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第１５回総務文教常任委員会会議録 

平成２９年１２月４日（月） 

    開 会   午前  ９時１５分 

    閉 会   午前 １０時００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 

   ・緊急経済対策事業の精査について 

   ・既に発行された地域振興券の経済効果について 

   ・今後の商工振興対策について 

 

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    ■企画政策課主幹    清田 憲弘 

 ■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     
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○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 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○勝又委員長 

 第１５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 

 ○勝又委員長 

 町からの協議報告事項、企画政策課、平成２９年度の緊急経済対策。緊急経済政策事業の精

査、既に発行された地域振興券の経済効果について、今後の商工振興対策についての説明でご

ざいます。 

 

○企画政策課長 

 まず初めに先の常任委員会に引き続き、本日の常任委員会を開催していただきまして、大変

みなさんご多忙の中、委員長はじめ各皆さんにお礼申し上げます。ありがとうございます。 

先の常任委員会におきまして景気低迷の中、依然として厳しい状況である、町内の商工業、

地元商店街の状況を鑑みて、平成３０年度の前倒しによる追加事業に係る緊急経済対策事業、

住民の生活含めて地元商店街、事業所への消費喚起につなげるための地域振興券交付事業、そ

して年末年始の資金繰り、安定した事業運営を図るための緊急経済融資事業。この３つの事業

を提案し、年末年始を乗り切り、さらにこれらの事業の起爆剤として安定した事業運営と今後

の商工振興進展につながるために事業の提案をさせていただいたところでございます。 

その中で前回の常任委員会におきまして御意見やご要望いただきました点につきまして、３

項目に分けまして御説明させていただきたいと思います。 

まず初めに１つ目の緊急経済対策事業の精査の関係でございます。各委員の御意見等を伺い

まして、前回提案させていただいた中におきまして精査をさせていただきました。提案した事

業の中で前倒し、いわゆる平成３０年度等の前倒し事業であるということを踏まえつつも必要

性の重視。それから小規模事業所の各個店の方にも行き渡るよう、また基本的に遅くても、１

月一杯ぐらいまでには契約発注、支払が完了できるものをベースに精査をさせていただきま

す。 

具体的には車両の購入等を取りやめ、交流施設等の一部備品の取りやめ、工事、大規模修繕

などを取りやめました。前回４千９００万円の予算を３千万円に削減をさせていただきます。 

２つ目の既に発行された地域振興券の経済的な効果等々の関係でございます。資料をお配り

したいのですが。お手元に配られた内容含めてご説明させていただきます。 

この地域振興券の経済効果という部分でございまして、なかなかそれを比較するという部分
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が短い時間の中で難しい部分ございます。さらにその各店、事業所のいわゆる決算、売り上げ

