパスランドがオープンして５年

ぐらいになるんですね。当初からずっと暑いと言われていたのかということの確認と、その時

にどういう対応をしてきたのだろうかということと、設計の中ではどう落とし込んでいたのか

ということを確認したいのと、過去暑いやつに対応してきましたということについては解りま

す。でも脱衣室はどこも暑いです。だから休憩室は涼しいところでやります。脱衣室はどんだ

け我慢できるかという許容範囲は別として暑いのは当たり前だった。それを涼しくしましょう

というのは人の感じ方はそれぞれたくさんありますから、冷房施設を入れた時には難しいとこ

ろがあると思いますけども、どうしてこれが浮き出て来たのかという背景がちょっと知りたい。

暑いんだったら何度だったんでしょうか。ここの季節的にこういう温度だから暑いので対応し

たい、その温度を知りたい。 

私がここにこだわったのは、私も何回か所管の所に行って、しかも建設の時にも行きました

けども、緑清荘の女子脱衣室が非常に寒いんだという。これは議長も皆聞いていて、それなり

に言っているんだと思いますが、寒いって何度なんだということについて具体的客観的データ

がないと対応は難しいでしょうと。目的は一緒なので説明させていただきたいと思うのですが、

それについては客観的なデータがなければ説得力がないんだろうと思いまして、私も朝早く行

きまして、すべて壁の面、空中の面、窓のところ、全ての温度を測って、男と１０度差がある

んですね。その１０度差は何かと言うと、外気壁の部分の面積が大きい、窓が大きい、こうい

うことで寒いんだよということをきちんとした。暖房機のせいということにしましたけど、暖

房機の吹き出し温度は男湯よりも高かったんです。したらそういうことじゃない。悪いところ

の対応を何とかしてほしいっていうことでデータをもとに全部渡してそれでも聞いてくれな

い。それに対してやる、やらないの返答もない。そういう体質で２年過ぎてきている。資料を

全部あげています、行政の方に。脱衣室の寒いのは非常に問題だと思うんです。それはほっぽ

りだしておいて、脱衣室が暑いからエアコン話が出たときに行政ってどういう耳をしているん

だろうかということが非常に疑問だったものですから。暑いんだったら何度だったんでしょう
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かという情報を知りたい。ここに予算に組み込んだ以上はその辺の客観的データがあると思い

ますので、その辺をちょっと教えていただきたい。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 私の手元にはその温度のデータはございません。原課において今までの経緯についても知り

得ていない範囲ではございますけども、どちらにしましてもこういう温度は別としまして、こ

ういう状況にあるという判断の中で今回つけさせていただくということになりますので、さら

に詳しい状況ということであれば後ほど原課の方には確認していきたいというふうに思いま

す。 

 

○勝又委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 もう一つこだわったパパスの件には、少なくとも環境が整備するというのは大変良いことな

んだろうと思います。そういう面では皆が使いやすい環境整備ということで決して異論をする

わけじゃないんですけども、ここにきて、もうひとつは換気が不十分なんだろうと思います。

どうして不十分なのか。最初はこんなに声あったのかというと僕はスタートのときはなかった

んだろうと思います。この程度の暑さは許容範囲かなと。私も何度も行っていますから解って

いました。特に出てきたのは最近だと思うんです。ここ１、２年だと思います。なぜかという

と換気が悪いから。どうして換気が悪いのというと空気を吸うフィルターが掃除されてない。

こうやっておいたらだめだよと私が何度かパパスランドの管理者に言いました。びったり詰ま

って換気大変だから掃除してくださいよと。いまだにずっとやりませんよ。きちんとやって何

度だ、そして大事な換気がメンテナンスされていない、だから特に暑くなる。寒いとは言いま

せん、あそこは確かに暑いかもしれません。環境上暑いのかもしれませんけど、暑いのだった

らそれなりの対策をして、そうやった方がいいよということについては全然聞く耳を持ってい

ない。僕は特にここに力を入れて言っているのが、こういう原因もあるから環境の整備してく

ださいよと言ったことが全く聞き入れてもらえてない。何のため施設の管理をされているのか

ということが私は非常にその辺が不可解だなという。そして冷房施設を入れれば涼しくなる。

当たり前のことなんですけど、それ以前にやらなきゃならんことをやってないということが非

常に私は理解に苦しむものがある。そういうところで決して環境整備を怠ることはできるだけ

こうした方がいいよということについては理解するところありますけども、それ以前にやらな

きゃならないことも十分あるのかなと思いますので、質問させていただきます。以上です。 

 

○勝又委員長 

 課長。 
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○企画政策課長 

 河口委員と原課と緑清荘の云々かんぬんの部分につきましてはちょっと置いとかせていただ

きまして、今回パパスだけのことを捉えていただいて、温度の部分については先ほども申し上

げた通りちょっと把握はしてございません。さらに除湿なり換気なりということだと思います

けども、その換気の部分については改修をさせていただきました。改修をしても、なかなか温

度の部分については解決できないということの中で、今回エアコンの設置ということの意向を

受けてヒアリングのもと、この中にはめ込ませてもらったということでありますので、ご理解

を賜りたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 温度が暑いということで、私はその辺はどうなんだろうかと。緊急で２、３日前も行かせて

いただきましたけども、廊下にある２機のフィルターも全く掃除されていません。これも現実

だということを認めていただきたい。すぐ今走って見てきたらいいと思います。空気の量は恐

らく何分の１になっていると思います。これが現実なんですね。今ある施設をどんだけ上手に

使っていくかということも視野にならないと、どんどん設備をしてそれでいいかとならないと

いうことを十分踏まえて予算計上していただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 答弁いりますか、河口さん。 

 

○河口委員 

 いや、いいです。 

 

○勝又委員長 

 他委員さんから。はい伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 もう一回お聞きしますけども、今回提出していただいた資料には、緊急経済対策という意味

合いで出てきているわけですよね。ただ言葉は悪いですけど先取りじゃないですけど、平成３

０年度の予算で考えていたものを緊急対策をしなきゃいけないからという形で出てきたという

イメージでまず良いんですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 委員のご発言のとおり、基本的に３０年度各課で要求予定している各事業を、今回２９年の



 

- 15 - 

経済対策で前倒し事業として取り組むのがほとんどでございます。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 そうなるとちょっと気になる点がありまして、本来でいけば平成３０年度の予算案審議の中

