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平成２３年度第３回四街道市空き店舗活用補助事業検討委員会（概要） 

 

 

 日時  平成２４年３月２８日（水）午前１０時００分～午後１時００分 

 

 場所  四街道市役所保健センター３階 第２会議室 

 

 出席者 委員  大下茂 委員長  藤尾健二 委員  佐倉光洋 委員 

 

 欠席者 委員  中村正明 委員 

 

 事務局出席者  鵜澤環境経済部長  杉山環境経済部参事  田中産業振興課長 

         森山副主幹  黒岩副主査 

 

 傍聴人     なし 

 

 

―― 会議次第 ―― 

 

1. 開会 

2. 議題 

（1）空き店舗活用補助制度の検討について 

（2）その他 

3. 閉会 
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1.開会 

事務局（鵜澤部長）：ただいまから、平成２３年度第３回空き店舗活用補助事業検討委員会を開催

します。本委員会要綱第６条第１項の規定により大下委員長の進行でお願いします。 

 

2.議題 

大下委員長：皆さんのご協力、よろしくお願いいたします。ただ今の出席委員は３名です。四街道

市空き店舗活用補助事業検討委員会設置要綱第６条第２項の規定により、出席者が委員

の過半数を超えていますので、会議は成立いたしました。 

また、会議については第１回の委員会で公開させていただくことで皆さんの了解を得ま

した。事務局の方、傍聴人がいましたらご案内してください。 

 

事務局（黒岩副主査）：現在のところ傍聴人はいません。 

 

大下委員長：現在傍聴人はいませんが、会議資料につきましては、「審議会等の会議の公開に関す

る指針」の規定により、傍聴人の閲覧に供するものとします。議事次第については、配

布するものといたします。途中でお越しになられた時は、随時入室していただくことに

なりますのでご了承ください。 

続きまして、第２回目の会議録について確認をさせていただきます。修正箇所はありま

すか。 

 

佐倉委員：ありません。 

 

大下委員長：私の方からは、２５ページの途中の経済産業省の行っている補助事業についての説明

の中で、２年目の２分の１を３分の１に訂正をお願いします。なお、もう１度確認をい

ただいて、お気づきの点がございましたら事務局まで連絡してください。 

署名につきましては、前回と同様にお願いします。また、本日の会議の会議録署名人と

して藤尾委員と佐倉委員にお願いします。 

 

藤尾委員・佐倉委員：了解しました。 

 

大下委員長：それでは、議題（１）の空き店舗活用補助制度の検討に入らせていただきます。 

本日は資料として、前回の審議を基に対象地域、対象事業等の１０の項目について「第

２回委員会審議の整理」ということで提出していただきました。もう１つは、私の方で

前回の内容を整理したものとして「四街道市空き店舗活用補助事業検討委員会（第３回）

の委員会の討議・参考資料」と「第２回四街道市空き店舗活用補助事業検討委員会～中

心市街地活性化等の目的と補助対象エリア・対象物件に関する大枠の検討」をお配りし

ていますので、私から説明をさせていただきます。その後事務局から補足説明をお願い

します。 

（資料「四街道市空き店舗活用補助事業検討委員会（第３回）の委員会の討議・参考資

料」「第２回四街道市空き店舗活用補助事業検討委員会～中心市街地活性化等の目的と補
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助対象エリア・対象物件に関する大枠の検討」について説明） 

以上を踏まえまして本日は議論していきたいと思いますが、「第２回委員会審議の整理」

についての特に波線部分について、事務局として今後調整が必要であろうと考えられる

ポイントがありますので、その部分を事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（黒岩副主査）：（資料「第２回委員会審議の整理」について説明） 

なお、次回の委員会開催までに、今後制度設計を検討していく中での問題点、考え方に

ついてメール等でやりとりをしたうえで、最終的に委員長と事務局で整理をして問題提

起をしたいと考えています。 

 

大下委員長：ありがとうございました。今後の進め方については、次の委員会までの間にやりとり

をしていきたいということでしたので、最後に改めて確認をしたいと思います。 

ここまでの説明の中で、藤尾委員何かありますか。 

 

藤尾委員：イオンが連携をしているケースなどを参考に、いろいろなケースが考えられるのではな

いかと思っていましたが、急用で前回の委員会を欠席させていただきました。今の説明

を聞いていて、重要となるのは、テーマを決めるということだと思います。例えば、観

光があるのとないのでは当然違うでしょう。「住みたくなる」というのは分かりますが、

「何ができたらそうなるのか」という事をもう尐し詰めていかなければいけないのでは

ないでしょうか。空き店舗を活用する人それぞれが、大きな枠の中で集まってくると、

方向性がばらばらとなってしまいます。例えば「子育てがしやすい街」あるいは「高齢

者が住みやすい街」ということで「四街道市は津波もこない」「地盤も頑丈そうだ」「帰

宅難民にもならない」という様な、何かよいテーマ性を持たすことができたらいいと思

います。そのように考えると、住んでいる人を対象とするのか、他市からの人も対象と

するのかという事にも繋がってくると思います。先の説明の中で分かり易かったのは、

エリアを定めるということで、郊外のエリアが何処を対象とするのかですが、内容は固

まりやすいと思います。むしろ重点エリアの中をどのように位置付けるのかが、今後の

議論の中心となってくるのではないでしょうか。 

 

大下委員長：完全な誘導ということですね。 

 

藤尾委員：そうですね。たぶん、空き店舗の事業だけを見ていくのではだめで、もう尐し市の中で

関わっていく部署を増やしていって、大局で見て市の魅力を考えていかないといけない

と思います。 

 

大下委員長：まさしく前回の委員会でその議論になっていました。「空き家を使って生涯学習がで

きる場所があればニーズはあるのではないでしょうか。」ということを、中村委員が言わ

れていました。しかしながら、「生涯学習や福祉となってくると、産業振興課の範囲を超

えてしまうのではないでしょうか。」ということを委員長の私から申し上げました。その

部分はプラスアルファで付け加えていただくことでお願いをしました。事務局の田中課
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長からも、「その範囲の中で検討していただきたい。」という事でした。従いましてこの

委員会では、商業的機能を重点に議論して、福祉的なことは商業的機能に繋げていくと

いう意味で、プラスアルファで考えていきたいと思っています。 

なお、藤尾委員が言われていたことは、現在、中心市街地等活性化庁内検討委員会とい

う組織を立ち上げて、中心市街地等を活性化していくために福祉や生涯学習、産業とい

う観点で、庁内横断的に事業を連携して実施するために、担当課の職員と検討している

ところです。 

 

藤尾委員：今のお話ですと、「１たす１は２ではなく３にも４にもなります。」という事ですね。そ

の観点からこの空き店舗をどうするのかという視点がものすごく重要だと思います。こ

こだけ見ていると、周りが見えなくなってしまいますので、テーマの設定が必要です。 

 

大下委員長：特に目的を持った人を引っ張ってこようとした時にはそうだと思います。 

 

事務局（黒岩副主査）：第１回の資料№９のイメージ図でも説明をしましたが、中心市街地の活性

化を図るうえで空き店舗活用も位置付けをしていますので、中心市街地等活性化庁内検

討委員会の議事録や資料等もご送付します。参考としていただければ、空き店舗活用と

中心市街地の活性化のイメージが繋がってくると思います。 

 

藤尾委員：他の地域では協働事業としてやっている場合がありますよね。 

 

大下委員長：経済産業省では事業運営の在り方で、コンソーシアムをやると補助率が上がります。

この場合、一方では責任所在が明らかでないという面もあります。いい面もありますが、

悪い面もあるということです。ＪＶを組む場合でも、重みを均等にするのではなく、あ

るところがリーダー格でありそれにみんながプラットホーム的にもっていくという事で、

主体性とネットワークをうまく組んでいくのが大事です。 

 

藤尾委員：今回は市が中心となって動かすという事で、この中で何かをやっていくということが大

事な視点な訳ですね。 

 

大下委員長：そうですね。佐倉委員いかかですか。 

 

佐倉委員：藤尾委員から、「重点エリアのテーマについて絞ったらどうか」という事でしたが、ど

の様な方向性に持っていくかを、この委員会の中でテーマを定めて目的を明確にしてい

くのがいいと思います。 

 

大下委員長：ありがとうございました。それでは、資料№１「第２回委員会審議の整理」を基に整

理をしていきたいと思います。１の対象地域では３区域を定めました。後は表現の問題

だと思います。(2)中心市街地区域のうち商業集積を重点的に図る区域で、駅前の交通結

節点から徒歩圏何分という表現をしていますが、これであると個人差があるので、明文
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化するには難しいでしょう。商業地域の範囲になると、ほぼ真ん中でしょうか。近隣商

業地域を除くと、１２６.４ヘクタールのうちどの位なるのでしょうか。 

 

事務局（黒岩副主査）：駅の北側の一部分、消防署より手前の部分位ではないでしょうか。 

 

大下委員長：確かに明文化するには、商業地域にした方が分かり易いですね。 

 

事務局（黒岩副主査）：どこまでが範囲となるのか確認をします。 

 

