
- 1 - 

 

  総務経済常任委員会会議記録（概要） 

 令和２年７月１５日（水） 

  開  会（午前１０時０分） 

 【議  事】 

 ○特定事件「農業・商業・工業について」 

  ・新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市内経済の状況調査

について 

 【概要説明】 

植村産業経済

部長 

新型コロナウイルス感染症は、市内経済に様々な暗い影響を及ぼしてい

ます。そのような中、産業経済部は関係団体をはじめ、市民から御意見を

伺いながら困っている市内事業者に何が必要か、何ができるかを部全体で

考えて、所沢元気回復プロジェクトと名付けた支援策を第１回臨時会、第

２回臨時会、６月定例会で議決いただき、現在実行しています。今後も引

き続き、所沢市の元気は産業経済部がつくるという精神で部一丸となって

邁進していく所存です。 

  

鈴木産業経済

部次長 

新型コロナウイルス感染症の影響による市内経済への影響は６月定例

会の杉田議員の一般質問で一部お答えしましたが、改めて直近の状況を説

明します。 

産業振興課で行っているセーフティネット保証の認定数を１つの指標
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として説明します。これは事業者が金融機関で融資を有利な条件で受けや

すくするための認定制度です。前年同月と比較して、一定以上の売上高の

減少が生じている事業者を対象としています。所沢市では３月４日に１件

目の申請があって以来、６月末時点で１，２９２件を認定しました。月平

均とすると３００件を超えていて、かつてのリーマンショックの影響が最

もあった平成２１年度の月平均８８件を大きく上回っている状況です。こ

のことからも新型コロナウイルス感染症は市内経済に非常に大きな影響

を与えていると考えられます。 

そのような中、産業経済部は商工会議所や市内事業者の意見を踏まえな

がら、様々な支援策をこれまでも講じてきました。臨時会や定例会で議決

していただいた案件とあわせて、紹介させていただきます。第１回臨時会

でお認めいただいた飲食店を支援するためのテイクアウト等事業転換支

援事業や、社会保険労務士による雇用調整助成金の個別相談会、第２回臨

時会でお認めいただいた小規模事業者を支援するための小規模事業者等

臨時給付金や、魅力ある商店街創出支援事業補助金の要綱を一部改正し

て、商店街が負担する街路灯などの電気料補助、ふるさと応援寄附を活用

した商店街事業継続給付金や伝統産業支援給付金、また今後、感染が落ち

着いた後に市内のプロスポーツチームなどと連携し、子供たちをはじめと

した市民に元気を届けるイベントの開催について現在準備を進めていま

す。さらに６月定例会でお認めいただいた総額１６億９，０００万円のプ

レミアム付商品券事業、ところざわ産品販路拡充事業も、これまでの事業
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と同様に部内で連携を図りながら進めています。また、これ以外にも予算

を伴わない取組として、職員向けですが、飲食店の弁当購入のあっせんや、

業務終了後の帰庁時に食料品やデザートのテイクアウト販売を行ってい

ます。参加事業者からは大変喜ばれていて、成果を上げています。 

産業経済部は、コロナに負けるな、所沢元気回復プロジェクト第１弾、

第２弾、第３弾と様々な支援策を講じていますが、引き続き市内経済の状

況把握に努め、効果的な施策を展開したいと考えています。 

 【質  疑】 

城下委員 経済指標がだいぶ悪化していることや、消費動向もさらに悪化している

報道もあり、それを踏まえて所沢市内の業者はどのような状況か。市内事

業者の倒産、廃業件数は２月から６月末まででどれぐらいか。 

  

森田産業振興

課長 

正確な数値は把握していません。市民税課の手続きで事業者の廃業等の

届出があります。そうしたものを参考に、５月までのデータで御説明しま

す。廃業のほかに廃止や解散も含めた届出です。２月は１件、３月は６件、

４月は１２件、５月は２５件でした。４月以降に廃業等の届出の件数が増

えていることがうかがえます。 

  

城下委員  廃業の業種の内訳は把握しているか。 

  

森田産業振興  業種は把握していません。 
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課長 

  

城下委員  市内の失業者数、失業率を伺いたい。 

  

森田産業振興

課長 

 市内に限定した失業者、失業率のデータはありません。総務省統計局が

発表している全国の平均のデータで御答弁します。完全失業者数について

２月は１４９万人、５月は１９８万人です。２月と５月を比べると１３２．

８％増加しています。完全失業率について２月は２．４％、５月は２．９％

ですので、０．５ポイント増加しています。 

  

