
- 1 - 

平成２９年度第１回さいたま市商業等振興審議会 

会議録

１ 日 時 平成２９年１０月２５日（水）午前１０時００分～午前１１時４０分 

２ 会 場 市役所議会棟２階 第 7委員会室 

３ 出席者 伊藤委員長、近藤副委員長、松野委員、大郷委員、日野委員、田中委員、 

佐藤委員、渡邉委員、古川委員、吉沢委員（経済局長） 

欠席者 近藤委員、岩瀬委員 

事務局 千枝商工観光部長、矢作商業振興課長、斎藤係長、青山主査、中村主任、 

石田主任、齋藤主事 

大宮区総務課地域商工室金子室長、中央区総務課野口課長、 

浦和区総務課地域商工室星野室長、岩槻区総務課観光経済室佐藤室長 

４ 会議の公開・非公開の別 公開（傍聴人は０人） 

５ 次第 

（１）開会 

（２）委員及び事務局紹介 

（３）議事 

  ①平成２９年度商店街振興事業について 

・これまでの事業報告について

・「イチオシ商店街」紹介冊子の作成について

・さいたま市空き店舗活用地域コミュニティ活性化推進事業補助金交付要綱に基づく

事業計画の認定について 

（４）その他 

（５）閉会 

【議事概要】 

（１）開会 

（２）委員及び事務局紹介 

（３）議事 

・これまでの事業報告について

   伊藤委員長の議事進行により、事務局より資料１に基づき商店街振興事業の内容等

について説明があった。その後、質疑が行われた。 

 ≪質疑・意見≫ 
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（日野委員） 

  「３－１商店街活性化推進事業補助金による支援」とあるが、今までやっていた地域

の活性のための補助金と同じもので、新しいものではないということでよいか。 

（事務局） 

  そのとおり。商店会の皆様からの要望に基づいて、毎年予算措置して実施しているも

のである。 

・「イチオシ商店街」紹介冊子の作成について

 伊藤委員長の議事進行により、事務局より資料２に基づき「イチオシ商店街」紹介

冊子事業案について説明があった。その後、質疑が行われた。 

 ≪質疑・意見≫ 

（伊藤委員長） 

事務局からは、まだ十分に煮え切っていない事業で、今後、商店会の皆さんと相談し

ながら進めていきたいということで説明があった。今後進めていくうえで、気を付けた

方がいいこと等があれば、御意見をいただきたい。

（大郷委員）

  今年度末までに６商店会やるということか。

（事務局）

  はい。６商店会の取材をさせていただきながら、紙面構成等を検討し、進めていく。

確認作業等、対象となる商店会にはご負担となる部分があるかもしれないが、なるべく

商店会の負担が少なくなるように進めたい。

（大郷委員）

１商店会あたりどの程度のエリアで載せることが可能なのか。

（事務局）

  単会の商店会がＡ３見開きとなるイメージでいる。

  世界盆栽大会に合わせて、日野会長のところで作った冊子も参考にしながら、すすめ

ていきたい。

（伊藤委員長）

  一つの商店会だけでなく、交差している商店会等もあると思うが。

（事務局）

  基本は１つの商店会と考えているが、ブロック単位、例えば、２、３の商店会をのせ

ることも可能だと思う。個別具体的には、各地区ごとに相談していきたい。

（渡邉委員）

  新しい事業を実施するということなので、まず、費用はどの程度なのか確認したい。

また、アウトプットについて何を期待しているのか。単に商店街の紹介だけなのか、商

店街に来る客数を引き上げるというアウトプットを想定しているのか、聞きたい。

（事務局）
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  費用については、１２６万４千円を考えている。