大下委員長：お願します。もう１つは、テーマ設定をするのは、この部分について設定することと

していますが、これらについても全体の部分を含めてやりますよという事であれば、テ

ーマ設定は非常に大事で、１２６.４ヘクタールのすべてをするのであれば線がきれるの

で、そのようなやり方もあると思います。すべての部分について誘導型とします。しか

し、予算が潤沢に付いて１０件で上限いくらということにはならないと思いますので、

その部分については、四街道市としてこういうものを求めたいということを限定的に定

めてもよいのではないでしょうか。先ほど藤尾委員が言われていたように、限定的に定

めることは可能でしょうが、全体を広げようとしたら、例示するという形もあると思い

ます。 

 

藤尾委員：他市でこの様な事業をした場合どのくらいの申請があるのでしょうか。 

 

事務局（黒岩副主査）：わかりません。 

 

藤尾委員：たくさんあるのであれば絞らなくてはいけないと思いますが、尐ないのであれば絞らな

くてもよいのではないでしょうか。 

 

事務局（黒岩副主査）：そんなに多くないと思いますが、空き店舗活用補助制度のお話しをいろい

ろな場所でさせていただいています。その中で、パン屋を出店したいと考えている人が

いて、障害者雇用も検討していきたいと言っています。補助制度を使える人を見つけて

いかなくてはいけないと思っています。 

 

藤尾委員：他での様子はどうでしょうか。 

 

事務局（黒岩副主査）：正確な数字は分かりませんが、制度を立ち上げた時には何件かの申請があ

りますが、その後何年か経過すると申請は尐なくなってくるのが多いと思います。 

 

大下委員長：国の事業を作る時に係わったのですが、国の事業制度を作る時は、最初にモデルとな

って想定している所は必ずあります。先にヒアリングをしたうえで、「このような事をや

るので手を上げないか。」と、事前にニーズ調査を行います。その部分でいくつか内定を

して、その人達が動きやすいようなフレームを創設の時には必ず行います。２年目から
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は、「うまく行きました。」というコマーシャルができますので、手が上って来るという

事になります。もう１つは、それに長けている自治体や事業者がいるなら、使い勝手の

いい補助条件のものについて手を上げるという選択型があります。使い勝手がいいとい

うのは、どのような事かといいますと、先ほど藤尾委員がご指摘された、テーマの設定

というものをあまり細かく規定していないで、大枠の中で使えるようにして、別表の基

に内規的なものとして書き込んでいきます。そうすると補助要綱は改訂しないで、内規

を変えていけばいい事となりますので、比較的運用がしやすくなります。ある程度枠の

中で規定をして、改正をしていくという方法を国など多くが実施しています。そのよう

な大枠で、あれもこれも使えるという自由裁量のあるものが比較的人気があります。そ

れが使い勝手のいいという事です。「賑わい創出」で言うと国土交通省は、多くの場合、

使い勝手のいい補助事業が創設されていますが、経済産業省は、かなり規定の細かい補

助事業が創設されています。規制型と提案型という観点からいうと前者が提案型で、後

者が規制型というケースが多く見られます。 

 

藤尾委員：そうすると、平成２４年の７月の選考基準の設定の際には、いくつか候補があるのでし

ょうか。 

 

大下委員長：手を上げてくれればいいなと思いますが、それをあまりやると、何なのかと思われて

しまう事もあるので、ニーズを把握するという事です。出てもいいかなと思われている

方が、この程度であれば手を上げますが、ここが厳しければ手を上げられないという、

その見極めのために、事前にニーズ把握をしておくというように捉えていただくとあり

がたいです。 

 

藤尾委員：駆け引きが大変ですよね。 

 

事務局（黒岩副主査）：補助を実際に利用された方達の意見を聞いてまとめた前回の資料でもあり

ましたが、行政が審議会の意見を聞いて創設した補助金と、実際に補助を使おうとする

方とのニーズが乖離されてしまう事があると、使い勝手が悪いという事になります。障

害者自立支援協議会の就労部会でも、いろいろな団体が空き店舗を使える可能性があり

ますので、いろいろな場面で意見を聞いていければと考えています。 

 

大下委員長：使い勝手がいいものがあれば、一番いいのでしょう。たとえば国土交通省の補助はい

ろいろな事ができます。ところが、終わらないと一括して補助が受けられません。経済

産業省の補助では、事前に補助を受けたり３ヶ月後に受けたりする、出来高払いで補助

するケースがあります。小口の商業者と身近な付き合いがあるので、商業者が欲しいタ

イミングが分かっているといえます。補助を先にもらう事を優先していくと、自由度が

狭められたとしても、そっちの方に手を上げるという事あります。今規定しようとする

内容の使い勝手がいい悪いという判断となるので、すでに補助事業が採択されている「よ

もぎの里」の事例を出していただきましたが、創業の時に一番何が困ったかという様な

事で、そこに対して手厚い補助の制度を盛り込んでいけば、非常に使い勝手がよくて、
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手を挙げていただける可能性が高いのではないでしょうか。そのような事で、事務局に

ヒアリングをしていただきました。 

それでは、先ほどのエリアを確認したいと思います。（都市計画図確認） 

南口まで入っているので、商業地域でいいですね。 

 

大下委員長：それでは戻ります。先ほどの対象地域①は、１２６.４ヘクタールいいですね。②の

部分は商業地域の範囲で間違いはないですね。徒歩圏というあいまいな表現ではなく商

業地域、商業地域はそこだけしかありませんね。後は近隣商業地ですね。すると商業地

域の範囲は１３ヘクタールおよそ１割が重点エリアという形になります。あとは、郊外

部についてです。以前から気になっていましたが、みそら、千代田、旭ヶ丘だけに絞っ

ていいのでしょうか。それ以外の所であったとしても、「住居地域の中の」という事を規

定すればいいのかという事です。 

 

藤尾委員：縛りをかけるのが難しいという事ですね。 

 

大下委員長：そうです。 

 

事務局（黒岩副主査）：「中心市街地以外の所で、空き店舗だった所」と規定するのは、アバウトす

ぎるのでしょうか。 

 

大下委員長：私はおおまかだと思います。今問題となっているのは、買い物難民的なことですよね。

今までの議論から行くとそうではないですよね。どちらかというと、団地の議論でした。

表現は後で考えてもらうこととしますが、中心市街地の区域を含む所と、隔絶している

住居地域ということを規定すればできるのではないでしょうか。いかがでしょう。この

範囲でいけば問題ないと思うのですが。よろしいでしょうか。 

では、③はこのような表現にします。 

それでは、次にテーマの話をしたいと思います。先ほど、藤尾委員が言われていたテー

マをもう尐し絞ったほうがいいのではないかという議論と、もう１つは、ある程度枠を

広げた方が応募しやすいのではないかという事を含めて議論をしたいと思います。 

 

藤尾委員：内規とか付則でも対応できるというか、イメージを持っておかないいけないのではない

でしょうか。 

 

大下委員長：テーマの設定の 1)～5)で整理した部分は、商店街支援プログラムの中にあるものを

尐しアレンジしたものです。たとえば、1)の「地域のニーズ、課題解決につながり地域

住民に愛される事業」というのは「等身大の豊かな街づくり」を変えました。それとも

う１つは、「新規就業者の育成につながる事業」ということで、商店街の活性化という事

は、その場所で買い物ができるような空間も大事ですが、「実はそこで雇用を創出してい

く面が大きいのではないのか」という佐倉委員のご指摘もありましたので、その部分で

加えました。大枠はこのような感じだと思います。 
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藤尾委員：ここに手を上げてきた人たちが、当てはまるかどうかという考え方をするのか、逆に、

この中でも、特にこういう方法をとってここに繋げて行きたいというものを前もって取

り組むのかによって、たぶん取り組が違ってくると思います。それをどちらかにするの

か、後者であれば、ここで議論をしていかなければならないでしょうし、前者であれば、

議論は必要ないと思います。できれば後者の方があとあと続けていくところまで考える

と必要なのかなと思います。 

 

大下委員長：いずれにしても、大枠の中で話をしていきながら、例示するという方法が一番分かり

易いと思います。例えばここでいう「地域のニーズ、課題解決につながり地域住民に愛

される事業」は何かという時に、コミュニティカフェであったり学生のチャレンジショ

ップであったりというものが出てくるわけです。 

 

藤尾委員：すごく難しいと思うのですが、色がそろっている方が、目的が明確になるのではないで

しょうか。商店街の空き店舗に、同じような方向性を向いた店舗が入ることで特色が出

てくると思います。例えば、健康、おいしい食べ物、子育てや高齢者の安心をテーマで、

１店舗だけだと弱いのですが、健康に関するものであれば、それに付随してこのような

ものが欲しいというものが入ってくるとか、あるいは、ケーキを買いに行った後に花屋

がそばにあれば便利だと思います。これは一例ですが、空き店舗活用で例示するのであ

ればその例示の中で分かれていってしまうので、その中でも２つか３つをコアに、「この

様なもので、集合体であったら便利だよね。」みたいな議論があってもよいのではないで

しょうか。それが先ほど言ったもう尐し細かい事を決めていければという事です。 

また、観光資源があるのであれば、それを掘り起こしてどうやって行くのかという事も

考えられるでしょうし、これから住んでいる方達がここで生活をしていくことを考えた

時に、ここだからという事が必要になってくると思いますので、なんとなく出てくるこ

とではなく、見つけていってこれでやろうという様に、２つ３つ例があってもいいので

はないでしょうか。その中で進めていけると、発信力があるし、もっと言うと、補助が

なくなった後も継続していけるというところに繋がっていくのではないでしょうか。 

私は船橋に住んでいますが、ＪＲ南船橋駅前に大きな商業施設があります。誰もそこに

ケーキを買いには行かなくて、ちょっと不便な京成谷津駅の近くにあるケーキ屋に買い

に行っています。ですから、空き店舗を活用して連続性を持たせる、その１個の力に頼

るイメージではなくて、そのいくつかの空き店舗の連続性の中で何かできないのかなと

いうことをイメージとして持っています。前もってテーマを細かくイメージをしていく

のか、例示をしていくのか、あるいは大枠化をしていくのか、例示というのは大枠化の

中で、こういうものであったら採択しようというイメージですが、私達の中で「ここま

で詰めてみたらどうだろうか。」ということがあっても面白いのかなと思います。 

 

