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経済企業委員会会議録 

 

平成２７年８月５日 水曜日 

  午後２時０３分開議 

  午後３時３７分閉議（実時間 ９１分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．所管事務調査 

 ・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

  （スーパー元気券事業について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  増 田 一 喜 君 

副委員長  野 﨑 伸 也 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  笹 本 サエ子 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  前 垣 信 三 君 

委  員  松 永 純 一 君 

委  員  村 上 光 則 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

経済文化交流部長    池 田 孝 則 君 
 
  経済文化交流部総括 
            宮 村 明 彦 君 
  審議員兼次長 
 
 
  商工政策課長補佐兼 
 
  スーパー元気券事業 嶋 田 和 博 君 
 
  推進室長 

                                

○記録担当書記     土 田 英 雄 君 

 

（午後２時０３分 開会） 

○委員長（増田一喜君） それでは、定刻とな

り定足数に達しましたので、ただいまから経済

企業委員会を開会いたします。 

                              

◎所管事務調査 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

○委員長（増田一喜君） 本日は、産業・経済

の振興に関する諸問題の調査を議題とし、調査

を進めます。 

                              

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（ス

ーパー元気券事業について） 

○委員長（増田一喜君） それでは、スーパー

元気券事業について、執行部から発言の申し出

があっておりますので、これを許します。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、池田経済文化

交流部長。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） はい。皆

さん、こんにちは。(｢こんにちは」と呼ぶ者あ

り）経済文化交流部の池田でございます。本日

はスーパー元気券販売に関しまして、前回に引

き続き、経済企業委員会を開催をいただきまし

て、心から感謝を申し上げます。 

 今回のスーパー元気券事業の取り組みにつき

ましては、市長のほうからも、購入しやすく使

いやすい制度設計のもと、本市の経済活性化に

寄与することで、多くの市民の皆様に喜んでい

ただけるような事業を目指してほしいとの指示

を受けまして、議会の貴重な御意見等も尊重し

ながら、具体的な制度設計を行ってまいりまし

た。 

 まず、購入しやすさという点では、先着順の

直接販売とし、外出困難者などに配慮した代理

購入を広く認め、購入申込書の全戸配布を実施

するなど、購入に当たりまして利便性を追求い

たしております。 

 次に、使いやすさという点では、多くの取扱

事業所を確保するため、事業所説明会や各種総

会への出席、ダイレクトメール、電話勧誘な
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ど、できる限りの手段を講じ、前回を上回る１

４５０店舗以上の事業所登録をいただいたとこ

ろでございます。 

 なお、１人当たりの購入限度額を１０万円と

高目に設定し、使用期間も６カ月と長く、ま

た、１回当たりの使用限度額を設けないなど、

使いやすさに努めてまいりました。 

 このような取り組みと同時に、本事業の周知

活動においても、さまざまな広報媒体を活用す

るとともに、街頭でのチラシ配布を行うなど、

徹底して周知を図ってまいりました。 

 この結果、市民の皆様のスーパー元気券に対

する関心が高まり、販売時に多くの皆様が集中

しておいでになり、結果的には大行列に伴い、

多くの方々に御迷惑をかけてしまいました。反

響の高まりを考慮して、販売スタッフの増員や

販売窓口の増設、臨時駐車場の確保など、販売

体制を整えたつもりでありましたが、予想を上

回る反響があったため、混乱を招いてしまいま

した。このような事態を予見できなかったこと

は、私ども事務局の認識不足によるものであり

まして、心からおわびを申し上げますととも

に、責任を痛感をいたしております。 

 また、代理購入制度のあり方につきまして

は、今回新たな問題点として、本市のみならず

他自治体でも検討され始めておりまして、しっ

かりと検証して、今後の各種事業に生かしてい

きたいと思っております。 

 いずれにしましても、スーパー元気券を御購

入いただけなかった市民の皆様を初め、御迷惑

をおかけいたしました皆様方に、重ねておわび

を申し上げます。申しわけございませんでし

た。 

 それでは、これより前回の委員会でいただい

ておりました質問等につきまして、各資料に基

づきまして、宮村総括のほうから御説明いたし

ますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮村経済文化

交流部総括審議員兼次長。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい、お世話になります。総括兼次長の

宮村です。よろしくお願いいたします。 

 お手元に配付させていただいています資料に

基づいて説明いたします。恐れ入ります、座っ

て説明いたします。 

 まず、１ページをごらんいただきたいと思い

ます。こちらにはスーパー元気券の事業の各種

調査のスケジュールをあらわしているところで

す。 

 もう御承知のとおりなんですが、使用期間が

７月４日から１２月３１日までとなっておりま

す。換金期間が７月の中旬から１月末までとい

うふうになっております。購入申請書類を精査

いたし、購入申請書の精査、それから販売結果

の統計調査、そして事前アンケート調査の取り

まとめを、今回、経済企業委員会の皆様方に御

報告をさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

 また、大量使用の把握調査並びに自家換金等

のチェック、それから事後のアンケート調査に

つきましては、２月いっぱいでまとまるという

ふうに考えておりますので、まとまり次第、ま

た委員会に報告をさせていただきたいと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 次のページをごらんいただきたいと思いま

す。次のページが、さきの経済企業委員会で提

出を求められた資料でございます。１００冊以

上２００冊未満の購入者でございます。２ペー

ジに１番から４ページまで、１５８人――、１

５８件の調査報告をさせていただいているとこ

ろでございます。 

 ４ページをお開きいただけませんでしょう

か。４ページの下段のほうに取りまとめを行わ

させていただいているところでございます。１

００冊から２００冊の合計といたしまして１５

８件、上のほうを見ていただくことになります
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けれども、本人が７％、配偶者、子供、親、兄

弟までが３８％、親戚が２７％、友人、知人、

同僚等が２８％となったところでございます。 

 あわせて、前回も説明させていただきまして

重複いたしますが、説明させていただきます。

２００冊から３００冊までが２１件ございまし

た。件数につきましては１００冊から２００冊

までが１万９８３２冊、２００冊から３００冊

が５０６８冊、件数は２１件でございます。 

 ２００から３００冊の本人が４％、それぞれ

の数字につきましてはその表にございますの

で、そちらをごらんいただきながらお聞きいた

だければ幸いでございます。配偶者、から親

戚、兄弟、兄弟までですね、が１８％、それか

ら親戚が３１％、友人、知人、同僚が４７％で

ございます。 

 ３００冊以上が、５９７３冊、１６件でござ

いますが、本人が２％、配偶者から兄弟までが

１０％、親戚が２５％、友人、知人、同僚が６

３％となりまして、１００冊以上につきまして

は、合計でございますが、３万８７３冊、１９

５件。本人が１８０人、６％、配偶者が１３４

人、それから子供が２７２、親が２９２、兄弟

が２２１で、合わせまして３０％を占めており

ます。親戚が８３５、２７％、友人が５４２、

知人５７９、同僚が４５ということで、３７％

を占めているところでございます。 

 下のほうに米印をしておりますが、総販売冊

数のうちの１申請で１００冊以上購入分の割合

が２８％、これは合計のところにありますが、

３万８７３冊を１１万冊――、発行冊１１万冊

で割った割合でございます。２８％となってお

ります。 

 恐れ入ります、５ページをお開きください。

上のほうに書いております申請件数、代理件

数、窓口に来た人、販売冊数、７月４日から６

日まで、それぞれ日にちごとあるいは合計につ

きましては、前回説明したとおりでございま

す。なお、中段にあります１人当たりの購入冊

数、窓口に来た人の購入冊数、最高購入冊数は

ごらんのとおりでございますので、よろしくお

願いいたします。 

 １００冊未満の購入者が２７４３人で、割合

ベースでは９３.４％ということになっており

ます。１００冊以上２００冊未満が１５８人、

５.４％。２００冊以上３００冊未満が２１

人、０.７％。３００冊以上が１６人、０.５

％。合計が２９３８人となっておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 次のページをお開きください。次のページ

は、それでは先着順で並んだ人で、年齢の高い

人は購入できなかったんじゃないかというよう

なこともお話があったように思いますので、年

齢層別に実績をここに記入させていただいたと

ころでございます。２０歳未満が１６２１人、

全体の割合からしますと１４.４％。２０歳代

が８７２人、７.７％。３０歳代が１３８７

人、１２.３％。４０歳代が１４２７人、１２.