で出てくる案件というイメージで良いと思うんですけど、たかだかなのかもしれませんが、毎

回毎回になりますが、５番の丸テーブル４台、椅子８脚４３万７千円。本来考えてなくて、緊

急経済対策だからという意味合いなら逆にちょっと解ったんです、心情的な問題ですが。ただ

これがもともと平成３０年度でもし組もうとしていたのであれば、前から言っていますけど旧

レストハウスで使っていたものとか今後どうする気でいるのですか。ずっと処分もしない、結

局新栄小学校校舎とか江南小学校の校舎とか、後のことが全然進まないのに、違うことがどん

どん前に進んでいっている。これも同じことだと思うんですよ。ずっと備品として保管してあ

り、それの使い道を考えぬまま同じようなものをまた新規で購入するというのは、金額の問題

じゃなくて、その考え方としていかがなものかと思っているのですが、その辺はどのように考

えておられますか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 例えばこの情報交流施設の家具の部分でありますけども、当然不足の部分がいわゆる新栄小

学校に入っているもので対応できるかどうかの確認をしております。その中で新栄小学校に入

っているものではちょっと対応し切れないというような部分の中で、今回上げさせていただい

ているというような部分になります。 

伊藤委員ご指摘のとおり、基本的には３０年度の前倒し部分でありまして、さらに経済対策

の分も十分にお含みをいただきながら進めているというような部分でございますので御理解を

賜りたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 実はなかなか御理解できないところなのでもう一度聞きますが、前の緑清荘でのテーブル・

椅子購入の時もそうだったのですが、旧レストハウスで使っていたものを町の備品として保管

しているものはなかなか使用実態に合わないというんですかね、今課長が答弁されたような形

で答弁をいただいたのですが、現況入っているものを見ると全然対応できるんじゃなかったの

かなという気がしてしまうんです。で、そういう声は結構町民からやっぱり出ています。それ

と同じような今の答弁の中で、もしこれが本当に入って、結局今ある備品では対応できないん
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ですよね、物が違うんですよねという言われ方をされていますけど、実質入ったら同じじゃな

いってならないですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 これについては、ある程度状況を把握しながら出している部分でありまして、ここにテーブ

ル４台椅子８脚という形になっております。実際に再度今伊藤委員おっしゃられた部分もござ

いますので、代替がきかないものなのかどうなのか本当に４台必要なのか３台じゃだめなのか、

というような部分も含めて当然のことながら何でもかんでもあげちゃって、ぎりぎりまで予算

のとおり買えばいいんだというふうには思っておりませんので、当然のことながら必要なもの

は精査をしながら各原課においても必要なものを必要なだけ代替品がないのかどうかという部

分も含めて買っていただきたいというふうに指示をしていきたいというふうに思いますし、逆

にこの中に載っていなくて経済対策がどうしても追加をしなければならない消耗品だとか、そ

ういうことが出てくれば、それはその範囲内で購入もあり得るというような部分があるのかな

というふうに思っております。どちらにしても当然この経済対策とはいえ、無駄遣いをしない

ように各原課には再度伝えながら予算の執行をしていきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今の課長からの答弁をいただいたんですけども、同じことになってしまうかもしれないので

すが、今ある備品が使えないという言葉は解るんですよ、なぜ使えないのかというのがいつも

出てこないのですよ。こういう理由で使えませんとか、使用に適しません。がいつも無いよう

な気がしております。前回のことはもう決算も済んでいますけど、今回に関してはなぜ最終的

にこれを購入した場合に町の備品である旧レストハウスの机がどの理由で使えなかったのか、

その理由もこれを買った場合には聞かせていただきたいです。それをちょっとお願いしたいん

ですが、いかがですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 説明が伝わっていなかった部分もあろうかなというふうにも思いますけども、項目１個１個

をすべてにおいて説明しきれないと言うか、ある程度の部分の中で原課なりの対応をさせてい

ただいているという部分がございますので、そういった理解のもとやらせていただいていると

いう部分がありますけども、そのような一つ一つの詳細、長さがこうだからこうで、これにつ

いては長いのじゃなくて丸じゃなきゃだめだっていう部分とか、一つ一つ必要であれば、後程
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伊藤委員に御説明をさせていただきたいと思いますのでご理解を賜りたいと思います。 

 

○加藤副委員長 

 課長、この担当は企画財政課なんですよ。情報施設そのものが。そういう環境の中で今言わ

れたことに対する質問に対して細かい話でなくて、こういう理由というか全体像としてどうな

んだということだと思うので。 

追加してちょっとお伺いしておきますけども、情報交流施設でホームベーカリーの購入があ

りますけども、新メニューの提出ってありますけども、実際にこれから観光客が少ない時期に

対して緊急でこれを購入しないとならない状態なのか、１年間の売り上げ、そしてお客さんの

要望がどういう形で推移してきて、これからどういうふうにしていくのか、緊急的に買うよう

な品物なのかどうなのか、金額はともかくとして。そういう全体の部分が出てこないと緊急だ

から良いんだという話には基本的になっていかないと思うので、その辺本当に整理されていた

だきたいなと。今、伊藤君が言われたように丸テーブル４台と椅子８脚というから２人用で座

るパターンの小さいテーブルをイメージしているんだろうと思いますが、あそこにそれだけ小

さいやつを置いていった時にどうなのかな。向こうにある大きいやつでぼんと持ってきて置い

てやるとグループで来た時にここに座ろうという方法だってあるんじゃないのって。本当に必

要と思って展開をされてきたのか。備品購入そのものが本当に緊急性のあるものかどうなのか

ということを十分に検討したのか。 

１億あるから５千万は券で配ろう、あと５千万は前もやったから物品買いましょう。そうい

う発想からきてないか。この辺をもう一度きちっと精査していただいて、本当に緊急性がある

ものなのかどうなのか、前倒しだと言って本当に必要なものなら緊急でなくて補正組めば良い

んですよ、１２月に。物品買ってひと月以内にクリアできる、先ほど課長の答弁ありましたけ

ど年度内３月までに処理ができれば当然のように車関係なんて２ヶ月・３ヶ月かかるでしょう

から、年度内無理をして処理していかないとならないと思うんです。その辺の考え方、捉え方。

もうちょっと整備されるというか説明の仕方に、本当に緊急に必要なものの考え方。 

車の関係も３台更新、私は良いと思うのですが、今の時代です。電気自動車のバッテリーで

あるいは蓄電の関係でできるだとかいろんな要素がある。古いから買うじゃなくて、将来に向

かってどうしていくか、そうやって考えた時にそれも緊急性でポンポンポンポン決めていく話

ではないかなと。１億使うための話からスタートしてないか、必要なものは補正で良いじゃな

いですか。あとはそれぞれの各委員の説明に対してもう少し丁寧に具体的に理解が求められる

ような説明をお願いしたいと。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 まず御理解いただきたいのが、今回この経済対策を打たさせていただいた部分は、急いで物