城下委員 それぞれの自治体の実態把握は難しいか。 

  

森田産業振興

課長 

 

 そのとおりです。ハローワーク所沢管内の所沢市、狭山市、入間市の一

部及び三芳町については都道府県が公表していないので現時点では把握

していません。 

  

城下委員  持続化給付金の申請件数、給付件数及び給付額をお示し願う。 

  

森田産業振興

課長 

関東経済産業局に確認しましたところ、所沢市限定での発表はありませ

んので、産業経済大臣が６月２３日に発表した件数を申し上げます。交付

件数は約１６５万件、交付額は約２兆１，９３０億円です。申請件数は国
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が言及していないので把握できていません。 

  

城下委員  埼玉県の休業協力金について５月末あたりから給付が始まっていると

思うが、申請件数、給付件数及び給付額をお示し願う。 

  

森田産業振興

課長 

 こちらについては第１弾と第２弾があります。第１弾は４月８日から５

月６日までの休業について、申請件数は５万８，０００件以上、給付件数

は約５万１，０００件、給付額は約１０５億７，０００万円です。５月１

２日から５月３１日までの第２弾、追加分については、申請件数は２万３，

５００件以上、給付件数は約１万１，０００件、給付額は約１１億円です。

両方とも７月１日時点ということで県から伺っております。 

  

城下委員  所沢市独自の小規模事業者等臨時給付金の申請件数、給付件数及び給付

額をお示し願う。 

  

森田産業振興

課長 

 ７月１３日時点で、処理件数は３，２１４件です。申請件数は今の時点

で３，６６８件です。支払額は１件１０万円なので３億２，１４０万円で

す。 

  

城下委員  国の交付金や様々な制度を活用し、いろいろな手だてを市独自に施して

いる。今これだけの事業をやっているが、商工会議所や事業者から新たに
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今後の課題や支援策の要請はあるのか。 

  

森田産業振興

課長 

 

 市内事業者や商工会議所などの関係機関には逐次、情報をいただいてい

て、今後も効果的な施策を展開していきたいと考えています。何をやるの

かは現時点では発言できませんが、関係機関と事業者にも意見を聞きなが

ら今後効果的な施策を展開したいと考えています。 

  

城下委員  小規模事業者等臨時給付金は６月１日からのスタートで、まだ１か月

で、これから要望や課題が整理されると思うが、今多くの方が心配されて

いるのは市中感染のことで、特に飲食関係の人たちがもしかしたら自分が

感染しているかもしれないと不安に思っているようだ。飲食関係の人にＰ

ＣＲ検査を実施するといったことを健康推進部と連携しながら協議して

いるか。 

  

植村産業経済

部長 

 まだそうしたところについて相談等はしていません。特にＰＣＲ検査に

関しては相談していません。飲食店の方々の意見で換気の話はしていま

す。それをどのように事業化していくかということは未定です。 

  

西沢委員  セーフティネットは４号、５号とあるが、先ほどの１，２９２件とは４

号に関してのことか。利用している業種が分かれば教えていただきたい。

昨年度の利用件数は何件か。 
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森田産業振興

課長 

 

 先ほど答弁した１，２９２件はセーフティネット４号、５号及び危機関

連の３種類の申請件数です。業種別に上位から申し上げると、建設業、卸・

小売業、製造業、飲食業の順となっています。昨年度の件数は手持ちの資

料はありませんが２０件程度で、平成３０年度は２件でした。 

  

西沢委員  テイクアウト等事業転換支援事業について、利用件数と補助合計額を教

えていただきたい。 

  

柳田商業観光

課長 

 ７月１０日現在で１０万円未満の執行もありましたので１，１２９万

４，０００円を執行しています。執行件数は１１２件で、今２件審査中で

す。 

  

西沢委員  雇用調整助成金の社労士の個別相談会の利用者数の合計をお示し願う。 

  

森田産業振興

課長 

 ５月１２日から実施していて、５月が４６件、６月が３５件、７月は７

月１３日までで１１件です。 

  

城下委員  想定していた６３０件と比較すると少ないと思うが、どのように分析し

ているか。 

  

森田産業振興 数字が非常に少なく、これが実際のニーズではあると思いますが、周知
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課長 について私たちも努力していて、埼玉県の労働関係部署やハローワークと