６％。５０歳代が１６５０人、１４.６％。６

０歳代が２２３５人、１９.８％。７０歳以上

が２１０１人、１８.６％でございます。その

真ん中の表は棒グラフにしたところでございま

す。 

 なお、男女別にあらわしたのが下でございま

して、男性が４９６３人、４３.９％。女性が

６３３０人、５６.１％となっております。 

 ７ページをお開きください。今、年齢別の統

計表をお示しさせていただきましたが、地域別

といいますか、校区別に分類したものが、この

７ページの資料でございます。 

 それぞれごらんになられているとおりでござ

いますが、旧町村名、購入者、購入冊数、校区

名、人口、世帯数、購入者数、購入世帯数、購

入冊数、それから平均購入冊数とありますけれ

ども、これはもう言わずもがなではございます

けれども、購入冊数を購入者数で割った冊数で
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ございます。隣の購入者割合につきましては、

購入者の数をそれぞれの校区、地域の人口で割

ったものでございます。購入世帯割合というの

は、購入世帯の数をそれぞれの地域ごとの世帯

数で割ったものでございますので、御理解いた

だければというふうに思います。 

 これを見ますと、一番右のほうの購入世帯割

合でございますが、大ざっぱな言い方になりま

すが、坂本、それから東陽、泉、それから鏡で

すか、あたりは購入の割合が少し低い、あるい

は昭和地区、あるいは二見地区が少ないのかな

というようなところが見てとれるところでござ

います。 

 じゃあ、次のページをごらんいただきたいと

思います。これは、スーパー元気券を購入され

るときに、事前のアンケート調査、――アンケ

ートをお願いしたところでございます。その取

りまとめをしておりまして、８ページと９ペー

ジにわたっておりますが、問い１から９ページ

の問い９までございます。順に説明をさせてい

ただきます。 

 まず問い１ですが、スーパー元気券をどうや

ってお知りになりましたか。どうやって情報を

入手されたかということでございます。この左

側の１番から７番、無回答まで入れれば８にな

るんでしょうけれども、これにつきましては、

質問の項目ごとに並んでおります。回答数とか

構成比率が高い順に並んでおりませんが、その

辺は御容赦いただきたいと思います。市報で情

報を収集された方が１８８４人、４６.２％で

一番多いと。その次が６番目のポスターとかス

テッカーでお知りになられた方、５６１人、１

３.８％。その次が１つ上になりますけども、

のぼり旗で気づかれた、３６４件で８.９％。

あるいはその次が、その４番になりますけれど

も、新聞折り込みとかチラシ、３３０件、８.

１％ということになっております。 

 問い２には、スーパー元気券の平均購入冊

数、３０.５冊ということでございます。 

 問い３は、スーパー元気券を何に利用します

かと、購入のほうなんですけども、一番多かっ

たのが食料品に使いますと。１８７３件、構成

比率が２８.３％。次が２番の衣類・寝具、８

８７件、１３.４％。次が４番の家電製品、８

０６件、１２.２％。そして８番の自動車関

連、５２３件、７.９％となっているところで

ございます。 

 問い４ですが、本券入手がきっかけで、生活

必需品以外の商品・サービスの購入の予定はあ

りますかというふうに聞いておるところでござ

います。記述いただいたのが１０６５件です

が、平均購入が２３万円、平均元気券の充当金

額が１４万円。これは２３万円の生活必需品以

外の商品とかサービスを購入する予定で、元気

券を１４万円使いますというふうに見ていただ

ければ幸いです。ということになりますので、

９万円は手出しをするということでございま

す。 

 問い５ですが、１人当たりの購入限度額、今

回１０万円というふうにさせていただいていま

すが、それについて質問をしております。一番

多かったのが１番ですが、適当、１９２８件、

６９％。２番目が多過ぎる、１６７件、６％。

３番目が４番のわからない、１４５件、５.２

％となっているところです。 

 恐れ入ります、９ページをごらんください。

問い６ですが、券面１０００円についてどう思

われますかと。１万円券を１２枚つけて１万円

で販売して、１冊で１２枚ついておりますが、

それについて問い合わせをさせていただいてお

ります。一番多いのは、１番のちょうどいい、

１８４２件、６６％です。２番には、前回同様

の５００円券がいいと、４８３件の方がお答え

されているところでございます。 

 問い７でございますが、使用期間が６カ月に

ついて御質問をしております。一番多かったの
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が１番のちょうどいい、１５２２件、５４.５

％です。２番目は３番の短いと、８１１件、２

９％の方がお答えいただいているところでござ

います。 

 問い８に進みます。先着順の対面販売方法を

どう思われますかということの問い合わせです

が、一番多かったのは２番目の予約販売のはが

きなどがよかったと、１６５８件、５９.４

％。２番目は１番のこのままでよい、４７６件

となっているところでございます。 

 問い９は、御意見、御要望があった方が１４

０３件、無回答が１３９０件ということでござ

います。 

 １０ページをお開きいただきたいと思いま

す。前回の経済企業委員会で、本スーパー元気

券制度について、執行部なりの検証をしなさい

という御指摘があったかと思いますが、それを

まとめさせていただいたところでございます。

括弧の中の上のほうをごらんいただきたいと思

います。 

 まず、このスーパー元気券の事業につきまし

て、今回の狙いといたしましては、括弧の一番

左ですが、消費喚起による経済活性化、それと

もう一つが市民生活の支援でございました。 

 運営企画といたしまして、取扱事業者の方々

に、なるべくたくさんの方に参加いただくよう

拡大を求めたところでございます。そして、１

１万冊発行いたしましたが、なるべく早く完売

させようと、早期の完売を願って、そのように

動いたところでございます。それから、今、各

地で問題になっていますが、換金に時間がかか

るということがないようにということで、短い

換金サイクルをつくったところでございます。 

 で、ドゥですが、事業をどのように実施した

かということですが、事業者募集のためダイレ

クトメール、電話勧誘など積極的に行って数を

ふやしたということです。それから、先着順に

よる直接販売により３日間で完売、早期の完売

目標からすると３日間で完売したということ。

で、換金サイクルは月３回の換金を可能として

おります。 

 評価といたしまして、１４５０以上の事業所

が登録されたと。で、スーパー元気券を使う消

費者の方も使いやすさが向上したということで

ございます。それから、早期の完売によりまし

て消費喚起による経済効果が期待できると。そ

れから３つ目ですが、販売における問題点が多

々発生してしまったと。換金で零細事業所等を

支援してまいりたいと考えております。 

 情報発信でございますが、販売結果につきま

して、必要な情報を報告してまいりたいと。使

用・換金結果についても報告していきたいと。

アンケート調査の開示をしてまいりたいという

ふうに思っております。そのようなことをしま

して、次、市行政、一般的なこと、あるいは

次、もしも仮に元気券が第２弾があるとすれ

ば、そういうようなものに生かしてまいりたい

というふうに思っております。 

 その下でございますが、販売における問題点

の検証をまとめさせていただいたところです。 

 スーパー元気券の制度の設計でございます

が、マルポツ４つ書いています。買いやすさ、

使いやすさ、お得感がある、みんなが知ってい

るということで、矢印を書いていますが、その

ようなことで行ったところでございますが、そ

の右側に移りまして、大反響ですとかあるいは

不公平感が起きたと。 

 大反響につきましては、早期完売することで

予定よりもはるかに短い、わずか３日間で販売

を終了してしまったと。で、販売所では御承知

のとおり大混乱を起こして、初日３０００人を

超えた長蛇の列ができてしまったと。 

 それから、不公平感につきましては、使用限

度額の撤廃が代理人による大量購入を助長して

しまったかなというふうに思っております。そ

れから購入限度額１０万円の高額設定によりま



 

－6－ 

して、希望される方々、市民の方々に、皆さん

方に行き渡ることがなくなってしまったという

ことでございます。 

 大反響のところでございますが、部長も申し

上げましたように、予想が甘かったと。それ

で、もっと、括弧の一番右ですが、販売体制を

もう少し充実するべきだったと、あるいは販売

の場所も増設すべきではなかったかというふう

に反省しているところでございます。それか

ら、高齢者の方あるいは子連れの方々、小さな

子供を連れて来られた方々を長時間並ばせてし

まったような、そういうことはやっぱり避ける

べきだったと。事前予約制の導入をすべきだっ

たのではないかというふうに考えているところ

でございます。 

 経済効果優先といたしましては、今申し上げ

ましたように、代理購入はやっぱり見直すべき

じゃなかったかなと。で、生活支援を優先すべ

きということで、購入限度額の再検討あるいは

使用限度額の再検討が必要かなというふうに思

っているところでございます。 

 以上が、制度につきましての執行部の検証で

ございます。 

 以上、説明を終わります。 

○委員長（増田一喜君） 本件について何か質

疑、御意見等はありませんか。 

 はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） ２ページからの表、申

請調査票なんですが、前回の表には不明という

部分がたしかあったと思うんですね。そこの欄

はどうなされましたか。ないんですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田商工政策

課長補佐兼スーパー元気券事業推進室長。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） はい、スーパー元気券事