大下委員長：そのほうが、手を挙げ易いだろうということですね。 

 

藤尾委員：引っ張ってきやすいと思います。 
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大下委員長：外からでもですね。 

 

藤尾委員：はい。 

 

大下委員長：そのへんは佐倉委員どうですか。 

 

佐倉委員：私個人的には、藤尾委員が言われている様な、あるエリアにおいしい飲食店が集まって

いるエリアであるとか、１つの目的性を持った個店だけではなくて、いくつかの個店で

発信力のある商店が形成されるという事は最終目標で、その様な方向性に持っていくこ

とは非常にいい事だと思いますが、(2)の項目でいうと、商店の連続性をもたせることが

第一にクリアするポイントだと思うので、テーマとか目的とか例示とか若しくは漠然と

「この様な方向性で営業していってください。」と提示するというのは賛成ですが、あま

り、あるエリアでは「この様にやりましょう。」ですとか細かくしてしまうと、名乗り出

てくる方がいらっしゃらないと、制度ありきで使われる方がいなくなってしまうので、

そこまで細かくやる必要はないのではないでしょうか。 

 

大下委員長：むしろ「特徴的な」という表現を入れておくかどうかでしょうか。その中の例示とし

て、先の「健康」、「子育て」でしょう。ただ、それだけに絞ると、やや危険であること

は確かかもしれません。事務局は何かありますか。 

 

事務局（黒岩副主査）：おそらく、委員の皆さんにしても事務局にしても、「自分がお店を出すので

あれば」ということを考えながら、制度を作っていかなければいけないような気がしま

す。大下委員長に仮置きをしていただいた、テーマというものを置きつつ、例えば、す

でに実施されています日替わりシェフの店さくらそうでは、空き家利用もありますが、

「シニア層が中心となって自分の生きがい、活躍の場を作り出すとともに、いろいろな

人達が連携をして飲食店の切り盛りをしていて、そこで使われている食材は地産地消で

す。」というようなものを例として挙げることはいいのかなと思います。ただし、細かい

ところまで例示してしまうと、その考えに引っ張られてしまう可能性がありますので、

バランスが必要であると思います。 

 

大下委員長：藤尾委員の言われている健康、子育ては、私のイメージの中では、３)の戦略的ブラ

ンド構築、広報活動強化につながる事業なのです。この中で提案していただければいい

のかなと思います。その中の例示として出せばいいのではないでしょうか。たぶん、活

性化プログラムの中でも、戦略的ブランド構築はまさしくそうなのです。何か重ねてあ

るものを作り上げればいいだろうと。それは街の中だからできます。例えば一番大きい

のは、先ほど観光ということを言われていましたが、大田区の蒲田が、とんでもない観

光をやっています。昔であると、キネマの街でしたが、蒲田の駅前にはカプセルホテル、

パチンコがあります。すぐに足を延ばせば競馬や競艇があります。ということは、蒲田

は対中国や台湾の方々にとってはワンダーランドなのです。カジノみたいなものなので
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す。日本のサブカルチャーです。それを見ていくことで、国際観光の中で今までは「え

っ」と思っていたことが生きてくるわけです。加えて、手芸用品・生地・ホビー材料の

大型専門店があります。ビルの中にあるのではなく、何号館というように街の中にワー

ッと溢れかえっています。すると今度は、ややヨーロッパ的なファクターの人達からみ

ると、いろいろな趣味の世界で、手芸でも何でも、ボタン１つとっても何十、何百、何

千種類とあるわけです。それを見ているだけでそういう人達は楽しいのです。そして、

口コミで広がっていくので、また新しいものになっていきます。同じことができること

は、ある程度の人口集積と都心部に近い所あるいは行きやすい所が特徴で、四街道では

なかなか難しいですし、千葉でも難しいという感じがします。 

 

藤尾委員：人を呼び込むという事ですね 

 

大下委員長：人を呼び込むという事を考えますと、顧客や事業者です。逆を言うと、こういう所に

ある程度、アクティブなシニア層がいるので、そういう人達が新しいものを作る事から

いうと、先進地域になり得るわけです。例えば、多摩ニュータウンや常盤平では、かな

り前の段階の人達であるので、アクティブではないけれども、学生などをいれた団地再

生などテレビで報道されています。ここはまだ行けます。という様になると、都心部で

はできない「健康、子育て」のキーワードで行くならば、こういう所であれば可能性は

あると思います。でもここだけの範囲であれば難しいと思いますので、むしろこちらの

方にきてもらってということになると、ついで買いということが起こり得ます。これは、

中村委員が言われていた、コミュニティカフェに来ていた人が隣の団子屋で団子を買っ

て帰るという商業活動の活性化にも繋がっていきます。そういう事から戦略的ブランド

構築、広報活動で、先ほど言っていた２つが大きなターゲットとなります。アクティブ

なヤングシニア世代と、若い高校生や専門学校生の人達が何かできるという事になるよ

うなフレームを、ある程度イメージをしつつこのテーマ性を彼らがやります。彼らの仲

間たちが、顧客になり主体になるような形、それを１週間続けるのは大変なので、先ほ

どの日替わりシェフの店の様に入れ替わり立ち替わりをしてできるようなシステムを作

りあげれば、充分空き店舗の活用は可能であると考えられます。ですから、藤尾委員の

言われたものを借りると、３）の中の例示の中で、充分四街道のニーズにあったものを

作り上げられるのではないかと思います。いかがでしょうか。 

 

藤尾委員：最初のイメージで外から連れてくるのではないと思っていました。「住んでいる人が、

千葉に買いに行くのではなくて、四街道で生活をして買い物をする。四街道の若い子達

が千葉に遊びに行くのではなく四街道で遊び育っていく。」と考えていましたので、その

ような視点で考えた時のキーワードになるのかなと考えていました。今のお話ですと、

対象になるのはヤングシニア層の方と若い方達という事なので、むしろその人達に合っ

た形で考えて……。 

 

大下委員長：今、現実的に起こりうるニーズを考えた時に「その２つですね。」ということは前回

の議論となっていました。 
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藤尾委員：しっかりそこを把握されているのであれば、ターゲットを絞っていかなければいけない

と思いますので、逆に中央の活性化で空き店舗を誘致する際にも、その人達をターゲッ

トに考えられるようなイメージをしていくことが必要だという気がします。 

 

大下委員長：前者はある程度想定はできます。人数もいます。ただ、後者の学生は、やや難しい所

があるのかなと思います。うまく学生を盛り込んだコンソーシアムにしておかないと、

卒業とともにどこかへ行ってしまう可能性があります。それはよく言われていることで、

コンソーシアムをうまく商店街とマッチングをする様なものがあるとするならば、毎年

安定的に供給されてくるわけです。大学であれば、４年生が卒業すれば１年生が入学を

してきますので、ある程度コミュニテイなり組織を作り上げる事ができます。あるいは

卒業した人達が、また戻ってきてくれる可能性もあります。そのような事は想定をして

おかなければいけないと思います。 

 

藤尾委員：これは蛇足になってしまいます。船橋市の広報に掲載されていましたが、つぶれた劇場

がシアターに替って若い人達がお金を支払って舞台に上がり芸を見せてチャンピオンを

きめるという所が流行っています。私の感覚では分かりませんが、若い人達はシアター

に溢れるほどの人が来ています。 

 

大下委員長：最近の若い人達の話を聞いていると、ハッキリ言えることは、誰かが企画してくれる

とそれに乗っかるというのが多く、自ら企画する、真っ白なキャンパスに絵を描くとい

う事は、やったことがないので下手です。そのような訓練がされていません。本当であ

れば学校在学中の若いうちに作っておかなければいけないと思います。ですから、誰か

が企画してくれたら、ある程度社会に入ってから作り上げた２０代後半から３０代位の

人達がたぶん作ったものに面白ければ乗っかるという事は、そういう事だと思います。

その様な人達がうまく生まれてくるのであれば可能性はあると思います。確かに今、劇

場というのは流行です。劇場を壊した所はもったいない事をしたなと思います。 

 

事務局（黒岩副主査）：空き店舗については、芸術文化振興の場として機能させるという事はあり

ますので、モデルとして挙げておくのはいいことだと思います。 

 

藤尾委員：若い方がアクターになれる、自分が出演者になれる、そこが面白いのでしょう。 

 