いったところにもホームページにリンクを掲載していただき、市内の公共

機関も含めてチラシを置いてもらい、広報、ホームページ、ホットメール

等で最大限周知しているところですが、現状では先ほどの件数です。相談

がある場合には、１件も断ることなく対応しています。予算的なこともあ

り当初８月までと考えていましたが、現状では相談期間を９月末まで延長

して対応したいと考えています。国も事業者からの申請だけでなく、個人

申請も検討していますので、そうしたものについても今後対応できるよう

な体制を埼玉県社会保険労務士会所沢支部と相談しながら進めていきた

いと考えています。 

  

石本委員  テイクアウト等事業転換支援事業は臨時会では何件見込んでいたか。 

  

柳田商業観光

課長 

 ３００件です。 

  

西沢委員  ところざわ産品販路拡充事業の利用件数をお示し願う。 

  

柳田商業観光

課長 

 ６月定例会で議決していただいたので７月になってから順次制度設計

をしており、８月の広報に間に合うように募集を開始する予定です。 
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石原委員長  小規模事業者等臨時給付金は事業者の認知もかなり広がっていて、実際

に利用した方の話を聞くと大変喜んでいた。一方で、県の第１弾と第２弾

を認知している事業者が大変少なかった。市に相談に来た事業者に県の制

度の案内やホームページでリンクを誘導するなど、どのように情報提供し

ていたか。 

  

森田産業振興

課長 

 

 県の制度についても市に問い合わせが多くあります。県の制度について

も市のホームページや産業経済部が送付している事業者向けのメールマ

ガジンに掲載しています。電話や窓口での相談の時に積極的にパンフレッ

トをお渡しして、御案内しています。 

  

石原委員長  商工会議所を訪問し、市内経済のヒアリングを何回か行ったと聞いた。

いつ、どのような話をして、その情報をどのようにかみ砕いたか。 

  

森田産業振興

課長 

 ４月に２回情報交換を行い、１回目に雇用調整助成金の話がありまし

た。雇用調整助成金を申請するノウハウや余力のない小規模事業者が多い

状況で、ただの相談会だけでは意味がなく、申請書の作成のサポートまで

含むこととする意見もあり、そのことを事業化しました。テイクアウト等

事業転換支援事業も、外出自粛の状況で飲食店が事業転換をしていくとの

意見をいただいて事業化しました。 

 ２回目の意見交換の際には、市内事業者の状況を聞く中で小規模事業者
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が多く、資金繰りに困窮していて、国の持続化給付金の給付対象は前年同

月比で事業収入が５０％以上減少した月があるとのことですが、小規模事

業者の場合は、２０％、３０％の売上減でも家賃を払えないなど非常に厳

しい状況に陥っていることもお聞きして、そうしたことを参考にしながら

事業展開してきました。 

商工会議所では最終的に優先すべきは社員の命で、とにかく命をつない

でくれ、仕事はその次だと大きな視点からの意見をいただきました。商工

会議所とは意見交換のほかに、中小企業相談事業所などからの個別の相談

件数の情報提供などをいただいており日々連携を図っています。 

  

城下委員  国の第２次補正予算で各自治体に交付金もおりてきて、家賃補助なども

実施しなければならないが、今後の周知はどのようにするのか。 

  

森田産業振興

課長 

 家賃補助は国にオンラインで直接申請するので、市を介すことはありま

せん。 

 埼玉県でも家賃補助を行う情報をいただいています。こうした情報は国

や県を通じて事業者に周知されますが、市もチラシを窓口に配架して、相

談があればつないでいます。 

  

城下委員  オンライン申請にはまたハードルが出てくる。そのようなノウハウを持

っていない方たちにどのように手だてを送るかということについて産業 
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経済部としてしっかりとイニシアチブを発揮していただきたい。小規模事

業者が多いと商工会議所も言っているので、そのようなことに手を差し伸

べられるのは国よりも地方自治体だと思うので、相談に来れば対応すると

のことだが、相談に来ないで困っている方たちもいるので、その手だてに

ついてどのように考えているか。 

 市内事業者向け補助制度相談会を１か月延長するとのことだが、書類の

申請が膨大でなかなか対応できない状況が実際に数字に表れていると思

う。所沢も頑張って６３０件を想定したが、今のところは１００件足らず

なので、この実態を踏まえて、手続きをもっとさらに簡素にしてほしいと

国に対して意見をぜひ上げてほしいがいかがか。 

  