業推進室長の嶋田です。 

 今のお問い合わせですが、再度、申請書の中

身を確認しまして、続柄の欄が抜けておりまし

たところを調査しました結果、続柄が判明しま

したので、その該当する欄に移行させておりま

す。（委員亀田英雄君「なかったちゅうことで

すか」と呼ぶ）不明の欄は、親戚と知人などと

いうことになっております。 

○委員長（増田一喜君） いいですか。はい、

亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 関連ですけん、ここに

ちょっとなかっですが、前回は、来たら、あな

たのはなかったって、もう売れとりますよとい

う話、あれは調査されましたか。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） 前回の委員会で御質問い

ただいたんですが、申請書自体はですね、確認

はできませんでしたが、当日居合わせた担当者

の話を聞くことができまして、直接本人にお電

話で確認した結果、そういうことであればよろ

しいですというようなことで事なきを得たとい

うふうに聞いております。 

○委員（亀田英雄君） そういう答えであれば

――、まだ具体的に話をしてもらわんば困るで

すよ。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） 既に申請者の分について

購入してあったということで、その申請者本人

に電話で直接確認をしましたところ、その申請

者さんの勘違いかどうか、そこは定かではあり

ませんが、現にもう代理購入されているのであ

れば了解しましたということだったそうです。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） じゃあ、買われた人は

もう諦めなったという話ですたいね。その人に

あげたちゅう話じゃなくて、もう諦めなったち

ゅう話ですね。買うのを諦めなったちゅうこと
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ですたいね。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） そこら辺は定かではあり

ませんけども、頼んでいたのかもしれないとい

うようなことではなかったかと思います。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 確かに聞いたんですが

ね。まあ、そういうふうなのはまた、ちょっ

と、変なあれがあればいかぬけんですね、しっ

かりした調査ばしてくださいよ。何遍もまた言

わぬばんごとなるけん。ちょうどこの前、休憩

のときに、直接知っとる人から話ば聞いたもん

だいけん、そこまでの話ばすっとですが。 

 なら、引き続きの調査ば、まちっと詳しか調

査をお願いしたいという要望と、４ページのこ

の一番下に、１申請で１００冊以上購入分って

あるですたいね。ちょっとここにひっかかっと

ですが、１人が２つ申請するちゅうことはあっ

とですか。例えば５０ずつ２回、２つ申請する

とかというケースはあっとですか。１申請、１

人が２申請のでくっとですかね。可能でしょ

う。そういうケースはなかったっですか。こ

れ、１申請ってわざわざ明記してあるもんです

けん、何かちょっとひっかかっとですが。１人

が２申請しとるんじゃなかっですか。最高額は

６２０万でしたとあったっですが、実際は２申

請して１０００万ぐらいしたんじゃなかっかな

という気もせぬでもなかですばってん。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） ちょっと、この表記がわ

かりにくいんですが、窓口に来られた方２９０

０人余りということで出ておりますが、その中

で１人当たり１００冊以上購入した、いわゆる

この中で１９５人の方が、総冊数で３万８７３

冊お買い求めになっている。これを１１万冊で

割り戻したときに、２８％を占める割合であっ

たということです。 

○委員長（増田一喜君） わかりました。 

○委員（亀田英雄君） いや、答えになっとら

ぬでしょう。(｢意味が違う」と呼ぶ者あり）わ

かりましたって私に聞く、ちゃんと答えたっで

すか、今の話は。わかっとらぬとでしょう、私

が質問した。 

○委員長（増田一喜君） もう一遍。私もちょ

っとそこのところは。これは２という数字。１

申請で１００冊以上でしょう。２申請というの

はどういうことか。 

 もう一遍ちょっと。（委員亀田英雄君「聞い

とってくださいよ」と呼ぶ）いやいや、聞いて

るけどね、ちょっと意味がわからないんだけ

ど。 

○委員（亀田英雄君） よかですか、なら。１

人で２申請でくるって話じゃなかっですよね。

１人で１申請ですよね。頼まれたけん２人分申

請していきますということはできぬとですよ

ね。 

○委員長（増田一喜君） １人で２申請するち

ゅうこと。代理人が２つをするちゅうこと。 

○委員（亀田英雄君） うん。そげんとはなか

っでしょう。 

○委員長（増田一喜君） ということは、代理

人が１人だから──。 

○委員（亀田英雄君） １申請でここにしてあ

っとが、ちょっとひっかかって質問したんです

が。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） 申請はですね、こんなに

混雑しなくて、長期間のもし販売期間であれ

ば、お一人の方が１０冊以内の範囲で何回でも

申請はできることにはなっておりました。しか
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しながら、この混雑の中で、実際、複数回の申

請というのは、当然、困難な状況にはあったと

いうことです。 

○委員長（増田一喜君） 今の説明、わかりま

したか。 

○委員（亀田英雄君） わかったばってん、な

ら、なかったっちゅうことですね。イエスかノ

ーかで答えてもらえばよかですが。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） お一人の方で複数回の申

請はございませんでした。 

○委員（亀田英雄君） わかりました。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

 はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 今のちょっと関連なん

ですけど、例えばですたい、今、ちょっと亀田

さんの話に関連するかもしれぬとですけど、仮

に私が１回目、まずいろんな代理人の申請書を

持って１００冊買いにいったと、自分の分まで

と。次の日に、代理人のやつだけまた１００

冊、私が持っていって買ったと。そういった、

１人が２００とか、まあ日にちを分けてかわか

らぬとですけど、そういった購入の仕方という

のはできたのかどうか、また、それがあったの

かどうか。 

 じゃないと、ちまたで言われているのが、１

０００万とか１０００万以上というのは、つじ

つまが合わなくなるんですよ、この報告書だけ

では。だから、信用されないというような、市

民の方がですね、信用できないというようなお

話もあっているので、そういうことがあったの

かどうか、できたのかどうかというのをちょっ

とお話を聞きたいんですけど。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） 制度上は可能でありま

す。(｢やっぱり」と呼ぶ者あり）はい。ただ

し、市内の方が代理人であった場合ですね、住

基のデータベースで確認は容易にできますが、

市外の方であった場合に、そこら辺の突き合わ

せは、今はまだできておりません。（笑声） 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） じゃあ、もう一回確認

ですよ、もう一回確認しますけど、例えば最高

で６２０冊買った人がいたと。その下が、ええ

っと、次は何人だったですかね、四百何十冊、

四十冊だったですかね、高額で買った人がおっ

たという。もし仮に、もしかしたらその六百何

十冊買った人、四百何十冊買った人が同じ人だ

ったかもしれないというのもあり得るちゅうこ

っですか。そういう趣旨で聞いたんですけど。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） ええっとですね、１００

冊はちょっと定かではありませんが、最初に２

００冊以上の方については、嘱託職員も含め、

十数名で何度かチェックをしておりまして、そ

こで重複した人物はいなかったと。（委員野﨑

伸也君「２００冊以上はなかったと。わかりま

した。はい」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） はい、ほかにありま

せんか。 

 はい、笹本委員。 

○委員（笹本サエ子君） 冒頭に委員長から挨

拶の中で触れられましたけど、この昨日の新聞

記事ですね、その中に、自嘲気味というところ

で、住宅リフォームなどの高額商品にという文

があります。 

 で、私は、皆さんも御存じのとおり、住宅リ

フォーム助成事業を、この行政に対して５回に

わたって立って一般質問してきていました。
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で、今回のスーパー元気券についても、一応、