というものを見ることがなかなかできないというような部分がございます。すべての業種すべ

ての商工会加盟の事業所等の売上げ等を把握することができません。 

ただし商工会の事務局の方にご協力いただきながら、今回示している部分については、４０

事業所のサンプル数でございます。なぜ４０かと言いますと、いわゆる商工会が各個店の決算

状況を指導し、商工会事務局が把握できる部分がこの数ということでありますし、もちろんそ

の４０事業所についてはかなり小さなお店と言いますか、売上がさほど高くないお店と言いま

すか、そういった部分に限定をされるわけでありますけども、比較対照部分の一助になるかと

いうふうに思いまして皆様方に提案させていただいております。 

資料の見方でございますけども、上の表にございますように地域振興券を配った年になりま

すけども２０年の１２月それから２１年の１２月、２２年１２月、２７年の３月に、それぞれ

券を配っております。券を配ったということはそのときに券を使用しているということが発生

しております。逆に２３年１２月、２４年１２月、２５年１２月、２６年３月は券を配ってい

ない年ということになります。下の（２）の部分についても２０年１２月に券を配って、２１

年の１月になりますが、券を１月いっぱいまで使用できますんで、実際に使用して売上があっ

たということでご理解をいただきたいと思います。 

ですから、券を使って売り上げがあったのが、２０年の１２月、２１年１２月、２２年の１

２月、２７年の３月。それから（２）のとおり、２１年の１月、２２年の１月、２３年１月、

２８年の４月ということで、券の売上もプラスしてあったということでご理解いただいて、下

段の部分についても券の売上はなかったということでございます。上の表につきまして、２０

年１２月上段に書いてあるとおり、その券の売り上げがあった月と券の売上がなかった月の１

２月の平均であります。合計の数字で申し上げますけども記載のとおり約１０．７％の伸びと

いうことになっておりますし、１月のところを見ていただいても平均で８．５％、約１０％近

い伸びがあったということであります。単純に、そのときの売上の部分の比較ですから一概に

は言えない部分も多々あろうかというふうに思いますけども、そういった部分、実質的な小さ

なお店においても、いろんな多業種にわたって売上の効果はあったということで一定の評価は

出来るんではないかというふうに思います。 

具体的に事例を出してみますと、この券の配付によって商品を買うか買わないか迷っていた

ものを思い切って買っていた事例もあったように聞いておりますし、１つの商品を券と現金を

合わせて思い切って買ったというような部分もありますし、何か商品を買うときに券で買うこ

とによって余裕ができた、お金をさらに町内の消費に回したというような部分もございます

し、一番大きいのは、券は町内でしか使えないということは、今まで例えば町外でガソリンな

り灯油だとか入れていたものを町内で購入したり、燃料入れたりというような部分もあるかな

というふうに思います。確かにその反動は少なからずあるのかなというふうに思いますけど

も、当然のことながらそういった需用も喚起しているという部分でありますので、この分析等

については後程も申し上げますけども、今後この券の発行について、各委員からも御意見いた

だいているとおり、今回の振興券の発行後、配付後についてもさらに分析なり検証しなければ

ならないというふうに考えてございます。 

３つ目の今後の商工振興対策ということでございますけども、前回の御意見・御説明をいた

だいたとおり、今回の提案させていただいた施策を少しでも生かされるように、また商店街や
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事業所にとって有益なものになるように対策を講じていかなければならないというふうに考

えております。具体的には、今まで商工振興事業を個店や商店街の収益振興につながるように

行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。国では小規模企業基本法が

制定されて小規模事業所の支援振興策を講じるように求められております。本町の商工会にお

きましても規定の発達支援の事業の取り組みが始まっているようでございますし、行政側とい

たしましても、この基本法に基づいて小規模企業振興に取り組むことが求められておりますの

で、平成３０年度中には条例の制定でありますとか商工振興計画の策定の作業に入らなければ

いけないのかなというふうに考えているところでございます。 

提案を本編に戻して繰り返しにもなろうかと思いますけども、２ページの補正概要をご覧い

ただきたいというふうに思います。 

先ほど申し上げました２款総務費、１１項地域振興費、１目緊急経済対策費、緊急経済対策

事業は当初４千９００万円だった予算計上を３千万円に修正計上させていただきます。地域振

興券事業につきましては、今回の券の発行後、効果検証にも取り組んでまいります。融資の関

係でございますけども、保証協会付きの融資制度ではございますけれども利子、保証料の全額

助成により借りやすい体制をつくって安定した事業運営を図っていただくべく改めて提案を

させていただきたいというふうに思います。急場しのぎ、一時的なカンフル剤というふうに御

指摘もあろうかというふうに思います。前回も申し上げましたとおり、このカンフル剤を機に

個店の努力そして商工会の指導、支援行政の支援、助成そして議会の皆様方の後押しによって

より一層、商工振興に取り組んでいかなければならないというふうに考えてございます。 

どうか御理解をいただきながら御意見を賜りたいというふうに思います。以上でございま

す。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただ今、企画政策課から平成２９年の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疑を受け賜りたいと思います。河口委員。 

 

○河口委員 

 前回の数字から見て、まず緊急経済対策ということの要するに経済のカンフル剤のごとく１

２月、１月にかけてパイを増やそうということなんだろうと思います。その中で内容を精査し

た中、４千９００万が３千万に１千９００万円減らしたということは、あえてその枠を狭めま

したよということなんですね。内容精査だからいろんな使い方あると思うんですが、１億とい

う総予算の中で経済対策、こんだけのボリュームを計画しました。でも中身を見たら経済対策

と言いながらもこの部分を下げました、１千９００万下げたよということは、経済対策を減ら

しましたよという意味合いになるんだろうと思うんですね。 

前回十分皆さんの議論があったと思うので、中身の問題でトータルを減らせということじゃ

ない。それに代わるしっかりしたことが、まだまだ議論していただきたかったなとは思います

けども、すぐに必要でないものをあえて中に入れるということも、決してそれは良いことでも

ないですし、それが精査の結果ですということについては十分受けとめられると思うのです。 

経済対策と言いながら、本当にここの町が疲弊しているのでしょうか。町民から何とかして

ください、あるいは商店業種の中から何とかしてくださいっていう環境の中にあるんだろう
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か。前回も言わせていただきましたけども、地方には経済効果がなかなかいっていないと言い