  アウトプットについては、外国人も増えており、日本国内でも街歩きをしたいという

風潮もあるので、スーパーアリーナなどでのビックイベント、クリテリウムや集客力の

多い民間イベント等で紹介冊子を配布して、そういう人を商店街に誘客したいと考えて

いる。

  食だけでなく、地元のお土産も掲載できるように内容も調整していきたい。

（渡邉委員）

  一つは、市民に知ってもらいたい、もう一つは外からの来客も期待したいということ

だが、冊子の配布先をＪＲとコラボして駅に配置してもらってはどうか。最近は大宮駅

でも外国人を見かけるようになったし、氷川神社でも見かけるようになった。

  せっかくいいものをつくるのだから、観光案内所にいけばわかるではなく、交通機関

等とコラボしてわかりやすいコンタクトポイントを作ることが大事。

（事務局）

  普段大型店で買い物をしていて、地元の商店会を知らない市民も多いので、そういう

人たちに発信したい。

  ロイヤルパインズホテルやパレスホテルなど外国人の宿泊客も多いと聞いているの

で、宿泊者が街に出て食事・買い物ができるようにホテルに設置したり、駅への配架も

検討していきたい。

（近藤副委員長）

  タイムスケジュール的なことを確認したい。来年３月までに商店会向けと外国人向け

を同時並行でやるのは可能なのか。さらに１２６万円という予算の中で、かかるのかわ

からないが取材の費用、部数、カラー構成など、できるのか正直疑問がある。

（事務局）

  少しタイトな日程ではある。日本語版を作成し、それをもとに英語版を作成する想定

でいる。編集作業は１つ、それを英訳する作業が出てくる。

  英語版と日本語版が別にできることになるので、それぞれの冊数については事業者と

検討していきたい。

（日野委員）

  盆栽大会に合わせて、５商店会が合同で冊子を作った。

  盆栽があり、鉄博の間に商店会が位置している。１時間当たり５００人くらいの人が

動いている。その中の１０人くらいが外国人。

  商店会の宣伝と、スタンプラリー（スタンプ３つ集めると大宮盆栽だー！！がもらえ

る）を実施した。

  時間的にハードだった。英語と日本語を併記し、外国人も見れる、来れるという形で

作った。地域の商店会で配ったがすぐになくなった。ただ、この予算でやるのは大変だ

と思う。
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（近藤副委員長）

  今、１０月末なので、あと５カ月しかない。年末や年度末といった忙しい時期にかか

ってくる中で、どうなのか。

（日野委員）

意外とできるもの。印刷業者に全部取材をさせた。私たちのところはホームページを

もっている商店会が多かったので、そのまま載せるということができた。

（近藤副委員長）

気になるのが、外国人の方と日本人の方で見る視点とか、欲しい視点が少し違うので

はないか、ということ。だとすると、日本語版をただ英訳するだけで本当にいいのか。

（日野委員）

日本人にとっては、「何だこれは」ということになる。外国人にとっては、「分かりや

すくていいものつくったね」ということになる。

外国人が望むようなつくり方をしてくれ、ということは最初にお願いしている。

（近藤副委員長）

  外国人観光客と日本人観光客でそもそも求めているところが違うのに同じつくりで

いいのか、と思う。

（日野委員）

  日本語もあり、スタンプラリーもあるので、楽しみで商店街を回遊する人もいる。

（伊藤委員長）

  冊子をつくるときには編集者が入るわけだから、写真を並べるだけではつまらない。

あるお店を掘り起こして、そこをイチオシするような編集をしてもらって、冊子作って

よかったねとか、この商店街変わってきたよね、というきっかけになればいいと思う。

ただ、時間がタイトなので頑張ってください。

（渡邉委員）

  そもそも１６ページもいるのか。見開きしか見ないと思う。

  外から来る人にとっては、商店街の紹介冊子を作っても意味ないのではないか。

  テーマ別に小冊子を作った方が外から来た人にとってはメリットがある。そんなに分

厚いものはいらない。食べ歩きや文化イベントなど、テーマを分けた方が部数も作れる

のではないか。

  経験上、見開き以上のものは、作っても無駄。絶対見ない。軽くて折りたたんで鞄の

中に入れてもらえるサイズでないと。

  最近はレンタサイクルもかなり目立つようになってきたので、できるだけ回ってもら

えるような仕掛けをしたら楽しいことがあるのではと思う。

（事務局）

  いただいたご意見を反映できるように検討をすすめたいと思います。

・さいたま市空き店舗活用地域コミュニティ活性化推進事業補助金交付要綱に基づく

事業計画の認定について 

 伊藤委員長の議事進行により、事務局より資料３に基づき、「さいたま市空き店舗
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活用地域コミュニティ活性化推進事業補助金」について制度の概要及び手続きの流れ