大下委員長：そうなのです。千葉県の久留里では、古い建物で現代アートをやっています。ある芸

術家は、閉っている元散髪屋を開けて、そこに風船をいっぱい置きました。散髪の機械

も置いてあったのですが、イメージとして合いませんが、そのようなものを見ていくわ

けです。するとアーティストは風船を膨らまして置くのにある期間、１週間～９日間の

フェスティバルをやるので２週間から３週間前からずうっとかかりきりでやっています。

そして終わった後もいるわけです。延べ日数は１ヶ月位になります。そのような事をい

ろいろな所でアーティストがやっています。そのような可能性もある訳です。その様な
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事を仕掛けるという事業をやるという事もあり得ます。複数の空き店舗をその時だけ何

日間か借りるということもありで考えていけば、３)の範囲中でできると思います。それ

がきっかけでネットワークが組めます。その後街の中で創作活動をやってくことも考え

られます。必ずしも、健康、子育て、文化、芸術すべての分野を規定はしなくてもいい

のです。ただ単に飲食店、物販という、すでに今までにある産業振興課の所掌だけでは

なく、最終的には地域の中に賑わいが生み出されることプラス飲食、プチ飲食が加わる

ことで問題はないと思います。したがって文化、芸術すべて入っていいと思います。た

だ、それが主目的ではありません。今テーマ設定として５つ挙がっています。 

 

事務局（黒岩副主査）：テーマですが、簡単明瞭に誰でも解るような表現にするのが大事だと思い

ます。戦略的ブランドとなると、企業的イメージが強く、またブランドとは何かという

事もあるので、検討が必要だと考えます。また、市長が「子育て日本一」ということを

掲げていますので、そのような所も検討をお願いしたいと思います。なお、これを規定

にそのまま書くのではなく、募集要項などに書いていくことになると思います。 

 

大下委員長：募集要項の中に詳しく書いてしまうと、修正する時が大変ですので、あまり詳しく書

かないケースが多い様です。付則や実施要領などに書いていけばよいのではないでしょ

うか。先ほどのニーズから考えると、健康、子育てというのは、一番ありうる話だし、

もう１つ可能性があるとしたら、コミュニティカフェの話です。コミュニティカフェの

生まれの話は何かというと、福祉の意味合いもあるのでしょうが、そこから生まれてく

るのが代行という考えがあると思います。 

 

藤尾委員：買い物代行ですね。 

 

大下委員長：買い物代行もありますし、家事代行もあります。例えば、「あの人は元植木屋さんで

あったので、庭木の手入れが得意だ」「あの人は元大工だから棚を作ってくれる」という

クラブ性です。それはコミュニティカフェの中で生まれてきます。これはこれで、昔の

物々交換の世界です。いわゆる労働対価に関する物々交換ですよね。そのような事はあ

ることだと思います。お互いが得意な分野で褒められるのは嬉しいでしょう。 

テーマ設定については、いくつか出ていますので整理してください。事務局大丈夫です

か。 

 

事務局（黒岩副主査）：その他にもありましたら、皆さんからご意見をメールなどで頂ければと思

います。 

 

大下委員長：１つは重点的なテーマをいくつ出すかということ、２つ目は、参加型、ここでいうと

(4)の話があります。いわゆる新規就業者が増えるあるいは参加している人達の満足度が

高まる事業があります。一番の事業は残さないといけないと思います。 

 

藤尾委員：地域住民に愛される事業は、一番大事ですよね。 
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大下委員長：地域のニーズ問題解決であり、これは特に②と③の中にある一番大きなテーマである

と思います。その３つ位がメインではないでしょうか。地域ブランドの話で、戦略的ブ

ランドというのは先のお話で言われたことを分解して、健康、子育て、文化を考えてい

くことでいかがでしょうか。このことで整理をしてもらって、皆さんにご意見を伺いた

いと思います。 

ここで１０分間休憩をします。 

 

― 休 憩 ― 

 

大下委員長：再開します。 

２の対象事業とテーマはいいですね。次は３の対象物件についてです。「空き店舗の階

数は限定をしない。」これはいいですね。目的があれば２階以上でも人は行くでしょうと

いうことでした。次に、従前が空き店舗の場合、それが空き店舗の状況がどれくらい繋

がっているものなのかということは、他の事例からいくと「３か月以上若しくは６か月

以上」ということでした。その部分についてはどうでしょうか。前回は、３か月位が限

度ではないのかということでした。３か月空いているという事は入らないという事です

よね。すぐに入る所であれば、空き店舗になるとわかればすぐに次の予約が入る状況の

ようです。前回は３か月を仮置きとしていますが、３か月でよろしいでしょうか。 

他の所では何か月位でしょうか。 

 

事務局（黒岩副主査）：何か月と定めていない所もあります。 

 

大下委員長：定めていない所もありますか。 

 

事務局（黒岩副主査）：第１回の会議でお配りをした資料ナンバー６の 青森県八戸市や長野県小

諸市では「３か月以上」です。 

 

大下委員長：３か月以上であれば６か月も含まれますよね。 

 

事務局（黒岩副主査）：先ほど「階数は限定しない」とのことでしたが、３階部分はどうなのでし

ょうか。 

 

大下委員長：一方で連続性を担保するといっているということでしょうか。 

 

事務局（黒岩副主査）：３階ですと視界に入りません。 

 

大下委員長：他の所は、１、２階としている所が多いのですよね。 

 

事務局（黒岩副主査）：１階または２階としています。 
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大下委員長：３階以上になると事務所スペースが多いようですね。 

 

事務局（黒岩副主査）：そうですね。１階または２階の方がよいのではないでしょうか。 

 

大下委員長：先ほどの健康、子育て、文化の中で、システムを構築することで提案された場合に、

オフィス的機能になると思います。そこまで含めるのかどうなのかを考えると、想定の

中では、「プラス人が来てくれたり、サロン的な所を用意してくれたりする部分に対して、

支援をします。」ということが筋ではないのかなと思います。そこに人の出入りがあって

初めて、賑わいとか最終的な目標に繋がっていきます。「参加されている方々、それに係

わっている方々の満足度のためにという事だけでは、両輪になり得ないのではないでし

ょうか。」というご指摘ですね。それは両方みるのでしょう。空き店舗を開ける意味とい

うものは、「人にそこで出入りをしてもらいたい」という事が一番大きいことですよね。

そして回遊を誘発するということを目的とするのであれば、３階でもいいのでないでし

ょうか。 

 

藤尾委員：利用者が来るということを考えればそれはＯＫですよね。 

 

大下委員長：事務所的な、例えば文化、芸術的なものをプロデュースしていくような業種ではある

ので、「３階でもいいのではないのか」という事があると思います。 

 

藤尾委員：「不特定多数の人が出入りするのでいい」という考え方ですよね。例えばそこに１日

５０人が行った場合、その周りに５０人が活性化するということですね。 

 

大下委員長：そのような事だと思います。ですから、システムやサービスを提案するような業種で

もいいけれども、そこに入れ替わり立ち替わり人がきてくれるような事です。 

 

藤尾委員：そこの違いをどう考えるのかでしょう。 

 

大下委員長：１つはあまり上の方に行かれても困りますので、１階、２階の範囲とするという表現

で、あとは不特定多数の人が出入りできるとするのか、サロン的なものを含めることに

するのかだと思います。 

 

藤尾委員：確かに３階以上は繋がらないというのもありますが、階段で上がるのも大変ですね。 

 

事務局（黒岩副主査）：３階ですと、歩いていても視界に入りません。 

 

大下委員長：階層を定めないとしていましたが、１、２階にしておきましょうか。 

 

藤尾委員：最初は、１，２階ということでしたね。 
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大下委員長：最初は、１，２階でしたが、前回は、目的があるのであるならば、階層を限定しなく

てもよいのではないかという事でした。 

 

藤尾委員：実際には、３階以上で空いている所はあるのですか。 

 

大下委員長：前回の会議の中で、ある調査の階層別立地指数の説明がありましたが、１階、２階ま

でで、３階以上であるとあまり人が入らないということでした。オフィス的なものにな

っていくのでしょうね。それでは、１、２階にしておきましょう。次に空き店舗の状況

については、３か月以上と定めるのかどうかですね。定めていない所もあるし、３か月

以上としている所もあるという事です。 

 

事務局（黒岩副主査）：第１回の資料№６の長野県小諸市の例では、「内装リニューアル等の意図的、

一時的な閉店は空き店舗としない」としています。これは、家具屋さんがよく実施して

いる閉店セールを行い、改装をして新装開店をすることを想定しているものだと思いま

す。また、すぐにでも出店したいが、補助金をもらうために３か月待つという事も想定

されます。 

 

藤尾委員：それは、だめなのですか。 

 

大下委員長：出店するのであれば、よいのではないでしょうか。 

 

事務局（黒岩副主査）：いろいろな考えがあると思います。 

 

大下委員長：問題は、空き店舗に出店してくれればいいのですよね。 

 

事務局（田中課長）：空き店舗をどんどん埋めていくという考えからすれば、期間を定めなくても

いいのではないでしょうか。 

 

藤尾委員：ただ、もう一方で、埋まる所はすぐに埋まっていきますよね。そういう所に補助をする

必要があるのでしょうか。 

 

大下委員長：この補助は、いつでも利用できるのですか。募集時期があるのでしょうか。 

 

事務局（黒岩副主査）：補助金の募集時期については定めて実施したいと思っています。目的やテ

ーマを定めておけば、営利企業ではあまり使えないのではないでしょうか。 

 