ながら、日本全体を捉えたときに、決して悪い状況の市場ではないんだろうと思います。町の

農業は、昨年は台風が来ました。だけど今年は何もない、そういう面では非常に町の中の雰囲

気は決して悪くないんだろうと思います。この時に本当にカンフル剤が必要なのでしょうか。

むしろ必要なんです、でも商工振興に深く手をつっこんでなかったのだろうと思います。すぐ

に効果の出る形は、お金を回せば出来るだろうという単純な発想の中で、このお金を使って良

いだろうかという疑問が非常にあります。 

前回の定例会の中の総括に勝又議員からも大事な商工振興、何が大事だ、やっぱり人の流れ

をつくると。人が人を呼ぶんだと、人の流れをどうやってつくるんだと。これに対して町長も

答えていると思います。その前にも地域資源を守り、商店街は公共財です。その中でしっかり

とした政策は本当に取られたんだろうかといったときに、本年度の予算も商工振興対策費を幾

ら出していたのと言うと、いろんな行事の補助を入れてトータルで１千５００万しか出てない

んです。商工会の新しい行事として商工活性化事業になんぼその分出したかといったら７０万

５千円ですね。そしてこの７０万がどうやって生きて使われているかということをどの程度精

査されているのかということもちょっと知りたいところなんですけども、振興対策もこの程度

しか手を付けてなかった。この１億は勝又委員言われた、人の流れを作るためにどうやって使

うんだろうかといったときに、またまだ使い道があると私は思っているんです。 

単純に固有名詞に出た方が話が早いんでしょうけども、まずうちの町に先ほどようやく情報

が出てきました。その情報と前回の情報の中から何を読み取らなきゃいけないかということは

非常に大事なんだと思うんですね。この数字、私は違う見方で見ていましたけども、やっぱり

商工会にいっても出てこないんですね。この町はいろんなことでデータを持っていない。いろ

んなこと新しい事業やります、しかしそれに対してどういう事業が上手くいかなかったのか、

どういうことが上手くいったか。いろんなことの検証がされなくて情報というかデータとして

持っていない。これから非常に大事な部分になると思うんですね。町民のみんなの消費の部分、

交通の問題のビッグデータが絶対いるのです。小さいながらも、小さな町だからこそいろんな

ことをしっかりとしたビッグデータを作らんとだめなんです。 

固有名詞と言いましたけど、街の中に人が流れる、そしたら空き店舗があるわけですね。今

後、行政しか手がつけられない空き店舗をどうやって使っていくか。そして街中でいろんなこ

としても人が流れをつくるためには地域交通をしっかりやらなきゃならない。この１億あった

らものすごいことができますよ。単純にカンフル剤で良いのか、本当に町民あるいは業種が何

とかしてくださいって言っているのかっていうとそうじゃない。将来にどういう明るい事、希

望を持てる地域振興をつくってくださいっていうことを町民あるいは業者が言っているんで

す。何とかすぐ買い物できる振興券を出してくれということじゃないんです。我々が町民のお

金をどうやって使うかということを問われているんですね。皆に１万円ずつ返して使ってもら

った方が良いという単純なことで良いんだろうかというのが私の本当の思いであります。本当

に大変なときでない、今だからやれる将来の投資のための商店街振興、地域振興を、もう少し

考えていただきたいなと思っております。 

私の意見はそんなことがありまして、今回はしょうがないで、このままいくのであれば本当

に寂しいなとは思いますけども、もう少しその辺の将来像をきちんと語っていただきたいなと

思います。以上です。 
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○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 河口委員の御発言のとおりだというふうに思います。当然今後の商工振興策につきましては

