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予算特別委員会要旨予算特別委員会要旨 21031８21031８

まえおき）日医工に法令違反 ジェネリック医薬品の大手・日医工が、違法な製造で県

から業務停止命令を受けた。射水市の国保の医療費に影響はあるか！

従業員の教育よりも、役員の教育が先だ！

1、3月の追加補正予算について！ 商工企業 作道課長

国は、コロナ対応による国の支援策と経済対策について、射水市に3回の 地方創生臨時◎

交付金が充当（国・県・市）されました。総額1,608,5,67千円。富山県版、射水市版の施

策を打ち出す中で、政府も地方も予算が適切に使われているとは思えない程、金が麻痺し

ているのではないかと感じています。主な施策をあげると？

新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金充当施策（国・県・市） 説明○

本題に、２月１日から始まった消費喚起によるキャシュレス決済Paypay導入について！◎

最終期限を待たず 10日で打ち切りになった。早期終了の理由ををホームページで掲
載しているが、・・・本当の理由を避けている。当初予算の 2億円の財源が枯渇したこ
とが大きな理由である。 意気込んでやった政策が空振りに終わった。政策の失墜で

ある。 私はこう断じる。

予算執行権を持つ市長にもの申す。新年度予算を税収減を精査し組んだ。追加補正を

上げ、補正後 563,600 千円。射水市は、キャシュレス決済の経済対策でかかっただけ
予算計上。楽な政策対応だ。必用な予算を必用な所に配分したか！ 議会は市当局に

寄り添っているのではない。議会のチエックが働いていないのは、射水市民の裏切り

行為だと思っている。 当局は、議会を軽んじているのでは！ 15ヶ月予算

全国に、30％還元 paypay実施事例を紹介 １５ヶ月予算◎

浜松市・富岡市・つくば市・射水市 2/1～2/28(2市の明暗 ) 中小が63%○

北日本新聞 2021/03/03「市長ポイント還元で、業者提案が不十分」◎

真意 コメントをしたことの本意がよくわからない！ paypayにも責任がある○

発注時のコンセプトは誰のため！○

日経 2021年2月22日「富山・射水のペイペイ還元打ち切り 地元企業配慮あだに」◎

paypay利用で、店舗側から見ると、射水市民でなくても良い。○

コロナで、不要不急で外食は控えるが、日常の食料品の影響は少ないと考える○

精査で売り上げ順位は不要と考える。企業の売り上げに手を入れて○

実質的な店舗制限（地域性：不平等の平等）～チェーン店は対象から外す。○

経済産業省の指導 2019/5/◎

キャッシュレスを通じたデータの利活用○

契約をし、補正予算を上げるのはそれなりの理由がある 予備費を当てる◎

当局は、この事業を精査すると言っている。一定のポイント還元があり、効果があったと！○

・還元の事例(違法性・合法) 弁護士導入 責任を取っていない！

政策がよければもう一度やれば！○
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射水市キャシュレス決済 ポイント還元・消費喚起事業