を買わなければならないということではなくて、先ほど申し上げているとおり、まず３０年度

の前倒しでやっていきたいというような部分がございます。ただ冒頭申し上げているとおり厳

しい商工業の経営の状況の中で、少しでも契約やこれを買いますよというような部分が各商店
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街、商工業者、各個店の方々が把握できれば、年末にもし支払いができなくてもそういった体

制も多少なりとも組んでいけるでしょうし、今後の運営の安定にも少しでも良い方向に向いて

いくのかなというような部分もございます。先ほどから申し上げているとおり、中身について

は１００％このことを実行するということではなくて、精査をしながら、いわゆる規格という

部分も含めて精査もしながらやっていきたいというふうに思っております。 

今回は３０年度の前倒しを中心にというような部分もありますけども、年末年始も含めた部

分の商店街の経営悪化の部分の対応策、それから住民のそれぞれの経済悪化による地域住民へ

の支援というような部分がそこが軸だということでご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 ３０年度の前倒しということについては十分理解しました。だけど逆に３０年度の前倒しで

あれば３０年４月以降買おうとしている中身がほとんどですよということであれば、あくまで

も先食いだけなんですよね。経済効果をプラスアルファにしたいというんであったら、３０年

度でなくて町民に理解できるプラスアルファの買い物を今回だから使える金を使うということ

でないとプラスにならない。来年度分を先に買いましょうと言ったって、来年その売りはどう

やって作るんですかってことになるから、３０年度の前倒しというのは単純な先食いだけでプ

ラスになることってありませんよ。本当に売り上げが足りなくて商工会の中で疲弊しているの

かというと僕は違うような気がする。それこそ先ほど言いましたように消費税が上がって、先

食いが終わってその後が本当に大変だというのだったら解ります。今はそういう時期じゃない。

むしろ将来のための投資をどうやってやるかっていうところにシフトを置かなければならない

んだろうと思います。 

単純にこの中で例えばじゃがいも踊りの１００着、これはプラスで増やすのか、この機会だ

から入れ替えしましょうということなのかだとか、札弦センターの音響ってなんだろうか。そ

れといろんな中身については次年度の予算で済むものを先食いして何もプラスにならない。 

私は商工会のところで非常に不満、ちょっと論点ずれて申し訳ないですけども、例えばお話

を聞いていると思いますが、ポイントカードの更新時期になっているけどもその業者がつぶれ

ました。あのポイントカードの仕組みは将来できません。新しいシステムに変わります。その

時に道の補助金そして町の半分補助金、自前のところで約１千万弱になるなら、清里の場合は

ちょっと少ないと思いますけど、その分のお金って商工会あるいは事業主が払いますかって言

ったら払えないんですよ。それまでして事業を更新できません、それは何とか町にお願いする

資料をいっぱいつくってくださいと僕も言ってきました。早くやらないと間に合わない。こう

いうところに本来使えないところに金を使っていくのが緊急対策であって、３０年度の予算を

先に発注したからってそしたら３０年のときは３１年とか後期の分の前倒しの予算を組み立て

るんですかってことになります。ぜひその辺３０年度だから良いんだってことでなくて３０年

度だからまずいんだよということも十分理解していただきたいと思います。 
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○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今河口委員のおっしゃられた、例えばスタンプカードがそういう状況であるというような部

分でありますけども、そういった部分は大きな政策的部分がありますので、その辺については

十分に議論をさせていただいて、平成３０年度、３１年度早い段階でどういうふうにしていく

かというのは当然のことながら緊急にやるのではなくてしっかりと議論を基づいてやらなけれ

ばならない事業かなというふうに思っております。商工会全体、商工業振興全体の部分でやら

なければならないという部分でありますので、それを緊急経済で云々よりもそれは３０年、３

１年度にじっくりやるべきかなと私は思います。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 ちょっと論点違って申し訳ないですけども、その対策の中でまさしく４千万あったら私は単

純に考えると将来のための投資といえば、地方交通の中で本町の低床型のバスというか小型の

やつは１千５～６００万で揃う。２台揃えて仕組みを作るだとか、そのために町の中にどうや

って人を導入するかという金に十分使える部分もあると思いますので、大きな論点の中に今後

入れていっていただきたいと。その予算の中で将来どうやってプラスになるかということにも

ぜひ予算を計上して予算の中で検討していただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 他。委員さん。池下委員。 

 

○池下委員 

 課長にちょっと聞きたいんですけどね、１番と２番と緊急経済対策事業ということで４千９

００万と４千３００万と出ていますけども、特に商品券の配布に関してここに書いてあるのは、

町内商工業の支援及び家計負担の軽減と地元消費の拡大を図る経済対策と書いてあるんですけ

ど、先ほどからずっと話を聞いていると、商店街の経営悪化があるからこういうふうにしたい

という話なんだけど毎年経営悪化だったら毎年こうやって出しますか。まずそこから聞きたい

です。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 この券についても先ほどから申し上げているとおり、３０年度以降、今後の商工振興策そう

いった商工業が厳しい状況にある中では、いろんな施策が必要になってくるのかなという部分
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があります。今後３０年度、３１年度、将来に向けて町も商工会の各個店もそれぞれの立場で

それぞれの状況において、どういう施策が必要かはやっていかなければならないのかなという

ふうに思っております。ただ各商店については厳しい状況であるというような中で、まずは先

ほどから申し上げているとおり、１つとしては町内で必要な修繕や物品を買う、それからもう

１つは景気対策として家計の負担軽減も図りながら商品券を発行することによって全体の各個

店の支援にもつながっていくというような部分で、１つの今回がきっかけになるか、先ほどか

ら数字という部分が出ていますけども、大きなきっかけにはならないかもしれませんけども、

この商品券を利用して例えば各個店ではこの券を使えばこういうふうにサービスができますよ

とか、そういった各個店の努力も期待しているところでありますから、今回の経済対策をきっ

かけに３０年度、３１年度は新たな商工振興策も検討しながら、今後のこの厳しい状況を少し

でも打開できるように今後とも進めてまいりたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 今まで２６年と２２年ですか、過去に２回この商品券の配布っていうのを行ってきた中で、