藤尾委員：逆をいうと期間を定めなくてもいいのではないかという事ですね。 

 

事務局（黒岩副主査）：そうですね。むしろ、早く空き店舗を解消するという事です。 
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大下委員長：補助の募集時期が決まっているのであれば、空き店舗の状況が続いているものを空き

店舗とするという事を規定しなくていいですね。 

 

藤尾委員：規定しないほうがいいですね。 

 

大下委員長：余計な事を考えなくていいですね。事務局の田中課長が言われていましたが、連続性

を担保したり、空き店舗の状況をなるべく減らしたりという事なので、規定はしないと

いうことでよろしいでしょうか。佐倉委員どうですか。 

 

佐倉委員：連続性ということであれば、確かにその規定はない方がいいと思います。 

 

藤尾委員：平成２５年の２月～３月に補助をする予定ですよね。この時に空き店舗になっていなけ

れば対象とならないのですよね。 

 

大下委員長：その物件ではそうです。 

 

事務局（黒岩副主査）：その時に、３か月空き店舗と規定をすると、３か月空き店舗となっていな

い場合に補助はできないという事になってしまいます。 

 

大下委員長：２か月でも空き店舗になっていれば、そこに入ってもらえばいいでしょう。前の所を

追い出してまでという事ではないでしょからね。では、「空き店舗の期間は、特に規定し

ない」ということでよろしいですね。 

 

藤尾委員・佐倉委員：はい。 

 

大下委員長：面積の設定は前回「特に定めない」としていましましたが、今回の資料で、矢印があ

りますので、事務局説明してください。 

 

事務局（黒岩副主査）：東京の方では、ミニマム店舗が流行していて、２０～７０㎡の面積で出店

しています。１つの店舗を区切って小物を売っていくというやり方もあります。また、

この前の委員会でもお話ししましたが、１つの店舗が２つに仕切られていて、片方が空

き店舗となっている所もあります。特に重点地域であると、１件の延べ床面積が小さい

所が結構あります。他の自治体では、１００㎡という規定をしている所もありますが、

面積を規定しなくてもいいのではないかと思います。 

 

佐倉委員：「下限は設けなくてもいいのでは」という事でしたが、制限を設けなくていいと思いま

す。 

 

大下委員長：よろしいでしょうか。それでは、「面積の設定は特に定めない」という事でいきたい
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と思います。物件に関して言うと決めること他にありますか。 

 

事務局（黒岩副主査）：今のところありません。 

 

大下委員長：それでは、整理して不足部分があれば、皆さんに議論していくことにしたいと思いま

す。次に対象者の部分ですが、前回は、「個人、会社及びその他の法人」ということでし

た。その他の法人とはＮＰＯ法人ですか。 

 

事務局（黒岩副主査）：ＮＰＯ法人、商工会、商店街振興組合などです。なお、宗教法人や風俗店

を規制する自治体もありますので、検討しなくてはいけないと思います。また、信用保

証協会で融資の保証対象となる業種以外は規制する所もあります。 

 

藤尾委員：むしろ対象とならない方を規定するほうがいいのではないですか。 

 

事務局（黒岩副主査）：あらかじめ対象者を定めた方が、補助制度を運用していく中で、ハッキリ

断れます。また、今までお店を営んでいる人がやり方を変えて申請をしてくると困りま

す。いろいろ排除しきれなくなってしまいます。 

 

大下委員長：非社会的活動を防ぐということですね。 

 

藤尾委員：四街道市民でない人や四街道に事業所を置いていない事業者でも補助をするということ

ですか。 

 

事務局（黒岩副主査）：本日冒頭でも言いましたが、市外の人を含めるのかどうかということは、

他の自治体でも納税要件を設けている中で、企業誘致施策では市外から誘致しています

が、空き店舗などの商業施策では、市内限定にしているので、検討して頂ければと思い

ます。 

 

藤尾委員：簡単に言ってしまうと、日本国籍があればいいのでしょうか。 

 

佐倉委員：国籍要件は必要ないと思います。在住の方でも税金は支払っています。 

 

藤尾委員：たとえば、中国に事業所がある所でもいいのですか。要は排除したいものを、ある程度

明記したほうがいいのではないでしょうか。 

 

事務局（黒岩副主査）：保証協会でも、融資なので、後年度に返済しなければならない。外国人の

在留資格は添付することになっています。確かにエントリーする人が数ヶ月間しか日本

に滞在できないということもあるので、検討する必要があると考えていますが、事務局

で融資関係を参考にしてご提示させていただきたいと思います。 
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大下委員長：そのようにして下さい。ただ、どちらの観点に立つかという事をここで決めておきた

いと思います。たとえば、市民活動であるとか、共同事業みたいなもので、助成する場

合、納税をしている事が１つの要件となっています。また、市民活動であれば、グルー

プを組んでいる中で必ず市民の人がいることが要件となっています。空き店舗に関して

は、企業誘致の観点も必要なのかなと思います。ですから、市民である必要はないと思

います。いかがでしょうか。 

 

佐倉委員：門戸は広くしておいたほうがいいと思います。あとは、法人が出店するときに、店舗を

支店等で開設届を市役所に届けて、法人市民税を納めてもらい、地元に尐しでも貢献す

る手続きをしてもらう要請をすることがいいのではないでしょうか。 

 

大下委員長：そうですよね。 

 

佐倉委員：ただ個人の場合は、住所移転をしてもらわないと市民税を納めてもらえませんが、その

人達までシャットアウトしてしまうのは、空き店舗の活用を考えるうえでは、やはり門

戸は広くしておいたほうがいいと思います。 

 

大下委員長：藤尾委員いかがですか。 

 

藤尾委員：相対的にみて効果が大きいと思いますが、一方で根付くのかどうかという事が心配です。

たとえば、申請が上ってきた時に、条件が同じ場合であれば、市内の人を優先するであ

るとか、内々の考え方があればいいのではないでしょうか。 

 

大下委員長：基本的には、「門戸を広げる」という事で、企業誘致的な考え方に立ちます。ただ、

「このような事は困りますよ」「融資関係の事では、資料を提出してもらう」という事で

行きたいと思います。次に補助の対象期間です。単年度のみの補助にするのか、３年程

度の補助としていくのかです。３年間は最初から義務づけることではありませんので、

１年目２年目は継続であるという事で、多くの補助事業の場合は、継続案件で持って行

こうとした時には、違うテーマであれば、同じテーマは１年間で補助を終わらせるとい

う事になるのですが、この補助事業は継続することに意義がありますので、逆に補助率

というものを複数年時の場合は下げていき、徐々に最後の時は、補助がなくてもいいよ

うに、自立できるような形に持っていくという事が一番多いケースだと思います。ただ

毎年申請は出してもらう事とはなります。過年度の場合は、これまでの実績をフォーマ

ットで出してもらうこととなるでしょうから、そうなった時に１年目の実績というもの

を、検討する義務が発生してくると思います。 

 

藤尾委員：最初の委員会で中村委員が、「最初にお金が必要です」と言われていました。 

 

大下委員長：最初にお金が必要ですが、それは何をもってやるのかという事だと思います。次の補

助の対象経費が問題になってくるのでしょう。中村委員が今までの経験から最初に必要
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なのは、「改装費と人件費だ」と言われていました。備品を改装費とみなすのか若しくは

備品までやると、前回も議論となっていましたが、経済産業省などの補助金の多くの場

合は、備品は対象としていません。何故なのかというと、減価償却の対象となるのと、

資産関係の問題です。改装した部分もそれに準ずることとなりますが、そのあたりの議

論もたぶん５と６で一緒になってくるところだと思います。 

 

藤尾委員：１年目の補助と２年目以降の補助では補助の内容が違ってきますよね。 

 

大下委員長：違います。それともう１つ言い忘れましたが、家賃賃料が必要です。 

 

藤尾委員：１年目の改装費と人件費の補助でいいのか、２年目以降の経営が安定するまでの補助を

するのかどうかという視点ですよね。 

 

大下委員長：２年目は、家賃、人件費で、改装費に係るものはありません。 

 

佐倉委員：補助対象期間ですよね。確かに公益性が高く収益性が低い事業であれば、単年度でなく

複数年度にわたって補助をしていくということは、１つの考え方だと思います。しかし、

営利性が高い事業については、単年度だけでもいいのではないでしょうか。営利性が高

い事業であると、１年間を通して利益が確保できなければ、その後営業を継続していっ

ても、赤字補てん的な意味合いとなってしまいますので、通常の事業であれば単年度で

いいのかなと思います。 

 

大下委員長：基本的には単年度です。ただ、公益性が高い事業については、２年目以降も認めると

いう様にするかどうかだと思います。 

 

事務局（黒岩副主査）：おそらく選考委員会が評価員会にもなると思いますが、その中で、補助団

体から実績報告を提出してもらい、そこで精査する必要があるのではないでしょうか。

１年間の事業をみて、公益性が高い事業なのかどうかを確認し審査をして、翌年度以降

について申請をしてもらえばよいのではないでしょうか。営利企業については、経過を

追っていかなければ分からないところもあるかもしれませんが、営利を目的とした事業

であるのに、やり方が悪くてうまくいっていない場合で赤字補てん的な所には、補助し

なくてもいいと思います。 

 