森田産業振興

課長 

 １点目の周知について、市の制度も含めて事業者に利用していただきた

い制度なので、市としても最大限周知に努めています。県でよろず支援拠

点というものがあります。これを市でもできないかと産業経済部で調整し

ています。よろずというだけあって、様々な事業者の相談に対応できる制

度です。国・県の制度は非常に多くのメニューがあります。その中で、ど

のようなものが使えるのかといった相談ができる制度ですので、こういっ

たものを生かしながら周知、サポートをしていきたいと思います。 

 雇用調整助成金の手続きは非常に煩雑で、なかなか申請できないという

実態を国も承知していると認識しています。制度もだいぶ簡略化されたと

聞いています。所沢市がやっている個別相談会は申請書を作成するまでの
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サポートという、だいぶ踏み込んだ内容ですので、ニーズに対応できてい

るという認識です。雇用調整助成金の件数がまだ少ないという指摘もいた

だいていますが、利用された方へのアンケート結果は非常に高い満足度を

示しています。相談件数を増やせるように周知に十分に努めたいと思いま

す。 

  

西沢委員  ４月上旬に産業振興課にセーフティネットについて問い合わせたが、申

請から市が認定するまで、このような事態なので２日ぐらいで認定してい

るとのことで、スピーディーな対応をしていると私は非常に評価してい

た。雇用調整助成金について、皆さんが一番困っているのは申請できても

審査されて決定するまでに、非常に時間がかかって今だと２か月後ぐらい

だと言われると聞いた。零細企業、小規模事業者が雇用調整助成金を得る

まで２か月間社員を抱えることを考えると、実際には無理なので解雇につ

ながりかねない話を伺った。そのような踏み込んだ実態について市はどの

程度把握しているのか。 

  

森田産業振興

課長 

 雇用調整助成金の申請はハローワークが担当していて、申請から支払い

までに時間がかかる実態を新聞報道等で把握しています。今、申請件数が

非常に多いと聞いています。そのことで時間がかかることは承知していま

す。 
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石本委員  個々の企業の借金がどれぐらい増えたかは分からない。絶対的なものと

して税金が目安になると思うが、法人市民税の対象の企業で申告期限の延

長や納付の延長の件数はいかがか。 

  

森田産業振興

課長 

 市民税課に確認したところ、申告期限の延長の申請は１２６件、徴収猶

予の申請は４５件とのことです。６月末時点の数字です。 

  

石本委員  国の第２次補正予算が決まって、各市町村にお金が流れてくると思う

が、所沢市議会も９月１日開会で、８月２５日には議案書が配られるので、

８月１０日ごろまでには議案書を確定させて印刷すると思う。９月定例会

の補正予算に向けて、どのような対策を議論しているかお示し願う。どの

業種が大変なのか。一方でリベンジ消費という言葉もある。６月になって

急激に消費が増えたという報道があって、そのことについてはどのように

部内で検討しているのか。 

  

鈴木産業経済

部次長 

 コロナ対策としての補正予算について、現在これですというものではな

いのですが、各部、医療関係、福祉関係それぞれの中で今何を優先すべき

かを議論しています。特に産業経済部では、飲食店・小売店の関係、建設

業や製造業などがありますが、商工会議所と意見交換等をして、こうした

ものが必要ではないかという意見はいただいています。換気の問題やお店

の設備的な問題など、実際に議会に諮って時期的に間に合うのかといった
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総合的な判断をしながら検討しています。新聞報道等でもあるように飲食

店は少しずつ昼食やテイクアウトで回復している部分があったとしても、

今患者数が増えてきて、また少し落ち込むということがある中で、観光業

や交通関係のものは今日の新聞でも９割ぐらいのマイナスになっている

こともありましたので、産業経済部だけでなく他部署も含めて経営企画部

を中心に総合的に検討しています。 

  