ここに２６年の資料ありますけどもほとんどが電気関係と食料品かなというふうにこの数字を

見た中ではそう思います。じゃあこの券をもらって使って支払いをして残った現金を町内で使

っているかというと実際そんなことはないんですよ。他町に流れているんですよ、結構。この

券の使い方は１カ月ちょっとしかないんですよ。２月に入るとまた元の生活に戻っていく、町

民はそれは嬉しいですよ。生まれたばかりの子どもでさえ１万円くれるわけですから。お金を

あげると言って嫌だっていう人はいませんよ。ただ町として、これをこうやって２回も３回も

やってきて本当に町民のため商店街のためになっているかっていったら、私も商店自分で営業

していますけども、決してそんなことないと思います。お金の現金の流れが一時的に変わるだ

けなんですよ。本来は行政側もこういったお金のばらまきじゃなくて違う施策を考えていくべ

き。プラスアルファ民間会社、個人の事業主も自分たちの力で切り開いていくというのが当た

り前の話なんですよ。商売なんですから。人のふんどしを借りていつまでもやるのというのは

もってのほかで、それが出来ないんだったらやめなさいと言われて終わりですから。サラリー

マンとは違うわけですから。でもこうやって１億あるから４千９００万と４千３００万のお金

の使い方で何年前にもこうやっていますけども効果が現れないというふうな思いが少しでもあ

るんだったら、もう一度じっくり見直して将来の子どもたちのために基金として取っておいた

って良いじゃないですか。何も１億あるからって１億使う必要ないんですよ。 

先ほどから課長が言われているように来年度買わなきゃならないものをちょっと早く買いた

いと、解らないこともないですよ。だけどその反面先ほどから河口さんも言っているとおり、

今買ったからといって、じゃあ来年どうなの。商店街何も変わらないですよ。ちょっと先にお

金が入ってくるだけ。来年の秋になったらまた同じ状況。これって経済対策って言わないと思

いますよ。そうじゃなくてお金を貯めておいてもっと具体的に良い案が出た時に支援をしてい

くという時のために内部留保しておいたって良いわけでしょう。そして何年間も続いていくよ

うな施策を行政と商工会とみんなで力を合わせて考えていく方が良いんじゃないですか。こん
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なたった１ヶ月や２ヶ月のために４千万も使うというのは、私はどうかなというふうに思いま

す。議会と言えども、一人ひとり皆考え方が違うと思うので、いろんな意見があって当たり前

なんですけれども、ここにいる全員が、一人ひとりが考えを述べてもらいたいなというふうに

思います。私からは以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい。 

 

○加藤副委員長 

 今言われたことの内容の中で一番問題なのは、過去２回やって、今回３回目やろうというと

きに、２１年の商工会の売上この時も１万円だと思いますから、あの時は４千５００万、４千

５００人ぐらいいたのかな、４千万ちょっとの分を地域商品券で出した時に２２年度はそのう

ちどのぐらい消費が伸びたのか。２６年は、地域振興券は５千円ですか、その分の何割りが結

果として売り上げに上がっていったのか。そこの部分がどういう形で今言われているように経

済対策としての効果がどういう形で出ていたのか。そして２回やっている中で、先ほどの課長

の答弁の中では、ほぼ買われている内容は一緒ということであれば、その効果は先ほど答弁の

中で課長はこれを起爆剤として、今後の地域振興にかけていくという表現をされているんです

が、２回もやってきたその後の対策と効果はどういうふうに築いてきて、だからこそもう１回

こういう形でやりたいんだというのがあれば良いかなというふうに思うんです。そこのところ

が見えてこない。 

それともう１点は、物品を買っていく中には前倒しするということは明年度の予算から物品

購入の総額が３千万なり４千万本当に下がるんですか。そうすると２２年に緊急対策やったわ

けですから、２３年度の予算の施行状況、決算でも良いですよ。そのときに前年度と比べて備

品購入が本当にその分の全額とは言いませんけども７割ぐらい下がったんですか。２６年で２

７年度の決算では結果的に物品購入やそういうものについて下がっていったんですか。 

先ほど河口さんが言われたように前倒しじゃなくて特別に買ったんでしょうという。過去の

数字からいくと、その確認は私は必要かなと。仮にそうでなくて減らないで同じようにいかざ

るを得ない状態で、それは必要なものがあったから常にそうやっていきましたよっていうこと

であれば、それは前倒しでなくて必要だから購入したんだということになるんですよ。そうや

っていくと日にちがない中で緊急的に対策を練っていって果たしてどうなんだろうかなと。執

行してからの反省じゃなくて、そういう部分の中でちょっとあるんじゃないかなと。課長が言

われたその部分の中でやはりつじつまが合うというか、本当に委員会をクリアする説明じゃな

くて、本当に清里町の振興事業そのものを前へ一歩進めていく、進めることはできなくても維

持するためにどういう形が最善のベターなのか。この論戦を緊急対策でやりますとかっていう

話の筋道で今後やっていきます。過去２回できなかったものが３回目できると言うのであれば

その方向性や内容についてもう少し具体的に提示してほしいなと。 

 

○勝又委員長 

 課長。 
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○企画政策課長 

 まず池下委員のお話でありますけども、各この町がこの緊急経済対策をやったからといって

各個店や各事業所の方々が何もしなかったら何の意味も無いと思います。各個店の各事業所の

方々も、これをきっかけにこれを活かした券なり購入なりによってそれを活かして事業を少し

でも活発に振興して運営していかなければならないのかなというふうに思います。先ほどから

申し上げているように各個店も一生懸命自己努力をしてもらいたい、商工会も今後の対応につ

いて十分に協議してもらいたいというふうに思っております。 

加藤副委員長のおっしゃっている部分もございます。先ほど起爆剤というふうに申し上げま

したけども、これをひとつのきっかけにして商工会としても３０年度・３１年度の来年度以降

の振興策について、当然のことながら商工会の事務レベルとは２回、３回とどういった商工振

興策が必要かといった議論をしていますし、商工会からも幾つかの提案をもらっております。

それが商工振興に絶対につながるかどうかという部分は断言できませんけども、いろんなチャ

レンジはしていきたいというふうに思っております。 

さらにお話のありました前倒しをすれば、３０年度の事業で物品なり修繕なりが減っていく

のかという部分がございますけども、積算をしてみないと解らない部分がありますけども、当

然今までなかなか買いたくて買えなかった留保部分があります。３０年度に当然のことながら

原課からは上がってくると思います。今までずっとそれこそ節減をしながら基金を貯めていた

部分があると思います。ですから、車もある意味安全性を度外視しても何とか車を買わないで

我慢しているとそういった部分もあります。そういった部分も頭の中にも入れながら今回のチ

ャンスもあったでしょうし、３０年度の積算についてはある程度のその余裕の中でできるとい

うようなメリットもあるのではないかというふうに思います。 

先ほどから申し上げましたとおり別に要らないものを買うんではなくて買うものは買う、そ

れから３０年度の積算なり予算の執行についても当然のことながら必要で効果のあるものを要

求していただきますし、しっかりとヒアリングして事業化していくということには変わらない

ということでご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 そのとおりだと思うんですけど、今必要だからということは緊急対策ではないんですよ。必