新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金充当施策（国・県・市）

●特別定額給付金（総務省）

4月27日時点で住民基本台帳に記録されている人に○

国民1人あたり一律10万円を給付○

事業費（令和 2 年度補正予算）12 兆 8,802 億 93 百万円○

●持続化給付金（経済産業省）

売り上げ前年同月比50以上減少の事業者 個人100万 法人200万円給付○

● Go To Eatキャンペーン事業（農水省） 給付金 868億円
感染対策を取り組ながら頑張っている飲食店を応援し食材を供給する農林水産業者を応援する○

感染防止対策が実施されている業者。○

12,500円を10,000円～２セット○

予算がなくなり次第、Go To Eatポイントが付与される予約を終了○

●オンライン飲食予約事業（農水省） 給付金 616億円
昼食時500円、夕食時(15～)1,000円○

●「Go To トラベル」事業（観光庁）
国内旅行 旅行代金35％割引。「地域共通クーポン」15%を還元(国支援額50％)○

上限額は1人1泊2万円（日帰りは1万円）○

＜富山県版・射水市版＞

●富山版 ｢ Go To Eatキャンペン食事券｣事業（農水省・県） 100万冊
一冊10,000円を8,000円 １人２冊○

県内の郵便局○

販売期間 2021年3月19日（金）まで延長（2月15日より再販）○

利用期間 2021年6月30日（水）まで延長○

●射水版 いみずうまいもん券（第２弾）

クーポン金額 １世帯（広報１冊）につき、500円券×２(540円以上枚)○

利用期間 第1弾 令和2年6月1日～8月31日○

利用期間 第2弾 令和2年11月1日（日）～1月31日（日）○

●射水市テイクアウト・宅配事業者支援補助金

〜公募期間 2020年9月30日○

上限金額 助成額 50,000円○

○
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●射水市キャッシュレス決済 ポイント還元・消費喚起事業 （経済産業省）

実施予定 令和3年2月1日（月）～2月28日（日）23時59分59秒○

3月補正額 補正前220,600千万円 補正後563,600千万円（+343,600千万円）○

新型コロナウイル感染症対応 地方創生臨時交付金充当残額 1,608,567千円○

交付金充当残額 110,253千円
3月追加補正予算 316,000千円

中小 63% 大企業 37% 1000社 売り上げ 1,940,000千円
北日本新聞報道と日経新聞○

早期終了の理由（HPより）○

（１）新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策が求められる中、店舗によっては

消費者の皆さんが集中され、感染リスクの回避が十分に行えないと判断した

こと

（２）店舗の混雑や商品の欠品により、消費者の日常的な買い物に支障をきたして

いること

（３）各所で交通渋滞等の混乱を招き、皆様の安全安心の確保が困難となったこと

（４）大変大きな反響をいただいたことで、一定のポイント還元額に到達する見込

みとなったこと。

●射水市中小企業等事業継続支援金給付事業

対象者 昨年のひと月の事業収入が前年同月と比較して３０％以上５０％未満○

期 間 令和2年7月10日（金）から令和3年2月15日（月）まで（当日消印有効）○

給付金 法人 定額２０万円 ／ 個人事業主 定額１０万円○

●射水市中小企業等事業向上補助金について

令和2年10月9日（金）から令和3年2月15日（月）まで○

補助率及び補助限度額○

①個人事業主 補助率４／５以内 補助限度額１５万円

②法人事業者 補助率２／３以内 補助限度額３０万円

●射水市中小企業等上下水道料金支援金

申 請 令和2年8月11日（火）～令和3年3月19日（金）まで（当日消印有効）○

対象者 続化給付金又は射水市中小企業等事業継続支援金を受給した事業者に限る。○

給付金 国の持国の緊急事態宣言期間の前後の上下水道料金の２分の１相当額を給付○

●農水省の「花いっぱいプロジエクト」射水版

●「ふるさと射水学生事業」

・必用な所に、必用な予算を配分できたか!
・コロナ対策は、政策過程は行政の手腕にかかっている。

・議員や首長は簡単に謝るものではない！
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30％還元 paypay実施 財政規模による 浜松市・富岡市・つくば市・射水市