しっかりとしたデータ等の持ちながら商工振興策についてきっちりと順序立てをしながらい

ろんな関係者を含めながら考えていかなければならないのかなというふうに思います。 

そういった部分で先ほど私も申し上げましたとおり、商工振興計画、計画ありきではないで

すけど、そういった作業等にも入っていかなければならないのかなというふうに考えておりま

すので、これは単なる一戸一戸の個店ではなくて、町全体の商工振興策としてしっかりと協議

をしていかなければならないというふうに思っています。それには当然この何日間の中ででき

るわけではありませんので、しっかりと時間や中身を詰めながら、そしてどれだけの費用がか

かったり、どれだけのデータが必要なのかというような部分を含めながら、議会とも十分に協

議をしながらやっていかなければならないというふうに思います。この協議について少し遅れ

ている部分ももしかしたらあろうかなというふうにも思いますけども、先程申し上げましたと

おり３０年度の早い段階では商工会とも連携をしながら、そういった作業にも早速取り掛かっ

ていかなければならないかなというふうに考えております。 

そのような中においても、町としましてはやはり続いているこの商店街、商工会、各個店の

景気の不安定というのは決して脱出できているものとは思っておりません。今年がどうだった

のかという部分だけで言いますと、もしかしたら河口委員お話されているとおりかもしれませ

んけども、ここ何年も前から振り返ってみますと横ばいもしくは下がっているというのが実感

として感じているのではないかなというふうに思っております。ここまで来てさらにどんどん

大きなことにならないうちにも、何らかの対策を打たなければならないというものは粛々と感

じておりますし、まずはこの景気対策を打って、そして先ほど申し上げましたとおり、今後の

しっかりとした地域振興策につなげていきたいというふうに考えておりますので、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 

 早く終わらせますけども、まずこの点については、今回の１２月のタイミング、これはこの

数字からも出てくるのは、先ほど課長言われたとおり消費の流出しかないんです。この１点だ

けなんです。これを執行者側から１２月の一番需要がある、過去のデータから出てきて小売業

と飲食、食べ物と電気の部分の比率は６割に達するんです。前回のいただいた資料の中にも約

６割近い１２月については特にボリューム増が大きいんです、消費のこの部分の。したらこの

部分はこのカンフル剤が何の役目をさすかといったら消費の流出をとりあえず緊急的にスト

ップするんだよということの１点しかない。地域経済に１年間終わったトータルとして決して

そんなにプラスになってない。４千万は４千万のプラス効果しかなくて、確かに数字は１０％
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になっていますけど、１年間トータルとしては決して増えてないんだと思うんですね。長い目

で見ると。 

あくまでも１２月の一番消費が多くなる、買い物の多くなるときに、消費の流出を４千何百

万あるいはプラスアルファで、その分をストップするんだよ。この１点しかないと思う。やっ

ぱりこのカンフル剤しか一番消費の流出を防ぐにはこれしかないんだよ。これは私も十分認識

しております。 

問題はこの後、カンフル剤がどうやって活かされるかっていうことを商工会さんとしっかり

と詰めて欲しい。個人が使うのはそれで、その個人、これは誰があれするのかというと商工業

者がこのメリットを受けるんですね。この受けるメリットをどうやって効果的に動いてもらえ

るかっていうことを行政が任せておいたらだめなんですよ。任して良いことが無いんです。緊

急なんだから、同じテーブルについて、これだけ金を使うんですから効果を上がる方法を商工

会含めてしっかりとつくっていただきたいと思います。それが出来ないと本当にもったいない

と思います。効果のある方法について、十分検討していただきたいと思います。以上です。 

 

○勝又委員長 

 他委員さん。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今回、この資料前回言った時になかったということで、その後に緊急にいろいろと頑張って

いただいて作っていただいたと思っております。わかりやすい資料かなと思うのですが、１点

だけ私ちょっと勉強不足で申し訳ないのですが、振興券を発行した時と発行していない時の月

の差なんですけども、このとき同時に、例えば今回やるような緊急経済対策こっちの事業あり

ます。上の方に上の方の事業、前回の資料なんですけど、これも同時にやっていたということ

ではないんですよね。この時って全部売上はあくまで地域振興券を発行した時だけだったんで

すかね、その時の支援事業っていうか、同時に今回みたいなことも他にもやっていたとか、そ

の辺ちょっと聞かせてもらいたいんですけど。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○企画政策課長 

 地域振興券事業をやった時と経済対策をやった時両方やっている時もありますし、経済対策

だけをやっている時もございます。大半がツインでやっているというような形が多いという事

になります。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 わかりました。確認しますけど、これはあくまで地域振興券の発行の分だけというイメージ
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ではないということなんですか。 

 

○企画政策課長 

 なかなか難しい部分もあるんですけども、いわゆるこの経済対策やった時にその経済対策や

った売上と言いますか、備品購入だとか、そういった事業の支払いがいつになったかという部

分があろうかなと思います。それが１２月なのか３月なのかという部分があると思います。あ

ると思いますけども、多分正直な話、多少は１２月、１月にもう入っているとは思います。た

だその全額入っているっていうことではないというふうに、どれだけの割合で入っているかっ

ていうのはちょっと今数字でちょっと表すことはすいません、できません。 

 