国会のほうで議論があって、今回のプレミアム

商品券を活用できるということでありましたの

で、お互いに確認した上で、今回も取り上げた

ところですね。 

 で、その際に、私としてはね、住宅リフォー

ムにはかなりの、やっぱり小規模であっても金

がかかるということで、別に確保しないかとい

う提案も、レクチャーの中でやったところで

す。しかし、最終的には、議場の中でも紹介さ

れたと思いますが、荒尾は１件当たり最高限度

額５０万ってことで住宅リフォームに使えると

いうことになっておりますということだったん

ですけれども、それはそれでいいなと思ってい

たんですが、一応、八代市としては、あくまで

も公平・公正にということで、このスーパー元

気券、１人当たり１０万円ということで進んで

きたわけですね。 

 そういう中でですね、いかにもそれが問題か

のごとく、ここに記載されておりますけれど

も、私はこの記事の根拠云々も調べてみたいと

思っているところです。 

 そこで、私は荒尾市をね、調査してみまし

た。どういうふうになってたのかということ

で。一応、荒尾市はですね、４億５０００万だ

ったと。そういう中で、これは担当課の方に聞

いたんですけどね、一応、文書として送ってく

ださったんですけれども、３つに設計をしたと

いうことですね、設計。最初から３つの設計に

分かれています。元気券というのと、リフォー

ム元気券、それから共通元気券と。この３つに

分けて、それぞれ最初から、よかよか元気券は

２億４０００万、そしてリフォームは１億８０

００万、そして共通元気券は１億２０００万と

いうことで、きちんと小分けをしてやっている

んですね。そういうことで、そしてリフォーム

についても、最高額は、それぞれ最高額が決め

てありまして、住宅リフォームにも最高額５０

万までと、ちゃんと決めてあるんですね。 

 そして、ここも既にもう完売されているわけ

ですが、八代ほどにはね、問題はなかったんで

すけど、今ずっと調査をしていますということ

ですが、やっぱり買えなかったという人もいる

ようですね。で、八代と違って、八代は行政

が、市役所が担当課を中心にこれを当たられた

んだけど、荒尾の場合は商工会議所に委託した

ということになっているんですね。 

 まあ、そういうことを考えてみますとね、私

はやっぱり、最初、担当課も考えられましたよ

うに、やっぱり住宅リフォームについても、や

っぱり設計上ね、きちんと区分けしてやること

が大事じゃなかったかなというふうに思ってい

ます。 

 ただ、そういうことで、今後調査をされて検

証していかれると思いますけれども、あのとき

の答弁としては、今後、このプレミアム商品券

を使って、どのぐらい住宅リフォームに使われ

たかということを検証しながら、次の事業につ

ないでいきたいというお話があっていますの

で、これはやっぱりきちんとね、検証していか

れることが大事じゃないかなというふうに思っ

ているところです。 

 今、全国的にこの今回の元気プレミアム商品

券は、大なり小なり問題があってるんですね。

荒尾も、今、調査をしていますということで。

八代が新聞記事に載ったと、あれほどじゃなか

ったけれども、うちも大なり小なりあるんです

よと、そういうふうにきちんと分けていたけれ

どもあるんですということ。 

 それから、もう一つはですね、やっぱり子

供、――子育て支援のためのプレミアム商品券

というのをまた別にやってらっしゃるんです

ね。だから、非常に、最初のスタートラインで

きちんと設計がなされていたということもあり

ますね。 

 で、やっぱり八代の最大の問題は、委任状を
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とられたことだと思うんですね。ここのところ

をね、やっぱり、ずっと追及したほうがいいと

思います。で、１つは、個人情報、個人情報に

つながることで、個人の名前を出さないという

こともありましたけど、ある意味ではね、これ

を本当に検証するためには、そのあたりまで突

っ込んで検証しないと、本当の結果は出てこな

いんじゃないかなというふうに私は考えるとこ

ろです。 

 以上、今のところで申し上げておきたいと思

います。ぜひ荒尾についてはね、問い合わせ等

をやっていただいて、そして検証していただい

て、やっぱり設計上問題があったという反省を

なされてますけれども、八代市としてはこれが

有効だということで踏み切っておられますの

で、そのあたりもね、きちんと検証したほうが

いいんじゃないかなというふうに思います。こ

の記事については、私はやっぱり調査をしたい

と思っております。私、住宅リフォームについ

ては、それからこのスーパー元気券について、

私だけが質問しましたからね。 

○委員長（増田一喜君） 笹本委員、笹本委員

って。質問される、その新聞の件については、

それは後日向こうでやってください。ここでは

新聞の記事には、関係ありませんので。（委員

笹本サエ子君「委員長挨拶にありましたから

ね」と呼ぶ）質問をやられるか意見を述べられ

てください、はい。記事については新聞社のほ

うにお問い合わせください。 

○委員（笹本サエ子君） 委員長挨拶の冒頭に

ありましたから、私は、そこはね、きちんとし

たいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） じゃあ、今の、意見

でよろしいんですね。意見でよろしいんです

ね、笹本委員。意見でいいんですね。 

○委員（笹本サエ子君） 意見でいいです。 

○委員長（増田一喜君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 済みません、素朴な質

問をしますが、先回の委員会、また今回の委員

会を含めて、どういう結論を出すのか。こうい

うやり方がいかんかったから申しわけないと謝

って済む委員会なのか。もう一遍チャラに戻し

て、金を返してもろうて何とかする委員会なの

か。一番問題は、そこと思うとですよ。反省ば

かりしとって、それで責任回避ができるのかど

うか。そこは、執行部はどう思われています。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 宮村総括。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい。いろんな方の御要望で、第２弾の

交付金制度を行ってほしいという方が非常に多

いです。なぜならば、先ほど部長もお話ししま

した、１万を超える方々だけで、あと１２万人

弱の人たちは、非常に期待をされて、希望を胸

に抱かれて、このスーパー元気券を入手されよ

うと思って準備されたし、それで生活設計もさ

れたと思います。で、手に渡らなかったという

ことの不満は残っているし、あるいは今は、ち

ょっと横道にそれますけれども、スーパー元気

は入手したんだけども、それを使うことでため

らいをされているというようなことも聞いてお

ります。で、新たな混乱を招いているようなと

こでございます。 

 そういう中で、第２弾を打てれば一番いいの

かもわかりませんが、第２弾を打つためには八

代市からの一般財源からの持ち出しが余りにも

大き過ぎます。それで、第２弾を打つことはで

きないというふうに思っております。 

 そういう中では、我々としましては、前垣委

員さんへのお答えになるかどうかわかりません

けども、どこが悪かったのか精査させていただ

きまして、悪かったところを素直におわびし、

いろんな事業に対して、二度とこういうことが

ないようにということで努めていく、信頼を回
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復するしかないかなというふうに、私のほうは

思っているとこでございます。 

○委員長（増田一喜君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 多分そうだと思うんで

すが、当初、１人１０冊分という話をされたと

きには、これ、人口が１３万で、冊数が１１万

ですから、単純に言えば、まあ、一部買えない

人がおっても、１人に１冊ずつは何とかなるで

しょうという考え方が一番妥当だと思ったんで

すが、それを１人１０冊とお決めになった、そ

の根拠は何なんですか。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮村総括。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい。一番大きかったのは、平成２１年

に前回行った元気券の販売の実績でございま

す。これほどまでに反響があると、正直申し上

げまして想定しておりませんでした。そういう

中で、我々事務局のほうでも、土曜、日曜、集

中販売させていただきまして、そして月曜日か

ら本所並びに支所、日奈久の南部市民センター

で販売させていただくということで、なるべく

多くの方に、今、前垣委員さんが御指摘された

とおり、たくさんの方に、希望される方に販売

させていただきたいというふうに考えておりま

したが、余りにも多かったということでござい

ます。 

 で、何で１０万円だったかといいますと、我

々いろいろ考えたんですけど、生活支援という

観点は持ちながらも、今回は経済の浮揚効果、

消費喚起に期待をしたために１０万円というふ

うにさせていただきまして、さらに、１人の１

回当たりの限度額を設定しなかったということ

で、経済効果の点からは、消費喚起の点からは

成功だったのかなというふうに思いますが、い

ろんな御指摘をいただきましたが、税金を使う

事業の中で、市民に対する公平・公正、あるい

は生活支援といううたい文句をうたっていなが

ら、実際はそうでなかったということに関しま

して、大いなる反省をさせていただいていると

ころでございます。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 今そのちらっとおっし

ゃった、限度額を決めていないというニュアン

スを言われてますが、基本的には１人１０万円

まで、あとは、その代理の人の、代理で購入を

するということですよね。だから、１人が１０

万円使う分については何も問題ないんですが、

他人様のお金を、まあお金じゃないですが、他

人様の権利を使うて何がしかの高額な品物と交

換すると、ここが一番問題だったことですね。

だから、一時は、家族が３人おれば５０口ぐら

いまで何とかなってという、非常に理想論があ

ったっですけども、それを逸脱しとるじゃない

ですか。 

 だから例えば、調査されるとわかると思うと

ですけど、家族で買われた分は、ちゃんとその

権利を行使されてもいいけど、代理で買われた

人が自分の行為で使われるのは一向に構わぬと

ですが、代理で買われたほうの人も、それまで

使って一個人が何かされりゃですね、その分に

ついては２割の分を返してもらったらどうです

か。そして、その返した分でもう一遍、抽せん

か何かで募ってもろうて。そうすれば、ほかの

一般財源を使ってどうこうせぬでもいいじゃな

いですか。そこまでできるかどうかは別です

よ。 

 いや、何かね、ほかの考え方をせぬと、こう

いう結果をしてだめでした、反省しましただけ

では、何も意味がないと思うとですよ。この委

員会が何の結論を出すのか。いろいろ反省をし

て、こういうところがいかぬところがありまし

た、それじゃ申しわけありませんでしたで終わ

るんなら、大した委員会じゃないと思うとです
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よね。何かの次の次点を考えるかどうか。そこ