47
①浜松市 人口 80万政令都市

「がんばれ浜松！対象のお店で最大30％戻ってくるキャンペーン」○

実施期間 2020.7.1～7.31○

付 与 額 付与上限 1,000円相当/回 5,000円相当期間 2億円規模○

対象店舗○

中小企業が運営していて、いばらきアマビエちゃんの登録など感染症対策を講

じている市内の店舗約 2,000 店が対象となります。３密の発生を避けながら地
元企業の支援を行うため、ショッピングモールやスーパーなどの大型店舗やコ

ンビニなどのチェーン店は対象としていません。対象店舗は今後、約 100 店増
加する見込みです。

②富岡市(群馬県) 人口 47,000人
「がんばろう富岡！最大30％戻ってくるキャンペーン」○

実施期間 2020年8月1日～ 8月31日○

付与上限 1回あたりの付与上限：1,000円相当、付与合計上限：5,000円相当○

「がんばろう富岡！最大30％戻ってくるキャンペーン」 店舗185店○

実施期間 第二弾 令和3年1月5日から令和3年3月5日○

付与上限 1回あたりの付与上限：1,000円相当、付与合計上限：10,000円相当 2300万円○

③つくば市 人口 24万人 経済部 経済支援室 029-883-1111(代表経済部 経済支援室)

「キャッシュレス決済30％還元キャンペーン」○

実施期間 2021年 2月1日～2月28日 店舗2100店○

付 与 額 1回あたりの付与上限5,000円相当。 付与上限20,000円相当 2億円○

対象店舗○

ショッピングモールやスーパーなどの大型店舗やコンビニなどのチェーン店は対

象としていません。（キャンペーンに関する広報物の製作費として 67,816 千円を
負担する見込みです）
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新聞報道 日経・北日本・静岡新聞

●経済産業省 2019/5/
世界各国のキャッシュレス決済比率の比較を行うと、キャッシュレス化が進展して

いる国は 40 ％～ 60 ％台であるのに対し、日本は約 20 ％にとどまっている。 世界

的なキャッシュレスの流れを踏まえ、キャッシュレスを通じたデータの利活用によ

り、国全体の生産性が向上し、実店舗等、消費者、支払サービス事業者がそれぞれ

付加価値を享受できる社会の実現を目指していくことが必要。

●日経電子版 2021年 2月 22日
「富山・射水のペイペイ還元打ち切り 地元企業配慮あだに」

富山県射水市は、28 日まで実施する予定だったスマートフォン決済「PayPay（ペイ
ペイ）」を使うポイント還元事業を 10 日に打ち切った。他地域では対象を中小企業
に限る例が多いが、家電量販店など大企業も加えたため利用客が殺到した。大企業

も対象にした背景には、射水市に本社を置くスーパーのアルビスと、県内同業との

競争があるとみられている。

「利用者がこれほど殺到するのは全国でも例がない」。ペイペイの運営会社 Pay...

●北日本新聞 2021/03/03
「市長ポイント還元で、業者提案が不十分」

還元事業が２月に早期終了したことについて｢ paypay側の提案｣が不十分だった。
paypay 側の責任について｢富山・高岡の間に立地し、市外からかなりの利用がある
との見通しや、魅力的な店舗が多いことによる反響が提案に盛り込まれていなかっ