要なものはきちっと補正で上げれば良いんですよ。それを当初の計画のとおり進めようとして

次年度に回すとかそういう環境で、今の課長でないけど、この機会にという話になってくるん

です。本当に必要なものはその時に予算化して補正かけて購入していかないとだめなんですよ。

すべて住民対象にしてやっている事業の中で後回しにして良いという方法はないんですよ。１

年での予算を組んだからじゃない、その中においても必要なものは買っていかないとならない

んですよ。この機会だからという表現をしちゃうと、どうしても本当に必要なものかとなっち

ゃうんです、本当に必要なものならきちっと補正組めば良いじゃないですか。補正を組めない

理由ってあるんですか。 
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○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○企画政策課長 

 この事業については１００％とは言いませんけど、概ね３０年度の前倒し事業ということで

どうしても買わなければならないものというのは限られているのかなというふうに思います。

ただ先ほどから申し上げているとおり、今回は経済対策としてこれをやらせていただくという

ことで、今すぐ買わなければならないということではないと思います。ただ、今の商工業の現

況の悪化というものを踏まえて年末年始の資金繰りやいろんな部分を踏まえて、今回前倒しで

させていただくというのが根本にあるわけでありますから、そういった御理解を賜りたいとい

うふうに思います。 

 

○加藤副委員長 

 それでは、今回のこの予算で何事業所に発注をしようという計画なんですか。物品、数、全

部をそれぞれの各事業所にそれが可能で地域振興につながる方法が取れるんですか。ここに挙

げたデータをそのもとにして産業別あるいは地帯別にどういう環境で振興が図られるというふ

うにこの計画を立てておられるのか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 委員の皆様方も私どもも、もちろんはっきり申し上げまして、業種、会員のすべてが、何ら

かの恩恵を受けるかどうかというのは今のところ断言できる部分ではございません。さらにこ

の最初の町内のこの発注についても全業種それから全店舗に、この事業はあなた、この事業は

あなたという配分をできることはできません。なぜかというと法に基づいて見積合わせなり入

札を行わなければならないというような部分もございます。そういった部分が１つある。だけ

どもそういった中で当然のことながら各業種にわたって全業種全店舗ではありませんけども当

然のことながら回復できるところはあると思います。 

さらにそれだけでは今申し上げましたとおりなかなか全業種全店舗に配分にはならないの

で、さらに地域振興券を使ってそれをさらに広げていくと。さらにその広げていってももしか

したらどこかの店舗で漏れるところがあるかもしれません。そういった部分については先ほど

池下委員の御発言もありましたように各個店で、例えば地域振興券を使っていただければこう

いうサービスがありますよとか、そういった各個店の努力も必要なのかなというふうに思って

おります。ですから行政の対応それから各個店の努力そして商工会の協力というような部分の

中で少しでも全業種全店舗に近づけるような施策を年末年始に対応できる施策をうっていきた

いということでありますので、それはもうここにいらっしゃる皆さんは御理解いただいている

ものというふうに思っております。以上です。 
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○勝又委員長 

 懸念されるような形の意見が大方を占めているわけですけど、またそれと違ったような意見

をお持ちの方もいるかと思います。他の方から何かありましたら。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 自分もこの緊急対策については、唐突感は正直ありますし、委員の皆さんから出た意見も全

くもっともな意見が出ているなというふうに自分自身も感じています。やっぱりお金の使い方

としては、それほど大きな効果が生まれないんだろうなということと、抜本的な解決策にはつ

ながらないだろうなと。そういうところから皆さんの意見が出ているんだと思うんですけども、

かといって緊急的に商工業がいろんな大変な面を迎えているという面において何かしらの対策

を打たなければならないということにおいては本来ならばもっと良いお金の使い方があるんで

しょうけども、そこに至らなかった現在ではこの程度の対策しか打てないのであればしょうが

ないのかなというふうな感じでお話を聞いていました。 

先ほど課長が言いましたように、この対策案が起爆剤になって３０年度・３１年度に良い方

に向かって行くのであればやむなく賛成はしますけども、根本的な解決策をきちっと練ってい

ただきたいという条件付きにはなりますけれども、町内消費を例えば１％上げるとかそういう

ような具体的な目標を掲げて、そのためにはどんな対策が必要なんですかとか現実的に動き出

せるような対策を商工会やその商工業者の皆さん行政の人、議会もそうですし、町民全体で考

えていけるような解決策を今やらないとお金の使い道としては本当にただのばらまきになって

しまいますし、もっと有効な使い道を皆で頭の知恵を絞っていきたいなといかなければならな

いなというふうに思っています。 

今回のこの緊急対策に関しては、不満は残りますけども、いろんなことを考えると自分はや

むを得ない、対策条件つきでそのように感じています。 

 

○勝又委員長 

 課長答弁ありますか。 

 

○企画政策課長 

 堀川委員お話しいただいた部分そのとおりかなというふうに思っております。今回緊急経済

ということを謳させていただいた後が、非常に重要になっていくのかなというふうに思ってお

ります。これから各個店の自己努力も必要でありますけども、その自己努力をしっかりとフォ

ローできるような対応を町としても商工会としても常に連携を図りながら、どういった政策が

必要なのか、どういったことが町内のお店で物を買ったり、利用していただけるのかというよ

うな部分、非常に難しい部分多々正直あります。ありますが、この難局に少しでもそういった

部分が向上するように取り組んできたいというふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。はい。他。伊藤委員。 
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○伊藤委員 