までもせぬなら、もうあんまり、長々引っ張っ

とったって、どうにもならぬような委員会のよ

うな気がするんですよね。どう思われます。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮村総括。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい。委員がおっしゃって、御指摘の事

柄につきましては、いろんな市民の皆さん方の

多数の御要望でございます。極端な方では、こ

の制度をもう一回全部やり直しなさいという御

意見もあります。しかしながら、実際はもう換

金も始まっておりますので、なかなか難しいの

かなというふうなことでございます。 

 この委員会の位置づけにつきましては、なか

なか私のほうからは申し上げにくいんですが、

繰り返し申し上げて恐縮なんですけども、何が

間違いだったのか検証し、次につなげていくこ

とが私どもの務めかなと、私は思っておりま

す。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。同

じことばってん。（委員前垣信三君「同じこと

ばってん。はい」と呼ぶ）はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。もういろいろ出

尽くして、何がいかぬかはわかっとるじゃない

ですか。まっと掘り下げて、いろんなものを探

して、結果を出すんですか。もうわかっとり

ゃ、大概でいいんじゃないですか。 

○委員長（増田一喜君） いいんですよ。質疑

がなければ終わるんですけれども、質問が出て

くるから今続けているんですけど。そういうこ

とで。じゃあ、今のは前垣委員、よろしいです

ね。（委員前垣信三君「はい」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） １０ページのですね、

──せっかく資料をつくっていただいたので、

資料ばちょっと見たいと思いますが、最後のペ

ージ。ああ、ちょっと待ってください。その前

にちょっと聞きたいことがあるんです。８ペー

ジ。記述ありの部分ばちょっと紹介してもらい

たか。問い４、生活必需品、記述ありの部分

を。８ページです。問い４、８ページ。本券入

手がきっかけで、生活必需品以外の商品を購入

予定ということで。それと、問い９にもありま

すので、問い４と問い９の記述ありの部分につ

いて、ちょっとお知らせください。せっかく―

―。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） はい。問い４の記述あり

という部分について１０６５とありますが、こ

れは、このアンケートにお答えいただいた総勢

２７９３人のうち、１０６５人が──。（委員

亀田英雄君「答えがあったという意味ですか」

と呼ぶ） 

 次に、問い９の御意見、御要望等の記述あり

の部分につきましては、まだプリントに入れて

おりません。 

○委員（亀田英雄君） 全然、紹介できるほど

のことでもなかっですか。そぎゃんあっで、ど

げんすっですか。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） 記述の大半はですね、こ

のアンケートに関することよりも、長く並ばさ

れたことによる不満が書いてございました。

（委員亀田英雄君「でしたですね。そこがやっ

ぱ聞きたかったですよ」と呼ぶ） 

 はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 
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○委員（亀田英雄君） その辺ばきちんと検証

せぬけん、こげんした話になるとですけん、こ

の辺ばきちんと検証して、次につなげるという

部分じゃなかですか、この御意見、御要望とい

うのは。そこばきちんと出さぬばあかんです

よ。多分そげんだろうなと思いながら、何でそ

げんとば書かぬとだろうかというふうに思った

ことでした。その辺ばきちんと、また次に生か

すという話ならですよ、検証すべきですよ、出

してから。 

 引き続き、続いてですが、最後のページで

す。プラン、運営企画ですよね、私もこの新聞

記事に大変不満のあってから、どこまでが執行

権の範囲かて思うわけですよ。片や、制度設計

が見抜けなかったとかですたい、議会がそこに

いかにも圧力をかけたような、それにおもねた

ような記事になってしまうとる。そんなら議会

が全部知っとらんばならぬはずですけん。と思

うとですたいね。 

 またその不満については後で述べたいと思う

んですが。こん運営企画という部分に、何で広

くという部分のなかったっかなと思うとですよ

ね。狙いが市民生活の支援じゃなかですか。

で、早い換金とか早期販売、早く売ってしまえ

っていう話になって、広く市民に行き渡らせる

という思想がなかったという話。 

 私たちが、ここ辺はチェックできる部分じゃ

なかっですもんね。マスコミに、議会が足らぬ

けんこんくらいのこったいていう論調で書かれ

るっと本当に心外なんですが。この政策が立案

される過程とか何とかもですよ、ちょっと教え

てほしかっですけどね。 

 その広くはなかったかという話と、政策が順

々に上がっていく過程というのをちょっと教え

ていただきたい。２点。２点目はまた別に聞き

ますので、よかです。広くはという、この広く

市民生活の支援という部分が狙いにあっとな

ら、何で広い人たちに行き渡らせたいという思

想がなかったかって思うんですが。何でそこま

でに思いが至らなかったのかなと。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） はい。狙いの部分で、消

費喚起による経済活性化と市民生活の支援と２

点挙げております。 

 相反するような、ちょっと内容ではございま

す。実際、今回の国の交付金事業消費喚起型に

つきましては、購買意欲のある消費者の方に商

品を購入していただくといったことが大前提に

なっておりまして、経済活性化、それと八代市

としては、その中でも事業所を幅広く募集し、

そして、通常の生活費を回せるようにというこ

とで、医療や介護とか教育、そういった分野に

も使えるようにという意味での生活支援策とい

うことでした。 

 しかしながら、公平・公正に幅広くという部

分については、経済活性化を優先したという部

分もありますもんですから、そもそもの設計と

して１１万冊で１０冊ということであれば、限

度額を御購入いただければ、当初から１万１０

００人しか行き渡らないというところの事業設

計にはなっておりました。しかしながら、前回

の実績を踏まえますと、恐らく、前回が１人当

たりの購入金額が４万円台でしたので、確かに

プレミアム率が上がっているとはいえ、恐らく

１万１０００人以上には行き渡るのではないか

という想像をしておりましたが、結果的には限

度額ぎりぎりまで御購入いただき、１万１００

０人余りしか行き渡らなかったという結果にな

っています。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 広くって思想はなかっ

たちゅうことですたいね。結果はそうなんです

けど。 
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 つまり、予測としておっしゃるとおりですよ

ね。全ての人に行き渡る話じゃなかっですた

い、今の割り算すれば。当初からわかっとった

ちゅう話ですよね。で、そこら辺に私が気づけ

なかったという部分のあっとですが、今言われ

ればそうなんですけど、気づけなかったという

部分はあっですよね。 

 だけど、それならば、なお一層、やっぱり広

く、少しでも広くという感覚のあっとならば、

やっぱり制限の外さぬばんだった気のすっとで

すよね。制限せぬばんだったっじゃなかろうか

という気が今すっとですが。 

 だけん、その広くっていう思想はなかったと

いう部分がいかぬだったんですよ。その辺ばき

ちんと検証せぬ、話に出てこぬもんだけん、ぎ

ゃんした話ばしたかっですばってんが。 

 初めから、行き渡る話じゃなかったちゅう話

ですたいね、こん制度設計の当初から。広くす

るよりも、集中的に売ってしまえと、事業を行

ってしまうんだという事業だったということで

断言してよかですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） 今回の１１万冊を、各世

帯２冊ずつにしますと行き渡ります。各世帯２

冊ということは、２万４０００円程度の商品券

が配布できるということになります。 

 しかしながら、経済効果というのを期待する

上では、少額ではどうしても生活必需品、日用

品、そういったものの消費の先食いという形

で、結果的に大きな経済効果は期待できないと

いうようなこともありまして、経済文化交流部

といたしましては、やはり少しでも経済効果を

高めたいというようなことと、議会あたりから

もそういった御要望もいただきましたので、そ

ういった制度設計を進めてまいったところであ

ります。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 議会からもそういった

という、まあ、言葉尻を捕まえるとじゃなかっ

ですが、議会は使いやすいやり方をやっぱり求

むっですよ、わかりやすい。ばってん、それ

は、なかなかわかりにくかよかですたい、わか

りやすい使い方を求める。今、そういったっ

て、今のそういったというとは何だったです

か。具体的にちょっと教えてほしか。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） 住宅リフォーム事業な