西沢委員  第１次補正予算で地方創生臨時交付金が６億円来た。第２次補正予算で

所沢市に１７億円が来るらしい。第１次補正予算の地方創生臨時交付金を

使った事業で足りないところをさらに積み増すことも必要と思っていた

が、今日話を聞いたら積み増しが必要になりそうな事業はあまりない。利

用率が５０％といった事業も結構ある。そうなると１７億円の使い方は、

地方創生臨時交付金を使わないで水道事業は９億５，０００万円ぐらい使

っているから、そのようなところに振り分けてしまうのかと思っている。

今の感染状況を考えると、例えば大野埼玉県知事は接待を伴う飲食店に今

後厳しく休業要請を行うそうだが、その前提はきちんとした感染予防対策

をとっているかどうかとのことだ。例えばアクリル板をつくるなど、いろ

いろな施設整備をするといっても、いっぱいお金がかかる。そうしたもの

に対する費用も発生するが、既存の事業の中にはないから考えざるを得な

いと考えていた。第２次補正予算の大まかな方針は産業経済部としてはど

のようにお考えか。 
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植村産業経済

部長 

 方針は市だけで考えず、いろいろな方の意見を伺っているところです。

その中で今までの取組に対して非常によく理解していただいていて、手前

みそですが産業経済部にはよくやってもらっているという御意見もいた

だいています。伺っている中では換気やそういったところですので、もっ

とお金をもらえればもっとよいという思いはあると思いますが、商工会議

所等との話し合いの中でも最後は命なので、事業者に幾らといった話は出

てこなくなっている状況でもあります。産業経済部はどこへ集中するか考

えていますが、一方で市全体で経営企画部中心に方針を考えていますので

調整する必要があると思っています。 

  

城下委員  地方創生臨時交付金は第２次補正予算については１７億１，９００万円

が所沢に来るが、これは何に使ってはいけないということはないはずだ。

自治体の裁量を思う存分発揮できる。雇用調整助成金は申請から交付まで

２か月かかるので、私が相談を受けた方はお金が下りた時にお店や商売を

閉めていたら意味がないという悲鳴のような声を寄せてきた。給付される

までの間の２か月間にどのような手だてをとるのか。そのためにこの交付

金をどのように活用していくのか。９月定例会に向けて経営企画部を中心

に全庁的に検討したいとのことだが、市内の、地域の産業関係の実態は産

業経済部が一番把握しているので積極的に政策提案をしたほうがよいと

思う。そうすることで命を大切にすることにつながるので、項目としては

出せないかもしれないが、ある程度ここだということは持っていると思
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う。もう７月で予算書をつくらなければいけないのだから、こうした方向

性の話があったが、もう少し踏み込んだ答弁をいただきたい。私たちも一

生懸命制度を周知している。市民は分からない方が多くて、私も市政ニュ

ースを持って行ったら、１０万円助かりましたという声も寄せられてい

る。現場はがんばっていると思う。 

  

植村産業経済

部長 

 ありがとうございます。 

 どこに集中するかということも、こちらだけで決める前にはいろいろな

話を聞かなければいけないので、情報収集を進めながら実際に今やってい

ます。商工会議所以外にも商店街や個別に事業者などにも意見を伺ってい

ます。確かに今回１７億円が来ますが、持続化給付金のプラスや家賃のこ

とを国・県もやる中で、さらに市は何をするのかということだと思いま

す。市に関しては医療、福祉もあるので、そうしたところは調整を図りた

いと思います。２回の臨時会と定例会をやって予算をつけた事業をやって

きましたが、一方で予算がかからない事業も市内を元気に回復させるため

にはできると思いますので、そのようなことも考えていきたいと思いま

す。 

  

石原委員長  市内の金融機関や信用保証協会といった金融部門から話を聞く機会は

あったか。いろいろな銀行にヒアリングに行くと、さいたま市浦和区など

の中心部よりも所沢の支店で申込件数が１番多いとの意見もあった。業務
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等もコロナ関連でかなりパンク目いっぱいといったところばかりだった

が、金融機関との情報交換の機会はあったか。 

  

森田産業振興

課長 

 直接、場を設けて情報交換を行った経緯はありません。所沢市でもコロ

ナの影響が４月以降色濃く出てきたので、１６日付けで市内金融機関に資

金繰りについて柔軟な対応をしていただくよう市長名で通知し、お願いし

ました。国で４月末に第１次補正予算があり、その関係で無利子・無担保

の貸付等も始まったのでゴールデンウイークは産業振興課の職員も出勤

して、セーフティネットの対応をいたしました。こうした対応の際には市

内金融機関とも連携を図っています。 

  

石原委員長  公的融資・民間融資を受けるにしてもいったん行政や商工会議所を経

由するパターンが多かった。夜の街は行政から認定されるが、それを持っ

て金融機関へ行くと、今は変わったかもしれないが当初夜の街は融資の対

象ではなかった。このように行政と金融機関の間で立ち往生することがあ

ったので、事務レベルの方々で、場を設けたわけではないとのことだが事

務的な手続きはスムーズにやり取りできているのか。今後も大丈夫か。 

  