並びに今回申請のあった事業計画の概要について説明があった。その後、質疑が行わ

れた。 

 ≪質疑・意見≫ 

（渡邉委員）

正直言って、民間ではこんな事業計画は成立しない。補助金と寄附だけで成り立っ

ているような事業は通らない。

３３年度に１回３００円の料金を徴収したとして、ひと月に１８００人の利用がな

いとこの収入には達しない。

 これが悪いといっているわけではなく、いい事業だし、評価できるが、例えば、ふ

るさと納税のリストの一部にいれるとか、もう一歩行政として支援をしていかないと、

こういう事業を作っていく、広げていくことにはならない。

 ただ、一人一回２０００円とか３０００円をいただくことになったら、誰も利用し

ないし、常識的かつ手ごろな料金でやったほうがいい。 

   行政としても、こういう事業を立ち上げて支援するからには、独り立ちできるとこ

ろまで面倒を見ていくというのが一つの条件でないとまたすぐ閉まってしまう。 

（日野委員） 

   空き店舗活用は、募集期間がいつも絞られてしまう。 

空き店舗活用にあたっては、活用したい人がいて、空き店舗があって、時期がある

わけだから、そのタイミングがあるので期間を絞ってもらいたくない。商店会みんな

で推すのだから、いつでもその地域でやりたいと思ったら、使えるような臨機応変な

期間にすることが必要ではないか。 

商店街に関係ない事業が申請されているのではないか。昨年も学童保育の事業があ

ったが、コミュニティ課がやることであって、商業担当課ではない。 

空き店舗活用は、地域商店が何々がないから、そこに入れて活性化しようというの

が基本。確か予算が３００万円しかなかったと思うが、それでは１件しかできない。 

内装だけで２００万円ぐらいかかる。５００万円あれば２件できる。少なくと２件

くらいできる予算化が必要。 

（事務局） 

   タイミングと予算という話だが、例年８月頃実施している次年度調査で上がってき

た事業に対して予算措置している。空き店舗とのタイミングが合わないということは

十分承知しているので、今後検討していかなければいけないと考えている。 

   社会福祉法人やＮＰＯのやる事業が商店街の活性化につながっていないのではな

いか、という話だが、当課でやっている事業には、商店街活性化のためにやっている

空き店舗活用事業と、今回審議いただいている地域コミュニティの活性化に重点をお

いた空き店舗を活用した地域コミュニティ活性化事業がある。 

   昨年実施した学童保育については、商店会と連携して１日店長事業をやる中で、商

店会と保護者がつながって、商店街で食事や買い物をしたということもあるので、長
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い目でみれば、商店街の活力維持につながるのではないかと考えている。商店会の皆

様のご意見はあると思うが、この事業は、この事業として進めていきたい。 

（伊藤委員長） 

   コミュニティの核を埋め込んでいこうという事業ですよね。それが結果的に商店街

の活性化につながればいいということであれば、さいたま市で１件だけではさびしい。 

（吉沢委員） 

   先程、日野委員が言われた、商店会に空き店舗が発生して、こういう店舗を入れた

い、というものに対する補助については、今回の制度とは別の制度で実施している。 

   駅に近いなど商店街に対してニーズがあるところでは、比較的空き店舗は埋まるが、

郊外の商店街ではそういう要素で埋めていくのは難しい。そうすると商店街の活力を

維持して、衰退を防ぐこととおもむきがちょっと違う形になっている要素がある。そ

ういったところについては、コミュニティを使って、埋め込んでいきながら活力維持

を図っていきたい。 

（日野委員） 

   １事業が２５０万円かかると思うので、５００万円あるならいいけど、３００万で

は１つしかできないので、偏ってしまうのではないかと思う。 

（松野委員） 

   街の活性化ということで、まずは来ていただいて、そのための長期的視点での活力

維持の取り組みとしては有意義だと思う。短期的な活性化ということになるともうひ

と押し何かが必要なのかなという気がする。 

（渡邉委員） 

   この事業を支援して、将来的には独り立ちをしていただこうという趣旨があるのか。 

（事務局） 

   利用者と寄付金が徐々に増えていく想定となっているが、関連部署である高齢福祉

部署やＮＰＯを支援している部署等と話をしながら、どういう支援ができるかも含め

て、継続に向けて相談・検討を続けていきたいと考えている。 

（日野委員） 

   こういう事業だといろんなところでできてしまう。だったら、空き店舗の意味がな

くなってしまう。商店会が出そうとしてもそれを受けられない。予算がなくて。 

   学童の補助金でやればいいのに、何で商業が入ってくるのかな、と前から疑問。こ

れがどんどんでてきたら、商業用の空き店舗という意味はなくなってしまう。２件ぐ

らいできる予算じゃなければ難しい。 

（吉沢委員） 

   渡邉委員のおっしゃったとおり、独り立ちをしていくための支援に繋げていかなけ
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ればならないことから、補助金制度は３年間となっており、自立を促すための制度と