ど、経済効果、波及効果の高いものへの利用が

しやすいような制度設計という意味でございま

す。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 執行部には執行権のあ

るけん、その執行権の中でいろんな裁量でしよ

んなるとですが、なら今から議会がそう言え

ば、もう全て拾い上げて対応していくという話

になっていくとですかね。執行部は執行部とし

て、執行権者として、適当か適当じゃなかかっ

て判断は、執行部内できちんと精査するわけで

しょう。今から先、いろんなことがある中で、

全部、議会が言った、議会が言うことを聞きな

っとですか。 

 執行権ってどんなもんですかね、部長。どう

いう考えなんですか。何か責任転嫁のあって、

何か議会が悪者にされよるような感じがするけ

ん、何か口の、言いにくか話なんですが。執行

権というのは、そんなものじゃないでしょう。

やっぱし、それだけの責任があって執行権、執

行部があるわけですから。 

 それで、この新聞の記事もですよ、執行部の

誰かが、――なん議会も認めとってから、あげ

ん文句ばっかり言わすとだん、いうのを、ころ

りと漏らすけん、新聞やマスコミにも出ていく
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とだもんな、て私はしか思われんとですたい。

マスコミも何も知らぬとだけん。なら、マスコ

ミも、ぎゃん制度設計でわかるもんかって、事

前に言えばよかわけだいけん、知っとっとな

ら。同じ情報量ですもん、議会もマスコミも。

そん中で執行部がしよっとだけんですね、その

辺の執行部の見解というとば。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） 済みません、私の説明が

誤解を招いたようですが、そもそも当局として

は、国の示す経済活性化、経済効果をどちらか

というと優先するという形の制度設計を進めて

おりまして、議会からはその後押しをいただい

たということです。 

○委員長（増田一喜君） はい、池田部長。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） 亀田委員

の御意見ということでございますが、議会と執

行部の役目ということなんですけども、通常、

執行部につきましては、いろんなプランあたり

ですね、企画をしまして、で、それを実施する

という形なんですが、その際にはやはり議会の

ですね、いろんなチェック機能を持つというこ

とかと思います。 

 そういったことで、チェック機能が働きなが

ら、執行部あるいは議会と同じ目的に向かって

ですね、進むということが一般的な話かなとい

うふうに思いますので、向かっている道は同じ

でも、要は方法としては、プランを企画するほ

うとチェックする部門と、そこはやはり役割が

少し違うのかなというふうには思っています。 

 以上です。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） まあ、こんな形で、議

会も責任をとらんばん部分はあるかもしれませ

ん。だけど、そうなっていくともう報告という

話じゃなかですもんね。事業を行う際には全部

議会に、一つ一つ逐一で報告して、これでいい

ですかという話になっていってしまうですね。

だけん、そういうことじゃないんですから、だ

から執行部の責任はという話になっていくとで

すよ。どのような責任のとり方をして次に向か

っていくのかなっていう話を、さっきの話にな

っていくとでが、そこが明確にならんと、この

話は終わらんとですよ。この委員会の終着点の

見えんですもん。だけん、執行部の責任という

とですたい、私が言うのは。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） 委員長、

よろしいですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、池田部長。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） 先ほどで

すね、お話の中で、広く支援ということがどう

なのかというお話があったかと思いますが、こ

の企画する際にはですね、本市では、より限ら

れた財源の中でですね、より多くの方が恩恵を

受けられるようなというようなところで、小売

とかサービスとかですね、飲食業、そういった

種類にも手広く広げ、生活支援という観点から

はですね、医療介護とか、あるいは教育、――

学習支援にも使えて、さらには消費喚起による

経済活性化というようなことも１つ目的があっ

たわけですが、その際の、例えばとして、住宅

リフォームといった大型消費にもつなげられる

ような制度設計を目指したというところなんで

すけれども、限られた財源の中でですね、広く

支援する生活支援とですね、先ほどちょっと担

当から話がありましたように、大型消費による

消費喚起とは、考え方によってはですね、少し

相反する部分があるのかなというふうには思い

ますけれども、そこはその運用面においてです

ね、例えばある程度の代理購入等のですね、制

限を加えるなどして、この２つの目的をです

ね、達成することはできたのかなというふうに

は思います。 
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 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） 大体もう質問は出尽

くしたんじゃないかなと。 

○委員（野﨑伸也君） あります。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、済みません。 

 先ほど、ちょっと前垣委員のところとで重複

するんですけれども、もう一回やればいいじゃ

ないですかと、前垣委員がですね、行き渡らぬ

かった方々にというところの話で、次長のほう

から、多大な予算を要するというふうなお話で

したけれども、試算的にお幾らぐらいなんです

か。どういうふうな計算されてるんですか。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮村総括。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい。今回２億２０００万円のプレミア

ムを国の交付金事業で、補助金といいますか、

交付いただいて、事業を実施するものでござい

まして、１３万人のうちの１万人、――約、大

ざっぱな言い方をしますと１万人と。で、２億

２０００万でございますので、あと１２万人の

方に行き渡らさせるためには、２２億円掛ける

１２倍ということになりますので、大変な額に

なるというふうに考えております。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 先ほどから、最終的に

どういったですね、責任のとり方があるのかと

いうような話があっておりますけれども、市民

の皆さん一様に言われるのはですね、もう一回

せんとおさまらぬとですよ。一遍にやろうとす

るけんが、それだけの金額がかかるということ

でしょう。やり方、制度設計じゃないですか、

やっぱ。先ほど来言われてる経済波及効果、消

費喚起、生活支援、そういったことを考えれば

ですね、来年１年間でしなくてもいいんです

よ。何年間かかけてやってもいいじゃないです

か。それが制度設計じゃないんですか。そうい

う考えはないんですか。すべきですよ、もう一

回。 

 あと、もう一点。この１ページ目、表、スケ

ジュールがありますけれども、報告が、公表と

いうのが、これが市民に対する公表になるんだ

ろうというふうに私は思ったんですけど、これ

は３月。結果の公表でしょう、これは。今後ど

うするのか、どういった調査をするのか、そう

いったものが全く市民の皆さんにはわかってい

ない、発信されていないんですよ。すぐそれは

公表すべきでしょう。何をやるのか。それが全

く入っていないじゃないですか。おかしいでし

ょう。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮村総括。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） 恐縮でございますが、委員の御指摘でご

ざいますが、その１ページをごらんいただけれ

ば、今回の経済企業委員会につきまして、３項

目について調査結果を報告させていただきまし

て、今後、その大量使用の把握調査並びに自家

換金のチェック調査、それから事後アンケート

調査を報告させていただくということでござい

ます。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 市民に対する報告とい

うのはないんですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮村総括。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） 経済企業委員会の皆様方に報告させてい

ただくとともに、市民の方々にも報告というこ

とになると思います。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） この場に報告されたか

ら市民の方々に広く伝わるというようなお考え

というふうに捉えていいんですか。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい。 
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○委員長（増田一喜君） 宮村総括。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） １ページをごらんいただければ、済みま

せん、説明不足で恐縮なんですが、経済企業委

員会報告、その後に、点線で公表とさせていた

だきますが、この経済企業委員会に報告後、そ

のような形でいいのかどうか、内容にチェッ

ク、議論させていただいて、公表ということに

なろうかと考えております。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） この公表のことを言っ

ているんじゃなくて、市役所がどういった対応

をとるのかというのをまず皆さん方に報告する

べきじゃないんですかというような、今、お話

で聞いているんですけども。ずれてますかね、

委員長。ずれていますか、今の。 

○委員長（増田一喜君） ずれてはいないでし

ょうけど。 

 はい、宮村総括。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） 恐縮でございますが、私は副委員長がお

っしゃっていることについてお答えしているつ

もりなんですが。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 今のちょっとお話を聞

いていると、経済企業委員会に報告をして、こ

ういう今報告があって、いろんなことをやりま

すよという話が、それで報告、市民への報告と

いうふうに捉えていいんですか。違うですよ

ね。 

○委員長（増田一喜君） 宮村総括。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） そのように考えております。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、私は違うという

ふうに思うんですよ。これだけ注目されている

というような中で、やはりきちっとした場所

で、きちっとしたことを報告、どういったこと

をやる、それはけじめじゃないんですか。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮村総括。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） それがこの場かなというふうに考えてお

ります。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） いや、それは全くもっ

て違うというふうに言っておきます。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 宮村総括。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） 若干補足説明させていただきますと、こ

れまで住民自治の協議会ですとか、あるいは先

日参加された方も多いと思いますが、くま川祭

り、あるいはまちづくり協議会、あるいは個別

に我々、いろんな会合で呼び出し、聴取、説明

をさせ、──会議に出席させていただきまし

て、その場で説明をさせていただいていること

もございます。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 余りですね、何回も言

ってもですね、平行線で終わらないんですけれ

ども、それで全ての市民の方が納得されるかと

いったら、納得されないんですよ。もう少しで

すね、いろんな事業についても同じなんですけ

ど、丁寧な説明がですね、足らぬけんが、いろ

んな部分でひっかかっていく部分がたくさんあ

るんですよ。それを助言させていただいている

んですよ、今。 

○委員長（増田一喜君） はい、池田部長。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） はい。い

ろんなですね、調査結果につきましては、先ほ

ど総括が申し上げましたように、経済企業委員

会にもちろん報告はいたしますが、報告の方法
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としてはですね、いろんな広報手段がございま