大下委員長：「対象期間は、１年を基本とします。ただし、公益性が高く収益性が低い事業、収益

性が低い事業という言葉を入れるかどうかは別として、気持の上では公益性が高く収益

性が低い事業については、○○委員会の判断の基に最長３年間まで補助します。ただ、

補助率は下がっていきます。」という事でよろしいでしょうか。 

 

藤尾委員・佐倉委員：はい。 
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大下委員長：次に対象とするものです。一番多いのは、改装費、家賃、人件費です。改装費、賃借

料家賃、人件費ですね。備品をどうするのかは、ものすごく難しいと思います。 

 

事務局（黒岩副主査）：他市の状況でも備品はほとんど入っていません。ただ、備え付けの備品、

食器棚などは対象としている所もあります。 

 

大下委員長：それは、改装の一部です。一番多いのはパソコンですが、絶対補助してはいけないと

思います。 

 

藤尾委員：リースはどうでしょう。 

 

大下委員長：リースはＯＫです。社会実験的な場合によくあります。ただ本来は、期間を限定して

いる事業でない限り、その組織が意図するものであって、補助する側の問題ではありま

せん。一番大きいのは備品を買った場合に、償却資産に扱いになるので、その扱いをど

うするのかという問題があります。改装費も同じです。改装当初に資産になります。そ

の部分の補助した以外の部分を資産とするような税務処理でいいのかどうかだと思いま

す。たとえば１００万円かかった改装費で、２分の１補助してもらった場合、その部分

はその組織として当初の資産を５０万円とすることでよいのでしょうか。 

 

佐倉委員：税務上は、１００万円の資産を買った時に、５０万円の補助を受けた場合は、それを控

除して残りの金額で減価償却していくことになります。 

 

大下委員長：そのようにしていけば問題はないですよね。あと、役所は補助に対して資産の一部と

して譲渡するというような事をするかどうかです。固定資産ということで見ればいいと

思うので、改装費は、店舗に固定したもののみという事で考えていけばいいのではない

でしょうか。備品は補助しないほうがいいと思います。 

 

事務局（黒岩副主査）：動産、不動産で考えると、備え付けの備品は不動産扱いでしょうか。 

 

大下委員長：備え付けは不動産です。 

 

事務局（黒岩副主査）：改装をする場合は、補助申請の時に図面等を確認すると思いますが、補助

前提でないと、申請する側は図面等を挙げてこないのではないかとも思います。 

 

大下委員長：それは、提案する側の意識の問題だと思います。たとへば、イニシャルコストに１千

万円かかる場合、一部分でも出してもらえればありがたいという考えでないと、長続き

はしません。補助金ありきの考え方はだめだと思います。 

 

藤尾委員：事前に投げかけておくのですよね。その段階で伝えておけばいいのでしょう。 
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大下委員長：事務的な事から言うと、改装費と不動産に該当する備品を含む範囲のものは補助して

もらいたいところでしょうし、補助する側も出してあげたいところでしょう。つぎに賃

借料です。あとは、人件費の扱いをどうするかであると思います。中村委員は人件費も

出してもらいたいということでしたが、他の自治体はどうでしょうか。 

 

事務局（黒岩副主査）：人件費はほとんどないです。 

 

大下委員長：ないですよね。人件費は自助努力だと思います。 

 

藤尾委員：国の補助の中で、労働行政との整合性を考えると大変ではないでしょうか。 

 

事務局（黒岩副主査）：そのところは、シニア層を雇用するだとか、障害者を雇用するであるとか

のところで考えていくことではないでしょうか。 

 

大下委員長：別の物とクロスして考えて、重ねて補助してもらった方がいいと思います。 

 

藤尾委員：障害者を雇用する場合の補助は、新設する場合や、改善する場合にでます。人件費は、

いろいろな意味で考えないといけないと思います。 

 

大下委員長：人件費の補助がないと、事業がだめになるのであれば、ビジネスモデルそのものがお

かしいと思います。ランニングコストとして必要な事であり、改装費はイニシャルコス

トであり、その費用が平均的に足かせとなるので、その部分を補助するという事でしょ

う。単年度収益で尐し上がればいいですよということにしてあげる位の方がいいのかな

と思います。ですから賃借料も、だんだん減らしていくというやり方が一番わかりやす

いと思います。賃借料を補助している所はあるのでしょうか。 

 

事務局（黒岩副主査）：結構あります。 

 

大下委員長：これが一番大きいと思います。そのようなことで、ビルのオーナーは対象としないこ

とにしたのですよね。不動産の所有者は提案者にできないという規定になります。 

人件費はどうしましょうか。 

 

事務局（黒岩副主査）：人件費は難しいのかなと思います。人件費など他の補助については、提案

の時に探って検討していければいいのではないでしょうか。 

 

佐倉委員：前回中村委員が人件費の補助で、「できれば事業者側に補助をしてほしい」と言われた

時に、付け加える意見として、「四街道市在住の方に絞って雇用したらどうか」という事

を申し上げました。国の助成では、雇用保険を使った助成制度があります。たとえば、

職業安定所を通じて採用された場合は助成金が出ますが、折り込みチラシで応募して採

用となった場合は助成金が出ません。もし人件費の補助をするのであれば、対象を絞っ
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て四街道ならではの補助も１つの方法であると思います。 

 

藤尾委員：それもやり方だと思いますが、「四街道市民を雇用する」という付加価値を付けるので

あれば、人件費の補助ということではなく、その人を雇い入れたことによる補助として

考えればいいのではないでしょうか。継続的に人件費の補助として支給するのは避けた

方がいいと思います。雇用奨励という事であれば検討することができると思います。 

 

大下委員長：奨励金という考えはいいですね。人件費を補てんするという事は、先ほども言いまし

たが、ランニングコストを補助するという事でビジネスモデルがだめだと思います。イ

ベントや販促で臨時の部分では補助をする場合がなくはないです。 

 

藤尾委員：最初１ヶ月間だけ立ち上げの部分だけ補助するということはどうでしょか。 

 

大下委員長：それはやめておいたほうがいいと思います。先ほど、藤尾委員が言われた奨励金が可

能性としてはあり得ると思います。その方が、地元の為として税金を使っている意味合

いはあります。 

 

事務局（黒岩副主査）：議会でも雇用施策が弱いと言われていますので、そのような制度になると

ありがたいです。 

 

大下委員長：では、そのようにしたいと思います。次に、営業時間と営業日数ですが、一般で言わ

れている通常の範囲でしょうか。最近の休業日は週１回位ですか。 

 

佐倉委員：週１回が多いと思います。 

 

事務局（黒岩副主査）：一方で、ワーク・ライフ・バランスを考えて、週休２日を考えている所も

あります。 

 

藤尾委員：何処をターゲットと考えていくかでターゲットが変わると思います。 

 

事務局（黒岩副主査）：他の自治体でも週５日以上の営業日としている所があります。 

 

藤尾委員：平日開店して休日閉店している所もあります。でもそれは、営業できるかどうかです。 

 

大下委員長：本当に儲かっていて、バリバリやっている所は休まないと思います。休んでいる所は、

コンスタントに来ないので、休んでいるのだと思います。例えば、各県庁近くの商店は、

土日休んでいます。それは、ターゲットを絞っているからです。 

 

事務局（黒岩副主査）：八戸市は、「週５日以上営業し通年営業するもの」としています。 
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藤尾委員：規定しなくてもいいのではないでしょうか。 

 

大下委員長：規定しないと、週末だけの営業でもいいこととなってしまいます。 

 

藤尾委員：規定するとしたら、週５日以上となるのでしょうか。 

 

大下委員長：一般の店舗と同様に、週５日以上の営業で通年営業をするという事になると思います。 

 

藤尾委員：営業時間はどうですか。業態によっても違うと思います。 

 

事務局（黒岩副主査）：八戸市では、「正午までに開店し、かつ、１８時以降に閉店するもの」とし

ています。また、久留米市では、「昼間の時間帯（１１時から１９時まで）に実営業を６

時間以上行うもの」としています。 

 

大下委員長：営業時間も規定しておいたほうがいいかもしれませんね。ただ、何時から何時とは規

定できないので、営業時間を規定することとなるのでしょう。 

 

事務局（黒岩副主査）：芸術文化振興で考えると、例えば、ライブハウスで演奏を聞く場合、通常

夕方からですので、夜に営業する場合もあると思います。 

 

大下委員長：１日何時間以上ということになるのでしょう。ライブハウスの場合でも、演奏の時間

は短いかもしれませんが、演奏準備の時間も、営業時間に含めることとなると思います。

コミュニティカフェをやりながら、ということで提案をしてもらえればいいのではない

でしょうか。 

 

藤尾委員：最低でも５時間位でしょうか。 

 

大下委員長：普通ですと５、６時間でしょう。 

 

藤尾委員：週５日で６時間ですと３０時間ですね。時間としてはちょうどいいですね。 

 

事務局（田中課長）：その位でないと商売が成り立たないでしょうね。 

 

事務局（黒岩副主査）：３０時間ですと、社会保険も適用になってきます。 

 

大下委員長：従業員をどう回すかによるのでしょう。 

 

藤尾委員：それより短いと、そこで働く人の身分が保障されませんね。 

 

大下委員長：「週５日以上で、１日６時間以上の営業」でよろしいですか。 
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藤尾委員・佐倉委員：いいです。 

 