○勝又委員長 

 他委員さん。加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 ３千万に圧縮物品にしたという、その先ほど課長交流施設との部分は削除しましたよと。削

除した一覧表は。この間から絞った部分というのを出して、落とすのは良いと思うんですけど、

その関係があるかなと。 

 

○企画政策課長 

 それであれば、前回備品だけの部分でお見せさせていただきましたので、本当は備品だけじ

ゃなくて、備品だけだったので７割ぐらいの部分しかお見せしていませんので、今回コピーに

行かせてます。いわゆる３千万の内訳を皆さんにお伝えしたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 他委員さん。ありませんか。課長。 

 

○企画政策課長 

 最後にちょっと言おうかなと思ったんですけども、私大変申し訳ないのですけどもちょっと

不幸がありまして、明日出席できません。できれば今日すべてお話をさせていただいて、話し

合わせていただいて、いろんな職員に迷惑をかけますので明日にしっかりと繋げていきたいな

というふうに思っています。 

 

○勝又委員長 

 ただ今３千万の分の中身の方が出てきました。はい河口委員。 

 

○河口委員 

 パパスの２００万なくしましたね。無くした理由とパパスのところ同じ脱衣室で、今年度予

算の中で換気扇で１５０万組んでいるんですね、修繕で。この辺の関連は。 
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○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 パパスのエアコンの設置については、いわゆる暑さ対策としてエアコンを入れるということ

で御説明させていただいたということですけども、河口委員からもいろいろとお話がありまし

たので、そういったお話も参考にしながら、本当に暑さ対策だけのエアコンで良いのか、トー

タル的にもう一度捉えて、そして整備内容も単純にエアコンをつけるのが良いのか、いろんな

部分を検証して、もう一度その当然必要であれば３０年度に、どういった形になるか、原課で

もいろいろやっていると思いますけども、そういった部分で再度協議をさせていただくという

ことになろうかと思いますので、十分に河口委員のご意見を参考にさせていただいたというこ

とでご理解いただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 同時に、今年度脱衣室の換気扇修繕で１５０万あがっていたのは、これはどういう内容かと

いうのは。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 脱衣室の修繕の部分はどちらかというと、暑さ対策ではなくていわゆる除湿の部分があっ

て、何と言うんですか、そのままおくとカビと言うか、そういった事にもなりかねないので、

ちゃんと除湿をしようという中での換気扇というふうに聞いております。いわゆる今その暑さ

対策のエアコンとはまたちょっと別の部分なのかと。換気扇をやることで多少の暑さ対策にな

るのかなっていう私どもも期待もしたんですけども、なかなか暑さ対策の方は解決できなかっ

たのかなというふうに思います。ただ暑さの方は河口委員も御意見をいただいたので、そうい

った御意見も含めてほんとに単純にエアコンの設置で良いのか、他のやり方が無いのか、事業

費の部分はどうなのかといろんな部分をもう一度すり直して提案をしていきたいというふう

に思っております。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 わかりました。その脱衣室の除湿の部分の換気ということだそうですから、この辺は再度私

も現場の方で細かく検査させていただきます。それで１５０万が本当にどういうところから出
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て来たのかということと効果の部分について十分ちょっと検討させていただきます。以上で

す。 

 

○勝又委員長 

 他委員さんから。 

 

○企画政策課長 

 ちょっとすみません、戻させてください。一個一個だとなかなかあれで大変申し訳ありませ

んけども、全体をちょっと戻していただければ助かります。 

 

○勝又委員長 

 他委員さんありませんか。十分に論議されたのではないかなと思いますが、明日臨時議会の

方で質疑の方もありますので、今日話されたような部分での意見等もなかなか質疑となります

と意見も述べられない部分ですけど、質問として伺うというのも町民にわかるような形で良い

のかなと思っています。そういうものも含めまして不足分につきましては明日の質疑の中でや

っていただくというような形でよろしいでしょうか。 

それでは以上を持ちまして企画政策課を終わりたいと思います。どうもご苦労様でした。 

 

○勝又委員長 

 大きな２番次回委員会の開催について。事務局。 

 

○議会事務局長 

 次回委員会でございますが、明日１２月５日火曜日、各種委員会室で臨時議会終了後に行い

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 次回の委員会については臨時議会終了後に明日行うということでよろしくお願いいたしま

す。大きな３番、その他。ありませんか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○勝又委員長 

 それでは、第１５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１０時００分） 

 