た。うのみにした私どもも落ち度があった｣ この真意のほど？

●静岡新聞 2020/5/17
「浜松市、ＰａｙＰａｙ決済で３０％還元」

浜松市は１６日までに、新型コロナウイルス感染拡大で売り上げが低迷する飲食業、

小売業などの誘客を支援するため、スマートフォン決済サービス「ＰａｙＰａｙ（ペ

イペイ）」と連携した３０％のポイント還元キャンペーンを７月１日から行う方針を

明らかにした。市内ペイペイ加盟店のうち約４千店が参加見込み。ペイペイでキャ

ッシュレス決済をした客に支払額の３０％分のポイントを付与する。還元分は市が

負担し、２億円の予算を投じる。還元するポイントの上限は１回千円で、１カ月

に 5 千円まで。特別キャンペーンとして１００回に１回の確率で特典に当たった利
用者には、決済全額分のポイント還元（上限１０万円）も行う予定。



- 6 -

菊たみお事務所

21/03/21
3 月定例議会

2、第3次総合計画1年前倒しについて市長の考え方 市長・森光

市長は３期目の任期満了時に、新たな課題へ対応するためとし、計画期間を１年前倒し、◎

第３次総合計画策定予算7.416千円を計上されています。前倒しは、市長の４選えの意欲と

受け止めたのだが、課題を引き継ぐことも大事だが、新たな選挙公約の布石とし、射水市

のまちづくりに提言できる政策課題はあるかお聞かせ下さい。

前倒しをどう捉えるか！ 市長は予算執行権を持ち、選挙の政策課題を繁栄する必用があ◎

る。「総合計画を選挙の任期４年毎に合わせて見直していくのは私は大賛成である。そうあ

るべきと思っている。私は選挙に合わせ実施計画期間(前期・後期)８年とすべきと考えてい

るが、市長の任期毎に見直すべきと考える。考え方をお尋ねいたします。

第２次総合計画後期(R2～R5)のローリング時に、第3次総合計画に着手○

・前期(H26から3年)・中期(H29から3年)・後期(R2から4年) ～実施計画 多選12年

・太閤山地区リノベーション計画

・小杉駅周辺地区まちづくり基本計画

㏊・射水市に新商業エリア1.6 の土地区画整理事業とは 準工業地域

首長がやると言えばできるもの「とやまゼロカーボン推進宣言」・景観計画・緑マス 強い要望！○

・部長級では事業をやると言えない。首長自らが政策課題とすべきで。

第３次総合計画で、射水市が目指すべき都市とは！◎

持続可能な都市にしていくための公共施設の量の抑制が不可欠。総合計画での議論○

議会の議決を必用とする案件で、基本政策を共に責任を持つと言う議会認識で、総合計画の素案○

に対する意見交換及び議員間討議いつの時点でできるのか、フロアチャートで示して頂きたい。

３、公共施設個別施設計画案(素案)から見る、道の駅周辺エリア基本構想について。

道の駅周辺エリア基本構想等の業務委託に10,000千万円を計上しています。特に、道の◎

駅のリニアルに、どの程度の指針を当局は出して、委託されるのかお尋ねします。特に、

この三施設の内の二施設の博物館、道の駅は内井昭三の建築物でもあり、設計者の意見

も聞くべきと思うが考えがあればお聞かせ下さい。

新湊博物館構想時に、展示設計が先か建築設計が先かでもめた時代があり、１年先延ばしとなっ○

た経緯がある。

委託は、コンサルタントに委ねるのか、設計者に委ねるのか！ 設計競技が良い○

射水市公共施設個別施設計画案(素案：R3年3月) 示されている。◎

R10年～新湊農村環境改善センター 平成08年(1996) 23年 978㎡ 19,785人○

R13年～新湊博物館 平成10年(1998) 23年1.993㎡ 6,040人○

R04年～道の駅新湊 平成10年(1998) 25年 951㎡ 702,268人○
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４、観光PRタイアップ事業(DMO)とは！ 負担金 2,408千円 久々江