大下委員長：それでは、改装費の部分については、補助の対象とします。不動産扱いの備えつけの

備品については、その中に含めます。賃借料についても、補助率は別として対象としま

す。この２つを補助の対象とし、人件費については、四街道市民を雇い入れた場合に一

時的に奨励金を支払うこととします。なお、備品については対象としません。営業時間

については、週５日以上で、１日６時間以上の営業を義務付けるということにします。

それに対する補助率ですが、他の自治体はどうでしょうか。 

 

事務局（黒岩副主査）：補助率はいろいろです。補助の限度額が問題となってくると思います。 

 

大下委員長：限度額ですね。そのへんはどうなのですか。 

 

事務局（田中課長）：予算の問題があります。 

 

事務局（黒岩副主査）：広く浅く尐額を補助するのか、重点的に補助をするのかになると思います。 

 

大下委員長：そこのところはどうでしょうか。 

 

藤尾委員：１年目は対象を絞って考えることとなると、声かけをしてニーズを把握した所とリンク

することとなるのでしょうか。 

 

事務局（黒岩副主査）：そこだけに限らないと思います。制度をより使いやすくするため、現場の

ニーズを把握するための意見聴取です。 

 

藤尾委員：実際に募集をしてみて、応募が尐ない場合もあると思いますが。 

 

事務局（黒岩副主査）：空き店舗の制度については、市長の政策である３６アクションプランの１

つに掲げられていますので、広く浅く尐額を補助するのではなく、重点的に手厚く補助

をして、そこに根付いてもらえるように予算は１件あたり２百万円で要望をしています。 

 

藤尾委員：それは、１事業所に対する総額限度額ですか。 

 

大下委員長：違います。１件ごとです。 

 

藤尾委員：事業所が空き店舗を活用する時に、改装費も賃借料もそのメニューに入っていて、選択

して補助を受けられるという事ですよね。 

 

大下委員長：そうです。 

 



25 

 

藤尾委員：その総額として見ていくのか、改装費についてはいくらが限度ですとかあるいは、賃借

料に関しては、いくらが限度ですとかという形をとるのですか。 

 

事務局（黒岩副主査）：おそらく、個別項目ごとに見ていって、そのトータルで見ていくことにな

るのだと思います。 

 

藤尾委員：逆にいうと個別項目ごとにみて１つが、大きければ、トータルが多くなりますよね。先

ほど１件あたり百万円、２百万円と言われていましたが。 

 

事務局（黒岩副主査）：それは改装のみです。初年度の改装費で、その程度必要であろうという事

です。ただ、飲食店のような所で、インテリアにお金をかけて改装を充実しようとする

場合には、補助する必要はないと思います。 

 

大下委員長：改装費で２百万円ということです。賃借料については、このあたりの相場がわかりま

せんが、多くの場合定額補助です。 

0:54:50 

藤尾委員：安い所を借りた場合は、割合が高くなりますね。 

 

大下委員長：そうですね。しかし、そんなに多く補助はできないと思います。３万円位でしょうか。 

 

事務局（田中課長）千葉市での補助は５万円です。 

 

大下委員長：その位です。 

 

藤尾委員：ここで補助率と言っているのは、改装費にいくらという事ですか。 

 

大下委員：補助率がどうのこうのというよりも、金額的なものを１つの事業所にどれ位補助するの

かという事です。経済産業省では、１つの補助で３千万円出しています。そのかわり、

関東経済局内で数件です。それでいくのか、その５分の１で５件補助をしていくのかと

いう事です。どちらがいいのでしょうか。シンボル的にやるのであれば、前者の方がい

いです。 

 

藤尾委員：成果がでなければだめですね。先ほどの事前にターゲットを決めて考えていくことでも、

前者の方がいいと思います。 

 

事務局（黒岩副主査）：広く浅くだと、個性もでないのではないでしょうか。 

 

大下委員長：あとは予算の問題となってきます。 

 

事務局（黒岩副主査）：市として、「対外的に空き店舗事業でこんなに魅力のあるものができました
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よ。」ということでコマーシャルに結び付ければなと思いますので、しっかりとした事業

に補助をしたほうがいいのでしょうし、それをやるのであれば、最初に手厚く補助をし

たほうがいいのではないでしょうか。 

 

大下委員長：単純に考えれば、賃借料を仮に５万円とすると、１年で６０万円。プラス改装費で、

６百円で改装をしてもらって、その２分の１の３百万円で、仮に限度額を２４０万円と

して先の賃借料と合わせて３百万円です。これであれば、補助してもらった人は、けっ

こう嬉しいのではないかと思います。イニシャルコスト１千万円出した方が、３百万円

補助を受けるのですから。 

 

事務局（黒岩副主査）：家を買う場合、３分の１の頭金を持っていなければということもあります。

その頭金の部分を補助するので、嬉しいのではないでしょうか。 

 

大下委員長：すごくありがたいと思います。３百万円の補助であれば、５件で１千５百万円です。

百万円で１５件やるよりも、いいのではないでしょうか。何件位を想定していますか。 

 

事務局（黒岩副主査）：そんなに申請件数はないと思います。 

 

事務局（田中課長）：３百万円がいいのか、２百万円がいいのかは分かりませんが、その辺は運用

の中で考えていきたいと思います。また、市長の考えもあると思いますので、この委員

会の中では、重点的に補助した方が事業の効果があるという方向でお願いできればと思

います。 

 

大下委員長：財政的な事もありますので、金額の話はいいのです。 

 

藤尾委員：重点的に補助をしていくこととした時に、先お話があった、店舗を共有した場合はどう

なるのですか。 

 

事務局（黒岩副主査）：それは、補助率を何分の１として、さらに上限を定めます。 

 

大下委員長：例えば、２分の１を限度として上限をいくらまでということなので、４万円の所を借

りて３万円補助をもらいましたということはありません。 

 

藤尾委員：わかりました。 

 

大下委員長：先から言っていますが、大きい額を補助しないと事業効果が見えてこないと思います。

そのことを答申したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

藤尾委員・佐倉委員：はい。 
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大下委員長：なお、補助対象で、改装をする時に、地元の事業者を使う場合は上乗せ規定を是非入

れておきたいと思います。１つ目、複数年時の場合は、段階的に補助率を減尐させると

いう事、２つ目は、設備工事を地元業者で行った場合は上乗せ規定をする事、３つ目は、

地元の人を雇い入れた場合は一時奨励金を支給する事、４つ目は、テーマに即してとい

う事は、公益性の高い事業については、補助率をあげるという事を検討する事、あるい

は、コンソーシアムの場合、これも結構最近多いです。その方が、継続性に繋がってい

きます。１つの事業を個人でするとき、その人がインフルエンザになった場合、１人だ

めになったら、他の人もだめになることがあり得ます。冒頭でもお話をしましたが、コ

ンソーシアムを組む所の一番の問題点は、主体が明らかでないという事です。それだけ

は、付帯条件として載せておきたいと思います。５つ目の、企業とのコラボについては、

特に必要がないと思います。 

 

事務局（黒岩副主査）：前回、中村委員が言われていました。 

 

大下委員長：必要なくていいですよね。 

 

藤尾委員・佐倉委員：はい。 

 

事務局（黒岩副主査）：先ほどのテーマに即してという事では、補助率を引き上げるという事でし

たが、地域についてはどの様にするのでしょうか。 

 

大下委員長：重点地域です。 

 

事務局（黒岩副主査）：そのあたりを決めて頂ければと思います。 

 

大下委員長：重点地域、並びにという事です。補助率を引き上げるといっても、半分は上げないで

しょう。上限を決めなくてはいけないと思います。２分の１以下でしょうか。 

 

事務局（黒岩副主査）：上げるかどうかもまだわかりませんよね。 

 

大下委員長：試算をしてみないとわかりませんね。 

 

事務局（黒岩副主査）：試算は難しいと思いますが、選考のポイントとして、優先順位を上げると

いう事も考えられると思います。選考する中で、コンソーシアムを組んでより事業が安

定的になるので、ポイントが高いという事になるのでしょうか。 

 

大下委員長：そのような事も考えられると思います。そのようにしていきましょうか。コンソーシ

アムを組むほうがポイントは高くなります。いわゆる、実現性や継続性の観点からポイ

ントが上がることは確かだと思います。 
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藤尾委員：選考のとこには加点式にするのですか。 

 

事務局（田中課長）：どこもそうなのかもしれませんが、補助率を引き上げても限度額が設定され

ていると、限度額以上は補助できないので、選考基準の時にポイントを上げることはい

いのではないでしょうか。 

 

大下委員長：佐倉委員が言われた、市内事業者を使う事については、ものすごく意味があることだ

と思います。 

 

藤尾委員：奨励金を使うのですか。 

 

大下委員長：奨励金でもいいのではないでしょうか。奨励金で、改装費の何パーセントとする事も

考えられると思います。１件何円とはいかないでしょう。 

 

藤尾委員：奨励金については、改装費の何パーセントとして、それは補助に含まれないこととする

のですね。 

 

大下委員長：補助の限度額からは外れます。７の身の丈にあった経営をしてもらうため補助金の下

限は設定しないことについてはいいですね。８の支払時期についてですが、イニシャル

コストは、最初がいいですよね。 

 

事務局（黒岩副主査）：手付金は、自分達で用意していただければという考え方もあるのではない

でしょか。 

 