すので、例えばエフエムやつしろとかですね、

あるいはホームページ、あるいは市報等、そう

いったのも、結果がわかり次第ですね、そうい

ったのを情報提供していきたいとは思っており

ます。 

 以上です。 

○委員（前垣信三君） いいですか。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 済みません、何遍も繰

り返すようですが、要はこの委員会で検証、い

ろんな検証をして、こういう結果になった、こ

ういうところがいかんかった、それを今後に、

ね、繰り返さないための、何か会議なのか。さ

っき話もちょろっと出たっですが、もう一遍、

ほかの考え方でやりましょうかという、何かそ

ういう会議なのか。問題はそこだと思うとです

よね。何もされぬとなら、検証だけなら、かな

り検証してきたから、その検証結果を市民に対

して、実はこうこう、こういうところがいかぬ

かったから、申しわけありませんで終わらせる

のか、何かのアクションをとられるのか、その

あたりはどうですか。そこが一番問題だと思う

とですよ。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮村総括。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） 野﨑委員さんのほうから、もう一回すべ

きだという強い御指摘がありましたが、我々と

しましては、このスーパー元気券というのはあ

くまで国の交付金事業、交付金を使って制度を

設計させていただきまして実施させていただい

ているところです。気持ちとすれば、そういう

ふうに、さらに第２弾というのを打ちたい気持

ちはございますが、実際はできないと。で、１

回で終わるからという御指摘がありましたが、

それにつきましては検討させていただきたいと

思います。 

 で、部長がお話ししましたように、公表は３

月予定しておりますが、必要に応じて、市民の

方々に何らかの形で公表することも検討はして

まいりたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員（笹本サエ子君） はい。いいですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、笹本委員。 

○委員（笹本サエ子君） この７ページです

ね、スーパー元気券の売り方というか、販売の

仕方ということで、日程が、本所と各支所とい

うことで違ってましたよね。で、この７ページ

の表を見ると、一番少ないところは坂本になっ

てますよね。ああ、そうじゃなくて泉ですね。

人口も少ないんだけど。しかし、――人口に応

じて少なくなっている。 

 だから、こういうのをですね、やっぱり一斉

に、本庁、支所というふうにじゃなくて、最初

から人口的に割り振りして販売をされたらね、

非常によかったんじゃないかなと、公平感が高

まったんじゃないかなというのを私、感じてお

りますので、もし仮にね、今後これを検証し

て、再度、市独自でやろうというときなんかに

はね、やっぱり役立てていただきたいというこ

と。 

 それと、やっぱり設計の段階で、荒尾市がや

られたように、きちっと区分けしておくこと

も、一つは混雑を避けることになったんじゃな

いかなというふうに思うとこですね。 

 それから、もう意見として言いますけど、確

かに今回のことでは、途中段階では手を挙げる

協力業者というのが少なかったですね。だか

ら、一生懸命宣伝をされたと。そして、その効

果は上がったと思うんですね。それから、何し

ろ期間を区切った、国の制度だったもんだか

ら、やっぱり早く売ってしまいたいと、期限内

に売ってしまいたいという思いはずっと執行部

にもあったと思うんですね。で、そのために、
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結果的には、多くの、広く行き渡らなかったと

いう結果も生んだんじゃないかというふうに思

うわけです。 

 それと、もう一回、市の独自としてやったら

どうかという意見があります。住民の、市民の

方々も、その意見は強いんですね。だから、私

たちがこの前、経済企業委員会で視察に行きま

した。そこの自治体ではですね、毎年っていう

かな、毎年じゃなくても２年に１回とかね、大

規模じゃなくて小規模でやっているんですね。

だから不満がないかというと、そうじゃないん

です、やっぱり。やっぱり少しずつ不満はある

わけですね。 

 しかし、今、野﨑さんが言われたように、市

民の間には確かに、今回買えなかった者にも再

度ね、こういう制度、この制度をね、やっぱり

プレミアム商品券みたいなのをやってください

ちゅうのがあるわけだから、これを今、次長の

ほうで検討していきますというお答えがあって

いるからね、今、この検討結果をどう生かして

いくかということで、非常に悩みが大きいと思

うんですね。だから、その暁にはね、ひとつ市

独自でもやってみるというようなこともね、１

つは大事なことじゃないかなというふうに思い

ます。 

 このたびの担当課の御苦労というのは本当に

わかりますけど、制度設計とか、委任状をね、

期限なしでやったとか、限度額を設けなかった

とか、そういうことで今回の混乱を招いたと。

それから販売日についても、やっぱり本庁が先

に、で、支所という形でいったからね、やっぱ

り不公平感があったというようなこともありま

すので、これらはやっぱり、せっかく資料もつ

くられましたので、こういうのからもひもとい

てですね、検証していただければね、さらに次

の役立つ事業にね、結びついていくんじゃない

かなというふうに思いますので、ぜひよろしく

お願いします。 

 本当に、担当課としては、直接販売等にね、

当たられた、あちらに座っていらっしゃる方々

は、御苦労だったと思います。ぜひね、これに

意気消沈しないで、頑張っていただきたいとい

うふうに思っておりますので、よろしくお願い

します。 

 これは意見です。 

○委員長（増田一喜君） はい、御意見です

ね。今――。 

○委員（村上光則君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 村上委員。 

○委員（村上光則君） とにかく、今回のこの

件については、市民がですね、まだ納得しとら

っさんとですよね。だけん、執行部からの反省

点はもう十分わかっとですが、やっぱり市民が

どうすれば納得いくかちゅうことを考えてもら

わんと、もう何回もこうして、さっき前垣委員

が言われたように、どうやって責任ばとっとか

ということなんですよ。 

 私が、こげん何回委員会開いて、こうしても

ですよ、それは私としては、やっぱり長がです

よ、やっぱり市長なり副市長なりですよ、この

前から言いよるように、来て説明、謝罪したら

どやんですか。あの人たちが決裁しとっとです

よ。あたたちが決裁したっですか、市長抜きに

して。副市長にも言うちゃおらぬとですか。責

任はあっちにあるとじゃなかっですか。最高責

任者でしょう。何遍も同じで、何の意味がある

んですか。 

○委員長（増田一喜君） どなたが答えられま

すか。 

 池田部長。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） はい。前

回のですね、経済企業委員会の中でのお話はで

すね、既に副市長あたりも御存じでございま

す。ただ、今回の混乱の原因につきましては、

いろんな御意見を伺いながらですね、具体的な

制度設計を詰めてきたというところでございま
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すが、運用を担当してきたのはですね、経済文

化交流部内の事務方で詰めてきておりますの

で、そこら辺、御理解をいただきたいというふ

うに思います。 

 副市長に関して言いますとですね、各種いろ

んな会合の中でもですね、今回の元気券販売に

当たっては、市民の皆様方に大変な御迷惑と混

乱をかけたということで、心からおわびをして

いらっしゃいます。ぜひ、ここら辺あたりも御

理解をいただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員（村上光則君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、村上委員。 

○委員（村上光則君） それはもちろん、担当

部署としては、それは仕事はちゃんとなされた

と思うんですよ。しかし、これでいいですかと

いう許可をもらうためには、やっぱり市長の許

可をもらうとでしょ。それは市長も、全協で、

御迷惑をかけましたと議員の前では言われまし

たけれども、私はこの専門委員会の中でです

よ、ここまで来て、足を運んで、そして謝罪を

すればですよ、私はみんなわかっと思うんです

よ。 

 それだけ市民の興味がですね、――会えばも

うこの話ばっかりですよ。あたたちはこれで済

ますとかと。そら、市長でん副市長でん減給し

て、給料の１カ月分、２カ月分もらわんぐらい

のことを言いなっせって、そんぐらい言われて

きとっとですよ。そらあんた、部長が副市長

に、なら、こういう話ばこの前私がしたから、

それば伝えたですか。伝えて、副市長が何て答

えたですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、池田部長。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） はい。経