 今回緊急対策で出てきているんですけども、今後、臨時議会等々でもうちょっと判断材料と

して詳しく聞かせていただきたいなと思っていまして、先ほど来、加藤副委員長おっしゃられ

ているところのさらにという話なんですが、今回この資料として提出していただいたんですけ

ど、換金額とそのもろもろなんですけど検証するにあたって、これは余り意味もないような気

がしていたんです。というのがこれをやった時とこれをやっていない時のこの事業を行なって

いない時の実質の商店会の売上って伸びているのか、伸びていないのかというのが解らない限

り、先ほど池下委員もおっしゃられていましたけども町内商工業の支援じゃなくて単純に家計

負担の軽減だけになっちゃうんですよね。もともと商品券がなくても本来町内で使うべきとこ

ろだったものを商品券をもらったからその商品券でやりましたというだけになってしまってい

る可能性もあると僕は思っているんです。そこの検証ってこの事業を行ったときの商店街の商

工会の売上とそうじゃない年の商工会の売上の資料がないと検証ってできてないと思うんで

す。まずその資料ってあるんですか、ないんですか。商工会のその年その年の売上っていうん

ですか。そういう把握というか資料として商工会の方から提出されているのかどうなのかとい

うことをまず聞きたいんですけど。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 個々のお店の売上の把握ということになると、役場でもそれを計算できるかというとなかな

か難しい部分があろうかなと思うんですけど、業種別でそういった比較というのはある程度で

きるかなというふうに思っております。その比較についてやったかやらないかということだと

思うんですけども、それについては役場として現在ではやっておりません。 

 

○勝又委員長 

 はい伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 非常に残念だなというふうに正直思いました。そういう資料もなくて事業効果も検証も結局

出来てないじゃないですか。感覚とか感情だけでこれが起爆剤になってくれればとか、例えば

こうなってくれたらとかというものでは、これが初回なら良いんですよね、１回目とかなら。

２回も３回もやってきていて先ほど来課長答弁されています。今後３０年度、３１年度に商工

会の売上につながって起爆剤になってくれれば、１回目の時も２回目の時も言っていると思う

んですよね。そこが結局できていないで、また同じことをただやっているだけなんですかって

なっちゃうと、本当に町民の家計負担軽減にはなっているとは思うんです。その商工のその振

興に繋がっていっているのかという疑問が残ってしまうんですよね。先程堀川さんおっしゃっ

ていましたけど、本当に何か知恵を絞りながら、これが本当に商工の振興につながっていくと

いうものがないと、ただ感覚だけで起爆剤になってほしいとか、こうなってくれたらいいとか

というのは３回目とか４回目とかになってくると、もうちょっと説得力がなくなっちゃうかな
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って僕はするんですが。その辺ってどのように考えていますか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 先ほど申し上げましたとおり検証はしてございません。ただ前回、前々回の経済対策の部分

で地域振興券なりを配布したときも当然のことながら券にかかる需要が各個店にいったわけで

すし、その券を使えたことによって家計の中も余裕ができて、さらに商品を購入したという部

分は、その時その時に商工会事務局や各個店のお店からまた数字ということになろうかなとい

うふうに思いますけど、実際にそのときは売上が上がっているというふうに聞いておりますの

で、きちんとした比較はしておりませんけども、そういった部分で非常にその全業種全店舗に

聞いたわけではありませんけども、効果があったというふうに伺っているところはございまし

た。そういった部分で今回についてはこの券の発行による部分とよらない部分の検証がどこま

でどういうふうに出来るかどうかは解りませんけども、できる限り精査と言いますか、比較と

言いますか、そういった部分はやっていきたいなというふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 あの厳しいことを申しますけども、やっていきたいなじゃ僕ダメだと思っているんです。や

らないとだめですよ。４千３００万使うんです。振興券の方ですけど。それがお金が動く中で

こういう話を聞いています、だからこの事業費投入しますでは、納得されない町民が結構おら

れると思います。今課長おっしゃられているとおり、今まで課長が直接お話をどこかの商店主

さんなりから聞いて、そこの部分は信用していますのでだから数字が欲しいんですよ。実質こ

れだけ伸びているんだよというものがあれば。じゃあ効果があったね、４千３００万事業費と

して投入して良かったねとなるんですよね。そこの部分がいつも無いような気がしているんで

す。そういう明確なものが欲しいですし、今までの前回までのやつはないということなので、

今回これが実質とおるかどうか僕はわかりませんが、もし通った場合にはそういうことも商工

会とちゃんと話しながら、皆さんを納得できるための資料がほしいんですという動きも必ずや

っていただきたいなと思います。でこの答弁いいです。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他。委員さん。河口委員。 

 

○河口委員 

 今回のタイミングがちょっと違うだろうなと思うのは、まさしく町の中では大きい１２億以

上のケアハウスの事業がやっていますよ。農家も決して悪くないですよ。町の中の基幹産業が

すべてヒーヒーとしているということではない中の地域振興ということが本当にこのタイミン
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グなんだろうかという面では非常に私自身は疑問を持っております。 

このタイミング、町の中の大きい事業をやってそこで働く人方が弁当買います、いろんなこ

とで経済効果が出ているはずなんです。そういうことが１つなんだろうと思いますので、大き

な事業をやっている中で、しかも基幹産業の農業も悪くないですよと、その中の振興券をここ

で４千万使うということの意義がなかなか理解に苦しむなと思いますし、これをやったから、

今度商工会さんが一生懸命頑張ってくださいということでなくて、一緒の場に座ってやっぱり

これを組み立てていかないと、さあこういうことで財源発動しますから、さあ一生懸命こうい

うことだとかということの詰めをこの出す時点の前にやっぱり何人かの関係だけでなくて、本

当の事業者の中から積み上げてきた予算であれば僕は理解するのですが、出すから何とか今後

考えてくださいでは、僕は順番が違うだろうな。ずっと私言っています、みんなが同じ立場で

議論する、そういう機会をぜひつくっていただきたい、いろんなことを商工会さん全部あがっ

てください、あがってきたら話聞きますよじゃないですよということを、十分今後検討してい

ただいて同じ立場で進んでいただきたいなと思います。以上です。 

 

○勝又委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 いろんな意見が出たんだと思うんです。基本的にその緊急経済対策が必要なんじゃなくて、