大下委員長：信用調査の段階で、しっかり調査をしなければ、持ち逃げという事もありますね。保

証人制度は採りますか。 

 

事務局（黒岩副主査）：夜逃げされた場合、原状回復の問題が生じます。 

 

大下委員長：保証人制度は、条件として掲げなければいけないですね。 

 

事務局（黒岩副主査）：保証人をお願いして、迷惑をかけないという責任の基にエントリーしても

らう事が前提にあるのかなと思います。ただ、信用保証協会では、個人事業主について

保証人は徴求しないという流れになっています。法人であれば、代表者のみとなってい

ます。 

 

佐倉委員：他の地域で保証人制度はないですよね。 

 

大下委員長：そうすると、最初に支払うのはいかがなものでしょうか。 
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事務局（田中課長）：中間位がいいのでしょうか。 

 

大下委員長：事業を行っているという実績で、初めて補助する事となるのでしょうか。 

 

事務局（田中課長）：進捗に合わせて補助をするようになるのでしょうね。 

 

佐倉委員：原状回復義務というのは、借主と大家が契約を締結するので、市が関与することではな

いと思います。 

 

大下委員長：それに対しては、採択された時点で、書類だけ整ったら、全体の３分の１は補助しま

すという事で支払った後、逃げられてしまったら終わりです。 

 

事務局（田中課長）：それは危険です。 

 

大下委員長：改装工事をやっている振りをされても困ります。実際に運営が始まった時点から、補

助しますよという事でしょうか。 

 

事務局（黒岩副主査）：信用保証協会でも、何年か前までは、保証人が必要でしたが、現在は個人

事業主について保証人は徴求しないという事です。 

 

事務局（田中課長）：公金を投入するので、初めに補助する事はできないと思います。 

 

大下委員長：支払時期については、(2)の半期ごとの精算払いになるのでしょうか。香取市の補助

制度では、家賃については、１年経過した後に支払っていますが、そこまではしないで、

中間払い的な事でよろしいでしょうか。 

 

藤尾委員・佐倉委員：はい。 

 

大下委員長：９その他の要件です。商工会の加盟については、問題ないですね。委員会提案として

出します。商店会の関わりについては、「地元の商店会と関わりを持ってください。」と

いう事ですね。 

 

事務局（黒岩副主査）：競業業種について、補助金を使って出店しないでほしいという事もあると

思いますので、商店街の代表者と話し合ってもらう事も考えています。 

 

大下委員長：戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金の中では、商店街の同意書が必要と

なっています。 

 

藤尾委員：難しいですね。 
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大下委員長：もともとは、商店街組合が提案する事業であるので、接する商店街に同意をしてもら

うという事であるので、難しくはないのです。 

 

藤尾委員：市役所が難しいですね。 

 

大下委員長：商店街の関わりについて明記するのかどうかですね。 

 

事務局（黒岩副主査）：要項の中で緩やかに、「努めてください。」とするのでしょう。 

 

大下委員長：その様になるのでしょね。 

1:13:36 

藤尾委員：競合店が入って活性化するという事もありますよね。 

 

事務局（黒岩副主査）：それもあるのでしょうね。しかし、価格競争でお互いに潰し合いになって

しまう事も考えられます。 

 

藤尾委員：それは、空き店舗事業の中で考えていくことなのでしょうか。要件の中に含まれる事で

はないのではないでしょうか。選考の時に意見を聞く事ではいかがでしょうか。要項に

載せない方がいいと思います。 

 

佐倉委員：たとえば、商店会長の意見を付してもらい、選考の中で総合的に判断する形ではどうで

しょうか。 

 

大下委員長：提出する書類の中に、商店会との事前協議について項目を入れて、確認をしてもらう

ことになるのでしょう。 

 

佐倉委員：あくまでも判断するのは選考会ですが、商店会の意見を出してもらう事にすればよいの

ではないでしょうか。 

 

大下委員長：そのようにしましょう。この中に含めないで、提案してもらう様式の中に該当する項

目をいれておいて、選考会で判断するという事でよろしいでしょうか。 

 

藤尾委員・佐倉委員：はい。 

 

大下委員長：次に営業の義務付けです。先ほどは、日数と時間を決めましたが、尐なくても何年間

という事で、これは非常に難しい判断となります。補助を受けている間は当然ですが、

補助が終了した時点で営業を終了するのを許すのかどうかです。しかしながら、前回佐

倉委員が言われていましたが、この要綱があるばかりに、赤字なのにやめられないとい

う事もあります。 
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藤尾委員：補助が終了した時点で、経理状況を把握するという訳にはいかないでしょう。 

 

大下委員長：１年間は最低営業してもらわないと困りますが、１年経過後については、ダメであれ

ば選考委員の見る目がなかったという事になるのでしょうか。 

 

藤尾委員：１年間で儲けるだけ儲けて、撤退という事もありなのでしょうか。 

 

大下委員長：ありだと思います。でも、儲かっているのであればやめないでしょう。 

 

藤尾委員：補助金があるからという事です。 

 

大下委員長：補助金があるからといってなるべく避けようということで、家賃の１部だけで、あと

は減価償却ですが、減価償却は変わりません。 

 

藤尾委員：１年でいいのではないでしょうか。 

 

大下委員長：１年経てばいいという事も考えられます。ただし、市役所側からすると１年間だけで

いいのかという事もあります。 

 

藤尾委員：やむを得ない場合はいいのではないでしょうか。 

 

佐倉委員：義務付けではなく努力義務とすればいいのではないでしょうか。 

 

事務局（田中課長）：原則的にという事ですか。 

 

大下委員長：原則的に、応用的には可能だということです。 

 

藤尾委員：１年ということは、１年以上という事でしょうか。 

 

大下委員長：１年以上という事です。それは、あたり前といえばあたり前の事ですが、１年間持た

ないという事はやめてほしと思います。他の自治体ではどうなっていますか。 

 

事務局（黒岩副主査）：小諸市では、「申請した内容に基づき３年以上活用する事」としています。

また、香取市では、「１年以上の間継続して営業できる事」としています。伊賀市は、「１

年以上事業を行い」としていますし、「八戸市は２年以上」としています。 

 

藤尾委員：補助金が出ている間はやめてはいけないという事であれば、それに準じればいいでしょ

う。 

 

大下委員長：普通はそれ以上言えないでしょう。 
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事務局（黒岩副主査）：八戸市は改装のみの補助で当初だけであるので、その中で２年以上として

います。２百万円の補助をして、１・２年でやめてしまうのはどうなのでしょうか。 

 

大下委員長：本当はそうですが、足かせとなって、だめな時にやめられないで赤字を出し続けると

いう事になってしまいます。 

 

事務局（黒岩副主査）：「しなければならない。」ではなく「努めるものとする。」というようにする

のも考えられます。 

 

大下委員長：「原則として１年以上ではあるが、２年間は継続するように努める。」という形でしょ

うか。１年間はとにかく継続してもらわないと困ります。 

 

事務局（森山副主幹）：逆に３年間として定めておいて、もし経営等が悪化するのであれば、市に

相談をして検討するという様な事でもよいのではないでしょうか。 

 

大下委員長：そういう方法もありますよね。 

 

藤尾委員：示し方としてはいいのではないでしょうか。それだけ覚悟を持ってやってくださいとい

う事になりますね。 

 

大下委員長：２百万円であると２年でしょうか。どうしましょうか。 

 

事務局（黒岩副主査）：市としては、３年間位を補助しようという考え方があります。 

 

大下委員長：経年的にやっていくのは３年まで認めるという事ですので、３年間はやってもらいま

すよという事で、これは、国の事業補助でも多いです。３年補助というのはよくありま

す。 

 

事務局（田中課長）：３年間の補助が終了した後に撤退する場合は、なかなか強制はできないとい

う事でしょうね。 

 

大下委員長：「３年間努力してください。ただし経営状況等が悪化した場合は、市に相談のうえ決

めていきます。」というような表現でよろしいでしょうか。 

 

藤尾委員・佐倉委員：はい。 

 

大下委員長：改装費はいいですね。審査基準は次回以降になります。本日の主な議論は終了しまし

た。それでは、その他についてです。次回第４回ですが、本日の議論をまとめていただ

いて、制度設計の基本的事項を決定したいと思っています。その内容につきましては、
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細部を他の所と比較をした場合に、いくつかの決め切れていないところがありうると思

いますので、その部分について抜き書きをしてもらって、各委員にその部分の意見をも

らいたいと思います。それができましたら、その意見を基に私と事務局の方で調整を図

ったものをもって第４回の資料として提示し、基本的事項を決定していきたいと思いま

す。さらに、選考基準の部分について、本日出た意見も付記して資料を作成して、選考

基準の議論をした後、要綱を整備してもらいたいと思っております。時期的には５月で

しょうか。 

 

事務局（黒岩副主査）：５月２１日（月）か２８日（月）でよろしいでしょうか。皆さんの都合を

後でお聞きします。 

 

大下委員長：それでは次回以降の中では、途中でメール等が行くと思いますので、ご回答をよろし

くお願いします。これで会議を閉会させていただきます。 

 

事務局（鵜澤部長）：長時間にわたるご審議どうもありがとうございました。 

 

 

会議録署名人  藤尾 健二   

会議録署名人  佐倉 光洋   