森田産業振興

課長 

 セーフティネットの認定は市の業務ですが、国からも事務の簡略化・効

率化がだいぶ図られるような通知があり、窓口にお越しになる金融機関の

方に共通認識を持っていただけるように情報提供をしています。そうした
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意味では認定事務は比較的スムーズに行われていると考えています。 

  

石原委員長  株式会社ワルツに感染予防の先進事例みたいな形で埼玉県知事が視察

に来たと聞いた。これはどのような経緯か。 

  

柳田商業観光

課長 

 県は５月１３日から彩の国「新しい生活様式」安心宣言を出して、その

安心宣言に取り組む現場を知事自らが確認するために西武所沢ショッピ

ングセンターを視察したと伺っています。この視察は県が主導して、安心

宣言の先進的な取組について、事業者を選んで視察していると聞いていま

す。 

  

石原委員長  それはワルツという館の視察だったのか。西武所沢ショッピングセンタ

ーというお店の視察だったのか。 

  

柳田商業観光

課長 

 西武所沢ショッピングセンターの視察を行ったと聞いています。 

  

石本委員  産業経済部は夜の街関連のデータを持っているか。居酒屋が何件ある

か、バーが何件あるかといったデータ、一概に夜の街と言うと狙い撃ちを

しているイメージを持っているが、その手のデータはお持ちか。 
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柳田商業観光

課長 

 夜の街の定義自体がどのようなものかわかりません。定義を絞っていけ

ば調べることができるかもしれませんが、現状では把握していません。 

  

石本委員  国・県でもやたらと夜の街と言っていて、休業要請などいろいろと出る

かもしれないが、県がお願いしても市は特段定義もないし、関与していな

いということか。 

  

柳田商業観光

課長 

 県の要請等があれば当然市も働きかけます。サービスを伴う飲食業と具

体的に指示があれば当然市も呼びかけ等はしていくことになると思いま

す。 

  

石原委員長  ＫＡＤＯＫＡＷＡが秋にオープンする。当初、動員計画、来訪者計画が

あり、当然インバウンドも念頭にあり、近年市は観光に非常に力を入れて

いたと思う。観光がコロナの影響で計画通りにはいかない。ＫＡＤＯＫＡ

ＷＡもオープンしてから運営の工夫をすると思うが、従来の外国の客や従

来の遠方から来る客は難しい中で、ＫＡＤＯＫＡＷＡの裾野になるはずだ

った市内の観光やお土産に力を入れている事業者、またはイベントをやっ

ている方々の観光の役割は行政からどのように支援し、どのように旗を振

るのか。 

  

柳田商業観光  外国から来る方は９９％減で、ほぼ来ない状況です。あわせてサクラタ
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課長 ウンの集客もチケットで予約制、入場制限、人数制限をすると聞いていま

す。これから観光回復期にどのようなことができるかということは、状況

を見ながら、民間事業者からこのようなことをしたいとの相談も受けてい

るので、３密を回避しながら安全で皆さんが安心して来られるようなイベ

ントづくりや観光の進め方、自家用車等によるマイクロツーリズムといっ

た、県境を超えない、地元の魅力発見のツアー等の企画などの情報を得な

がら、民間事業者の力を借りながら進めていく必要があると感じていま

す。 

  

石本委員  西武ライオンズが無観客試合を行っている。過去にライオンズの経済効

果があるという一般質問もあった。ライオンズの試合が無観客になったこ

とで、商工会議所などいろいろと影響があったか耳にしているか。 

  

柳田商業観光

課長 

 試合後の飲食店はそうした影響は大変大きいと聞いています。西武ライ

オンズ自体は入場料収入が得られないという御苦労があると聞いていま

す。西武鉄道も観客が来ない事態で鉄道収入も大きく減っていると聞いて

います。 

  

青木委員  今回のコロナに関して農業関係の被害、例えば減収や、そうした状況を

お聞きしたい。 
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青木農業振興

担当参事 

 農業分野では様々な経営形態があるので一概に言えないところですが、

いわゆる巣ごもり消費、巣ごもり需要があり、例えば外食産業のみに出荷

している方への影響はありますが、逆に直売所の営業等は伸びています。

スーパー等の売上も伸びている状況であり、おおむね大きな影響はないと

聞いています。 

 【質疑終結】 

石原委員長 特定事件「農業・商業・工業について」のうち「新型コロナウイルス感

染症により影響を受けた市内経済の状況調査について」は、審査を終結す

ることでよろしいか。 

（委員了承） 

  

 散  会（午前１１時１３分） 

 