これからのまちづくりを基本的にどうやってしていくのかという根本がまず大事なんだよと。

基金が１億余ったから今度使い道どうすると、また地域振興券で半分は物品を買ってという安

易な発想に見えるような施策は差し控えるべき。さっきから私も言いましたし、伊藤委員も言

いましたけども基本的に過去２回やっているんですよ。みんな賛成のベターではなかったかな

というふうに思うんです。 

今回の緊急経済対策も実は２５日の日に私は聞いた話ですよ。地域振興とか商工事業をこう

やってしようとする時に、果たしてこんなカンフル剤でできるのかというのを過去２回やった

わけです。その検証をきちっと数字的にもできる範囲内できちっとまず整理をするということ。

それができなければ来年再来年の計画もまずできない。それと４千３００万の物品がここにあ

がっているけど、精査しますと言っているわけですから、どれを削りどれが必要なものを入れ

るのか、そういう修正したものを提示しないとならないと思うんです。しかもそれが同金額で

なくて良いと思うんですよ。本当に緊急性のあるもの、必要なもの、課長の答弁の中には前倒

しではなく必要な時のやつもありますよと言いながら、私は前倒しではないというふうに理解

しています。そのことも私も先ほど言いましたけども過去の２２年の修繕から物品、それらの

データをずっと調べてみたら次の年どういうふうになっていたのか。そのことも理解が付くと

思います。緊急で買ったものが本当に効果的にその後も使用されているのか。そういうもの検

証も今一度必要だと思いますし、この部分についてこの金額そのままで良いというふうに私は

思いません。これらの制御をどういうふうするのか、それをもう１回委員会に説明するものが

臨時会までに必要じゃないかなと思います。それなしにスタートをかけちゃうと、臨時会の中

では収拾のつかないような事態に発生する部分もある。 

それと最後に中小企業等の融資要綱の中で先ほど言いました１業者につき３００万の部分の
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保障と年内にしますと言っておいて、課長の説明の中で私の聞き間違いかもしれませんけど１

１ページの（２）の林産企業者以外の運転資金の１千万を越えている事業所もありますという

表現があったんですが、それらに対しても３００万の対象が今回できるのかできないのか。そ

ういうことの中できちっとした法整備というか条例というか、その辺がきちっとなされている

のかというのがちょっと疑問に思ったのと、あくまでも運転資金なもので、年度末に支払いを

するという環境の中で本当に効果的な環境としてそのことができるのかというのが１点と、も

う１点はその保証料の補填ということになると町が保証をするということで一部錯覚をされる

部分も出てくれはしないかと。３００万借りるといった時に３００万全額融資させるわけでな

くて、保証料やそういうものが引かさったりなんなりしてくる、そのときの出し方は別個に町

がその分について出すのか、その辺の整理をきちっとなされていて本当になっているのかどう

なのかというあたりがちょっと疑問なんですが、もう少しこれいろんな部分で具体的にしてい

くんだと、臨時会で１億を使うための決算で通せば良い話ではなくて、これから明日に向かっ

てこの町をどう発展させていくのか、あるいは維持していくのかという根本的な問題のような

気がするので安易に臨時会開いて、はい賛成ですっていうふうにはなかなかならないのかなと。 

日程が５日って決めていますけども、その部分が果たしてそういう形で良いのか、あるいは

朝から臨時会でなくて昼からにして午前中委員会でもう一回説明するのか、いやそれは本会議

の中で議員の皆さんが質問したことに対して答弁をしていくという形で施行されていくのか。

町として課長としてどういう判断をされているのかだけちょっとお伺いをしていかないと。こ

の委員会のまとめも何も前へ進んでいかないような気がするんです。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 まず、前段の提示させていただいております関係でございますけども、基本的なベースは当

然のことながら積み上げさせていただいたベースでやらせていただきたいというふうに思いま

す。これを踏まえてその金額の関係でありますとか内容の関係でありますとか付属品だとかそ

ういった部分につきましても、今一度原課ともチェックヒアリングをしていきたい。その中で

対応させていただきたいというふうに思っておりますので、ご理解を賜りたいというふうに思

います。 

それから融資の関係でありますけども、融資については副委員長がおっしゃられた内容でほ

ぼ間違いないのかなというふうに思っております。いわゆる別枠で３００万円融資制度を設け

ましたので、その限度額に達している事業所も借りられますし、達していないところも今回保

証料の経費並びに利息の部分も全額見ていただけるんであれば年末年始のそのやり繰りの中で

借りようかというような事業所も出てくるのかなという中で設定をさせていただきました。御

指摘のとおり、保証料を保証するのは保証協会でありますので町が保証料を保証するものでは

ありません。いわゆる事務費用という部分でありますので、最終的に融資を決定するのは銀行

であり、保証協会でありますので、それの経費の部分を町が支援しますよということでご理解

を賜りたいというふうに思います。 
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○勝又委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 もう一度確認しておきますけれども、そうすると物品等あるいはパパスとそれらについては、

総額は変わりませんとこういうことで理解すれということですね。 

 

○企画政策課長 

 はい。 

 

○勝又委員長 

 他委員さんありますか。時間も大分押し迫っているわけですけど、今までの委員会のこの経

緯を聞いた限り課長も捉えている部分かなと思っていますけれど、今回のこの事業に対する１

つの懸念材料というのがたくさんあって、そういう部分も含めて臨時議会での議決というのも

かなり厳しい部分かなと思っています。 

そのような中で私も委員長ということで余り自分の思ったことをしゃべれない部分なんです

けど、今回のその目的である町内の支援、商工業の支援そして家計費軽減、そして地元の消費

拡大とこの３つを兼ね備えた形で緊急経済対策をやっていくという部分なんですけど、実際に

はその家計負担の部分の軽減というのはかなりウエートがないような気がするんですね。今回。

恐らくこの町内商工業からの支援の要請があったんだと思いますけど、そこがかなり重点を占

めている中で、先ほどから話が出ていますけど商工会の振興策を今までどおりのことをしてい

っていいのかという議会での意見等も出ています。そういう部分も含めまして今後とも長期の

このビジョンに立った形の中での商工振興対策というものをきちっと打ち出さないと毎回毎回

ゆるくなって町側から言われればこういう対策をしていくんですかということになっちゃうわ

けですよね。それではやっぱり町民には示しがつかないと思うんですよね。そのことも踏まえ

ながらきちっとやっぱり将来に向けてのひとつの抜本的な解決策なかなか見出せる部分でない

と思います。他の小さな町は皆この部分でやっぱり苦労していると思います。そのことも含め

てきちっと将来を見据えた形の中での商工会との論議は進めてもらいたいんですよね。それで

もなかなか解決策とはなっていかないような気がしますけど、その中でもやっぱりきちっと過

去も含めてこういう対策を打った時にそのことがきちんと反映されて活性化につながるような

形、そういうものはやっぱり築いていくべきかなと、そのように感じるところでございます。 

そんなことを含めまして、町長の提案ですから町長とも話しまして、再度細部にわたって先

ほど精査の話も出ましたけどそこら辺も含めまたもう一度常任委員会にかけるというような形

でどうでしょうかね。 

 