済企業委員会のですね、状況につきましては、

もう御存じでございました、中身的にはです

ね。ただ、先ほど言いましたように、混乱の原

因につきましては、いろんな制度設計がありま

すけども、その中で、やはり運用に関しまして

はですね、事務方のほうで詰めていますので、

我々経済文化交流部内で詰めた結果でこういっ

た混乱を招いたということもございますので、

そこはぜひ御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（増田一喜君） 村上委員。 

○委員（村上光則君） はい。そうすればです

よ、また次の議会でですよ、それは一般質問で

もして、市民の皆さん方に公の話をですよ、聞

かせんといかぬですね。そげんなってきます

よ。 

 そういう、あんまり長引いたことをしたくな

かけんで、ここに来て謝罪すればよかっじゃな

いかと私は言うとるんですよ。それをまた、次

の議会で、この件について話をすれば、市民は

ですね、物すごく興味がありますから。一番悪

いのは市長になってくっとですよ。市長に悪さ

をあわせたくなかっですよ、私は。だから言う

とですよ。 

○委員長（増田一喜君） はい、池田部長。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） はい。市

長もですね、今回の元気券販売に当たってはで

すね、市民の皆様方にですね、大変な御迷惑を

かけたということで、この前の、さきの６月議

会の本会議、並びにですね、全協、全員協議会

ですね、それから８月１日の市報にも掲載をい

たしました。それとまた、いろんな会合の場面

でもですね、いろんな皆様方にですね、御迷惑

をかけたということで、申し述べてございま

す。それから、先日のくま川祭りでも、御案内

のとおりでございますが、心からおわびすると

いうようなところでですね、言ってあられまし

て、ぜひ、ここらあたりの気持ちも御理解をい

ただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員（村上光則君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、村上委員。 

○委員（村上光則君） じゃあ、どこでおわび
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をすっとですか。どういうふうな形で市民には

謝罪すっですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、池田部長。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） はい。い

ろんな会合の場面とか、今でもですね、そうい

う場面は、会合あるたびにですね、そういった

おわびはなさっております。先ほど言いました

ように、本会議においてもですね、おわびをな

されていますし、市報にも掲載したということ

もございますので、いろんな会合の場面でのお

わび方というか、そういったのもあっていると

いうことで御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） はい。 

○委員（村上光則君） はい。そんなら、委員

会にはもう出てきて謝罪はしないちゅうことで

すね。それでよかっですね。 

○委員長（増田一喜君） はい、池田部長。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） はい。先

ほども申し上げましたように、この運用のあり

方については、執行部のほうでですね、事務方

のほうで、いろんな企画等もいたしておりま

す。その結果こういった形になったということ

で、我々経済文化交流部内でですね、いろんな

御説明をさせていただければというふうに思っ

てます。 

 以上です。 

○委員（亀田英雄君） よかですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） はい。何でそうこだわ

りなっとかなと思うとですね。前回から、責任

者の釈明とか責任のとり方ちゅうのを求めとる

中で、今までの説明の中でもですよ、市民に対

する説明の場、この場が最大の場だというよう

な表現もありましたよね。委員会が最大の市民

に対する説明の場だと。ならばですよ、委員会

の位置づけが、そんな高い位置にあっとなら、

ここに来て、市長、副市長なり、謝りを言うべ

きですよ、委員が求めとっとだいけん。それが

最大の責任のとり方じゃなかっですか。求めと

っとだけんですたい、何でけられんばんとかな

っていうようなとがあっとですばってん。 

 議会が求めたけん、制度設計ばいろいろ決め

たわけでしょうが。なら、ここに来て謝ってく

ださいよ。そのぐらいのことができぬば、うそ

ですもん。私は市民代表として、――して、こ

の委員会は着地点じゃなかですか。ああ、そぎ

ゃんですか、ならわからぬですなっていうふう

じゃ、この上げた手はどこにおろさんばんかわ

からぬですもん。執行部の責任のとり方として

ですたい、それを求めとっとなら、それも１案

じゃなかっですか。ここが最大の市民への説明

の場なら。 

 この前、今、部長、夏祭りのときに市長も行

って話しとったですばってんが、拍手して、よ

か、うんうんと言われた人もおらしたです。私

も祭りには参加しとったけん。一面に、こっち

にはですね、何か顔が赤かごたっがて、酒飲ん

どらせぬかって言う人もいっぱいおらしたです

よ。そして、ぎゃん祭りの場で、それでチャラ

にすっとかって。だけん、説明の場もですた

い、やっぱり、てにをはば考えてもらわぬば、

同等の責任があった私たちもですたい、何かあ

んたたちはってまた言われるとですけん。 

 まさかあの席は、酒飲んじゃおらっさんだっ

たですよね。ちょっと確認してほしかっです

が。私はびっくりしましたよ。祭りのスタート

前にいきなり謝り出されるけんですたい。で、

あれが市民への説明の場っていうて捉えるとな

ら、もし酒でん飲んどっとなら、甚だ失礼な話

やなと。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 何か話がずれとる。

はい、宮村総括。 

○委員（亀田英雄君） 何の話のずれとっとで
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すか。何の話のずれとっとですか。 

○委員長（増田一喜君） 何が。 

○委員（亀田英雄君） 話が何でずれとっとで

すかって。 

○委員長（増田一喜君） ずれてるじゃないで

すか。今、このことについて──。 

○委員（亀田英雄君） 責任のとり方の話をし

よっとですが。 

○委員長（増田一喜君） さっきから同じよう

な答えを――。 

○委員（亀田英雄君） だけん、私が引き続き

言ったんじゃなかですか。 

○委員（村上光則君） ずれちゃおらんども

ん。 

○委員長（増田一喜君） 小会します。 

（午後３時３１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時３４分 本会） 

○委員長（増田一喜君） はい、本会に戻しま

す。 

 じゃあ、さっきの質問をお続けください。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 宮村総括。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） 市長の飲酒についての御質問があったか

と思いますが、それについてお答えいたしま

す。（委員亀田英雄君「何ですか」と呼ぶ） 

 市長の飲酒についての御質問があったかと思

いますから、それについて私のほうから──。 

○委員（亀田英雄君） ああ。名誉のため答え

てください。こっちにですね、顔が赤かって、

いっぱい言いよらしたけん。市長の名誉のため

に。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい。非常に日照りが強かったので赤く

なられたのかなというふうに思います。私が一

応、市長のそばにおりましたけれども、飲酒の

においはしませんでした。 

 以上でございます。（委員亀田英雄君「わか

りました」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） はい、ほかにありま

せんか。もう最後にいたしたいと思いますけれ

ども、質問ありませんか。（委員亀田英雄君

「何で、答えとらんじゃなかですか、全部は」

と呼ぶ） 

 先ほどの、なら、答え。亀田委員の質問。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） 委員さん

の、委員会で出席という話があったかと思いま

すが、市長のほうもですね、先ほども言いまし

たように、６月の定例議会、本会議の中でもで

すね、おわびをされておりますので、そこは、

本会議という正式な場で謝っているというふう

なところをぜひぜひ御理解をいただきたいとい

うふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） もうほぼ出尽くした

と思いますので、以上でスーパー元気券事業に

ついてを終了します。 

 ほかに、当委員会の所管事務調査について何

かございませんか。 

○委員（野﨑伸也君） その前に意見ば言わせ

てください。質疑は終わったですけど、意見ば

言わせてください。 

○委員長（増田一喜君） いや、質疑、御意見

等はありませんかと言っていますから、もう終

わりました、はい。(｢何でそぎゃん打ち切っと

ですか」と呼ぶ者あり）（委員野﨑伸也君「打

ち切らんでください」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） ほかに、委員会の所

管調査についてないですか。 

○委員（野﨑伸也君） 質疑が１回終わってか

ら意見を言おうというふうに思っていたんで、

待っていたんですけれども。 

○委員長（増田一喜君） さっきから笹本委員

も意見も言われています。だから、ここで質
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疑、御意見等はありませんかというふうに言っ

ていますので。はい。以上でスーパー元気券事

業についてを終了します。(｢なし、しゃんせん

ばんとか」と呼ぶ者あり） 

 ほかに当委員会の所管事務調査について何か

ございませんか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） この委員会の着地点は

どうなさるんですか。継続調査、この委員会

の、この件についての着地点はどげするんです

か。 

○委員長（増田一喜君） １ページの日程にあ

りますように、次の委員会開催の、そこに合わ

せて行いたいと思います。 

○委員（亀田英雄君） 着地点のなんか見えん

じゃなかですか、委員会としての。ただあって

そっでしてしまえという話だいけんが、着地点

はどげんした格好でやられるつもりですか。 

○委員長（増田一喜君） この日程表にあると

おり、来年の３月かな、３月に経済企業委員会

報告をいたします。ということですので、その

ときにまた開会になるかと思いますので、は

い。以上でございます。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。これをもって経済企業委員会を散会い

たします。 

（午後３時３７分 閉会） 
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