負担の金額は大きいと思うが、どんな事業か！ 負担金はいつから！◎

県内市町村と連携し旅行商品を造成とあり、観光庁の「観光地域づくり法人（ＤＭＯ）」に◎

富山県も地域連携(公社)とやま観光推進機構を設立している。県指導での負担金なのか！

観光地域づくり法人には、広域連携ＤＭＯ、「地域連携ＤＭＯ」、「地域ＤＭＯ」の３つが示さ◎

れているが、富山県はどのDMOか！

富山県15市町村の加入状況は！◎

登録観光地域づくり法人 「登録令和3年1月7日時点 録DMO」

観光庁 観光地域振興課 観光地域づくり法人支援室・TEL:03-5253-8328（直通）◎

地域連携(公社)とやま観光推進機構 富山県◎

観光客誘致やインバウンド誘致など、富山県全域の観光推進を担う組織◎

射水市はDMOと連携したことはあるか◎

「広域連携ＤＭＯ」10件、○

「地域連携ＤＭＯ」83件、○

「地域ＤＭＯ」81件の計174件を登録(R3.1.7)しております。○

DMO:Destination Management/Marketying Organization○

「選ばれ続ける観光地 富山－『海のあるスイス』を目指して―」設立H29 職員１７人○

９言語観光サイトJFM ～ ニュージャパン JAPAN in JAPAN For Municipality◎

JFA名刺サイズカード。 何枚消費できるか！ QRコードから観光ナビを市のＨＰリンク張る。○

観光地域づくり法人は、地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経
営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに
基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機
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能を備えた法人です。このため、観光地域づくり法人が必ず実施する基礎的な役割･機能（観光地域マー
ケティング･マネジメント）としては、
(1)観光地域づくり法人を中心として観光地域づくりを行うことについての多様な関係者の合意形成
(2)各種データ等の継続的な収集･分析、データに基づく明確なコンセプトに基づいた戦略（ブランディング）
の策定、ＫＰＩの設定･ＰＤＣＡサイクルの確立
(3)関係者が実施する観光関連事業と戦略の整合性に関する調整･仕組みづくり、プロモーションが挙げら
れます。また、地域の官民の関係者との効果的な役割分担をした上で、例えば、着地型旅行商品の造成
･販売やランドオペレーター業務の実施など地域の実情に応じて、観光地域づくり法人が観光地域づくりの
一主体として個別事業を実施することも考えられます。観光地域づくり法人の登録について厳格化を行った
ことから、「日本版ＤＭＯ」の名称を「登録ＤＭＯ」に変更いたします。

JAPAN in JAPAN CARD 累計発行100万枚突破 2020/12/28 富山県JFM開始

JAPAN in JAPAN for Municipality（JFM）は、自治体ごとに無償で提供している9言語◎

対応の観光サイトです

2020/12/28 富山県JFM開始◎

2020/11/30 富山県魚津市JFM開始◎

2020/11/20 富山県射水市JFM開始 https://city.japanin.jp/imizu/◎

2020/11/19 富山県朝日町JFM開始◎

2020/11/19 富山県黒部市JFM開始◎

2020/11/18 富山県上市町JFM開始◎

2020/11/18 富山県入善町JFM開始◎

2020/11/12 富山県高岡市JFM開始◎

2020/11/12 富山県立山町JFM開始◎

2020/11/12 富山県南砺市JFM開始◎

2020/11/12 富山県滑川市JFM開始◎

2020/06/12 富山県富山市JFM開始◎

2020/12/04 富山県氷見市JFM開始◎

2020/12/04 富山県砺波市JFM開始◎

2021/1/22 富山県舟橋村JFM開始◎

全国各地のJAPAN in JAPANカードをご紹介していきます。カードは片面が観光写真、◎

片面が9言語による観光サイトの案内です。名刺サイズになっており持ち帰りやすく、またQ

Rコードを読み込むことにより全国共通のデザインで展開される各地の9言語観光サイトJFM

へアクセスします。 https://japanin.jp

(2021年 03月 18日 射水市議会予算特別委員会室 CATV放送/ネット配信 関連質問は質疑応答 40分)
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Copyright 2021 菊 民夫(kiku tamio)

Web pages Created by kiku tamio


	1、3月の追加補正予算について！                        商工企業  作道課長
	　 射水市キャシュレス決済   ポイント還元・消費喚起事業
	　 30％還元 paypay実施 　財政規模による 浜松市・富岡市・つくば市・射水市
	　 新聞報道      日経・北日本・静岡新聞
	2、第3次総合計画1年前倒しについて市長の考え方              市長・森光
	３、公共施設個別施設計画案(素案)から見る、道の駅周辺エリア基本構想について。
	４、観光PRタイアップ事業(DMO)とは！   負担金 2,408千円           久々江
	　 登録観光地域づくり法人　「登録令和3年1月7日時点　録DMO」
	　 JAPAN in JAPAN CARD 累計発行100万枚突破   2020/12/28　富山県JFM開始