なっている。 

   空き店舗がなかなか発生していないのも事実。我々も補助金制度としては年間３件

とか２件とか目標設定しているが、あがってくる件数が少ない。タイミングという問

題については本当に必要ということであれば、補正で対応できるか含めて検討してい

かなければならない。 

（伊藤委員長） 

   そういう実例をいくつか作っていただかないと、この事業が本当に地域に受け入れ

られる、商店会の方も協力してくれるところまでいかない。 

   全国各地にはこういうことで上手にやっているところも生まれてきているので、コ

ミュニティの核、たまり場を用意していく、それに商店会が協力していければいいの

ではないか。 

（渡邉委員） 

   １件当たりの補助金を減らしたらいい。 

   スポンサーを募集するのにこういう事業を立ち上げてＳＮＳで募集したら寄附が

集まる、などいろんなやり方をミックスしながらやらないと、いつまでたっても行政

がおんぶにだっこでは、件数を増やすことはできない。悪循環に入ってしまう。 

   ある程度自己負担のリスクをもってやらないと、助成金があるからできるというの

はいかがかと思う。 

   毎年１０件ずつやるんだ、これがさいたま市の一つの特徴になっていくんだという

志だけで取り組んでもらいたい。 

（伊藤委員長） 

   いくつかご指摘はいただきましたが、高齢者に対していろいろサポートをする、子

どもたちに対しても広く活動援助をしていくという事業ということ。皆さんの御意見

を反映して事業をつなげていただければと思う。 

（４）その他 

   伊藤委員長の議事進行により、今後の商業振興施策について、各委員から発言があ

った。 

（田中委員） 

   いつもさいたま市に要望書を出している事項ぐらいですかね。 

（日野委員） 

   できればいいなと思っているのは高齢者問題。 

   秩父でやっている「お助け隊」のようにお年寄りの電球を交換しに行ったり、配達

したり、そういったことを市のボランティアチケットを使ってやっていければと考え

ている。 
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（大郷委員） 

   商店会はほんとに厳しい状況。後継者はいない、古くからの店舗がやめて、その跡

がマンション・住宅になっていく。商店街と呼べるものが少なくなっているのが事実。 

   元気な商店街もあるがさいたま市の中では非常に少ない。さびれた商店街がほとん

どになっている。 

   行政のほうでどんどん立案したものを持ってきてもらえれば、我々も検討した上で

一緒にやっていきたい 

（松野委員） 

   地域紙として店舗と消費者をつなぐ立場からすると、お話を聞くと魅力的だったり

するところもある。１０年、１５年前と比べるとその数が少なくなってしまっている

気がする。元気な店舗が続くようなお手伝いができればいいと思う。 

（古川委員） 

   東京オリンピックも控えているし、外国人観光客も増えている、景気も上向いてい

るといういい状況をうまくとらえて、行政と連携してうまくさいたま市が活性化でき

ればいいと思う。 

（渡邉委員） 

   新たに参入する人たちが商店街を元気にしていて、古いお店もそれに刺激をうけて

一緒にやっていくみたいな新しいエンジンを植え付けるような補助事業みたいなも

のを作ってはどうか。 

   全国一、起業ができるまち。志と努力する人がさいたま市に来れば、それが叶えら

れる、というのを目指しては。 

   それが、将来的には商店街の活性化になるのではないか。 

（近藤副委員長） 

   全国的にも商店街が厳しい中、さいたま市はやり方を工夫すればいろんな手ができ

る地域ではないか。 

   ターゲット、ターゲットにあわせてやっていく切り口、お客様にアプローチする機

会はいくらでもある。 

   空き店舗を活用したコミュニティ活性化事業については、賛否ある。商業振興とい

うことであれば、これからお店を出したいという人を応援していく。補助事業だけで

なく、お店を作っていくストーリー作りみたいなものを発信していくことができれば、

そこに何ができるのだろう、というわくわく感も提供できる。そういうことを市とし

てもバックアップしていければ。 

   今回の事業については、３年たったらどうなんだろうという気はする。 

   個人的な話だが、商店会の一番遠くに子どもが通う保育園があるので商店会を絶対

歩く。そうすると、ついでに買い物をすることもあるし、お店の方とお付き合いした
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り、子どもも商店会の方に世話になったりする。商店会に足を運ぶ機会にはなる。 

（佐藤委員） 

   できたら、私たちの方にも補助金を出してほしい。 

   空き店舗についても条件があえば、いつでも出店させていただければ。 

（伊藤委員長） 

   商業振興は、時代が変わってきて、新しい局面に入ってきている。 

   うちの商店街はこれで売っているんだよという個性を磨いてほしい。商店は仕入れ

て売るんだけど、それだけではなく、商店会の中では物を作っている現場が見えると

か、修理をしている会社があるとか、畳屋さんがいるとか、そういうのもミックスし

ていくと商店会の魅力が広がるのではないかと最近つくづく思う。そんなことが進め

ばいいと思う。 

（５）閉会 