○企画政策課長 

 その常任委員会の開催の部分につきましては事務局とも総務課とも町長副町長とも協議させ

ていただいて後程ご報告させていただくというような形になろうかと思います。 
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○勝又委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 今ふと気付いたんですが、実はわくわく券の販売が１日にあるんですよね。これの２割分と

いうのは町の関係の部分が出ているんですよね。そういう形の中でわくわく券を買おうと思っ

ている人も結構町民の中にたくさんいると思われるのですが、地域振興券が配付されるという

ことになったときにわくわく券買って地域振興券もらったけどわくわく券余っちゃったって、

いや２カ月間で使い切れないという心配が出てこないかどうかって感じたりしたら困るなとい

うちょっとこまい小さい話。ちょっと思うんですが。この辺も説明の何かある中では非常に微

妙な部分かなと。わくわく券使いながら地域振興券出すこと自体にアンバランスな状態がちょ

っと出てくるんだけど、政策の中で。 

 

○池下委員 

 ５日の臨時議会が終わらないとどうなるかわからないんだから、だから１日はわくわく券で

いいんじゃないの。 

 

○勝又委員長 

 町長も常日ごろから商店街を買い支えるということで、公共財というような言い方もしてい

ますけど、住民が支えるんだという観点に立たないと。毎回先倒ししてまで役場が備品購入し

て支えるようなことではないと思うんですよね。やっぱりそういうことを根本的にそういうも

のをきちっと改善していかないと、店本当に１軒も無くなりますよ。うちの町から。そういう

ことを危機感を持ってやっぱり取り組んでいただけるような形でないと、色々な形のものがな

かったら、この委員会でそういうものを決めて議会に持ち込んでも、町民の理解を得られない

と思いますね。そのようなことを含めてひとつ検討のほどよろしくお願いしたいと思います。

前中委員。どうぞ。 

 

○前中委員 

 オブザーバーで発言の機会をいただいたので、２点ほどちょっと。 

行政の執行の中で特によくＰＤＣＡ検証して次のアクションプログラムを考える。今の振興

券ももう２回やった、そのへんの検証はやはり本来は行政側としてはやって終えている状況か

なと思うんですよ。 

それともう１つ、町内環境の中で地域振興券、地域経済、特に本町の中でどれだけ潤沢にお

金を流通させるかという部分では僕はすごく良い施策ではあるんですけども、どこかでも地域

限定のコインというものあるんですけども、恒久的にそれがあるのか。今回の地域振興券の場

合は２ヶ月の中の経済対策という部分での効果を過大に評価した上で取り組んだという案件で

あったのかなと、そこは大変実効性は、僕はあると思います。ただそれが恒久的な施策かとい

うとまた違う観点になると思います。 

それともう１点、経済緊急対策ということで各事業所に物品購入で今回リストあがってきて

いるんですけども、課長の方からちょっと答弁ありましたけども、この物品購入の契約の上で
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融資機関から融資基準が持てるというような答弁がありましたけども、実質問題、物品消費契

約書を取りつけた段階で金融機関は融資すると思うんですよ、ある程度の運転資金は。そうで

あるならばやはり恒久的な緊急的な小口融資の制度設計を行政側からやはりつくるべきかな

と。常に中小企業融資ということで昭和３５年につくった要綱の中で運行していてはっきり言

って余り良い感じのしない附則が、もう見た感じ、その場のつなぎで要綱を変えているんです

けども。もうこの際思い切った中で小口融資なら小口融資、それも緊急的な運転融資に限ると

いう旨でもう完全にそういう制度設計をしてほしい。で答弁先ほどあったけども、保証料を負

担する事務的なものですっていう答弁があったんですけど、それはちょっと違うんじゃないか

なと。金融機関は保証料を常に保証協会付で求めてきますよ。例えば５００万に対して保証料

が何％、それを行政が負担するというふうに僕は捉えています。その保証料と金利部分もあわ

せて、今回の融資で保障しますという提案かなと思うので、ちょっと課長の答弁ちょっと疑問

を持ったんですけども。 

それであるならば今回恒久的な中小企業本町に限っての基金的とは言いませんけども恒久的

な融資案件、これ農業の中であれば農業振興資金という運用規定がありますから、それに近い

ものを商工会そして町とで構築する、そういう制度設計を検討していただきたい。これは今後

の商工振興の中である程度の趣もあるんじゃないか、それは運転資金の部分かもしれませんけ

どもそういう抜本的な対策。 

もう１点、新規出店だとか空き店舗の助成も確かにわかりますけども、既存で頑張られてい

る商工業の事業者に対する直接的な財政支援もやはり今後助成金という形で考えても良いので

はないですかというのが僕の考えなんですけども。それ位でやめておきます。 

 

○田中議長 

 いろいろ商工業の将来的展望という中ではなかなかどういった施策がこの町にふさわしいの

かな。非常に難しい問題だと思う。今回の緊急対策事業についてもいろんな意見があって皆さ

んそれぞれごもっともな意見なわけでありまして、しからば今本当に商店街がひっ迫して年越

しも大変だという状況の中で、どういったことが出来るのか、私も非常に難しいと思っていま

す。 

緊急に町の方からきた話で私もびっくりしたような状況の中なんですけど、この辺何とか今

年乗り越える将来的に向かってというのはまた大きな視野で見て今後の施策は考えていかなき

ゃならないと思うので、そこら辺皆さんとそれぞれ意見も出てきたわけなんで本当に今回の場

合、これ委員長中心にまとめていきたいなと思っています。 

 

○勝又委員長 

 皆さんからいろいろ意見も出されたわけでございます。そういう部分も含めましてもう一度

持ち帰りといったらおかしいですけど、十分そこら辺のことを精査されましてもう一度事務局

とも相談して臨時会前に常任委員会を開けるような状況であれば、常任委員会でもう一度再度

説明していただくというような形でよろしいでしょうかね。 

それでは、以上持ちまして平成２９年度緊急経済対策事業についての企画政策課終わりたい

と思います。どうもご苦労様でした。 
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○議会事務局長 

 次回の予定でございますが、内容調整し、ご連絡いたします。 

 

○勝又委員長 

 大きな３番、その他各委員の皆様方からありますか。 

 

 

 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○勝又委員長 

 それでは、第１４回総務文教常任委員会を終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１１時５６分） 

 


