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要望回答一 覧

NO 区分 要 望 内 容 担当課

2. 飲酒を伴う会食・会合への段階的纏和による地元飲食店等への利用促進について
新型コロナウイルスの新規感染者数は、 全国的に減少傾向にあり、 福島県内も新規感染者

が確認されない日もあるなど感染状況が落ち着きをみせております。
さらには、 市当局のご努力により市民のワクチン接種も87.5％超が見込まれるなど接種が

進み、 3回目接種の方針も示されております。

要望 現在、 福島県では、 感染防止対策が徹底されている「感染防止対策認定店」で利用できる
プレミアム付食事券を発行し、 コロナ禍で影響を受ける飲食店の支援と経済の活性化に向け
た取り組みが進められております。

2 つきましては、 今後の感染動向にもよりますが、市職員の飲酒を伴う会食・会合について 総務課
段薩的な緩和により．感産防止苺策乏講じる地云飲食店乏積極的に利用にエいただ色コロ
土提ヱ冷え込ムヱいる訟愈墓異の消費喚起去図っエいt:;t;きま丈ようお願いいたし走丈g

オミクロン株の感染拡大、 第6波への懸念が日々強まる中、 その必要性から全国的にも感染
防止対策と経済の両立が推し進められています。 市役所といたしましても地域経済活動活性

回答 化の一助となるため、 全国の対策事例や福島県感染拡大防止対策など適切に感染防止対策を
執りながら、 市民の誤解を招かないよう注意しながら、 市職員への市内飲食業での消費喚起
を図ってまいります。

II． 中小企業・小規模事業者支援対策の拡充・強化について

1. 「敬老祝い商品券」事業の加盟店手数料廃止による財政支援について
白河市内商工会議所・商工会連絡協議会（以下、 「商商連」という。）では、 合併後の平成
18年度から16年間に亘り、 「敬老祝い商品券」事業を実施しております。 敬老会対象者1人あ
たり2,000円分の商品券を支給するために、 毎年対象人数分の金額を白河市よりご負担いただ
いおりますが、 運営の実態としては、 商品券・ポスター ・加盟店一覧表などの印刷費及び事
務費である「諸経費」が発生し、 その財源として加盟店より「換金手数料2%」を徴収して運
営をしているところです。

一方で、 加盟店である事業者はコロナ禍の影響で大変厳しい事業環境下にあり、 加盟店へ
のアンケ ー ト調査を実施したところ「換金手数料を廃止して欲しい」、 「換金手数料を減ら

要望 す対策をして欲しい」との声が圧倒的に多く寄せられています。
また、 商商連として請け負っている内容としては、 商品券の発券のみならず、 加盟店の換

1 
金業務も同時に実施していることから、 一括して請け負う「受託事業」の形態であり、 商商

高齢福祉課連の各構成団体事務局では相当程度の労力負担が発生していることも事実であります。
つきましては、 新年度より「敬老祝い商品券」事業を実施する上では、 白河市の委託事業

である緊急経済対策の「クーポン事業」は、加盟店からの圭数赳負担が王要となュエいるこ
とからも．加盟店からの圭数迷出を歴止した逼営がヱまるよう．肱政玄援庄講じエいたt;まま
すよう要望します＾

加え工�現五も長拇化丈るコロ土禍ヱ困窮しヱいる蔓業者（加盟店）主多いことからミ互
鮨な限り» 合佳度から「謡紐豊I公についエ克が負担主るご玄援を賜りた＜併せて要望しま
す。

回答
令和4年度の予算については、 手数料負担が不要となるよう配慮し「敬老祝い商品券」発行

換金業務委託料として要求しています。 また、 諸経費分も含めて予算要求しております。

現在、 国の予算措置による「小規模事業者持続化補助金」、 「ものづくり補助金」、 「事業
再構築補助金」等が通年公募されており、 市内事業者の中には各種補助金を申請、 そして採
択を受け、 新たな取り組みに着手している事業者も多く存在しております。

一方で、 採択後の補助金の入金タイミングは、 補助事業終了後に提出する実績報告が認め

要望 られた後の「精算払い」となっていることから、 入金時期も長期化し「資金確保」に大変苦
慮しております。

つきましては、痘Q融資制度乏拡充し�短勘のつな芝揖金とにヱ融資塞迂さ払tゴ租Q困I壬
捕絵及廷饂用保証赳補助など蔓墨査の涯金繰りに剋丈る支援ま譴じエいたt：：ま圭丈よう翠望

2 しま丈、i 商工課

市では、 設備投資の資金や運転資金を融資する「白河市中小企業経営合理化資金融資制度」
を実施しております。 この制度を活用した場合、 信用保証料が最大3年間実質無料となりま
す。 また、 日本政策金融公庫が実施している「小規模事業者経営改善資金（マル経融資）」

回答 も設備資金、 運転資金として活用でき、 低金利、 無担保、 保証料なしでご利用が可能となっ
ております。
上記制度の活用により、 補助金の支給までの資金確保が可能となることから、 現状では新た
な支援策については考えておりません。
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要望回答一覧

NO 区分 要 望 内 容 担当課

m. まちづくり・地域振興の推進について

,. 新武道館建設について
白河市武道館は、 供用開始から約半世紀が経過し、 建物の老朽化が進んでおります。 ま

た、 高台に所在しており、 共用道路も狭く 、 各種大会が開催できないなど大変不便を来して
いる状況にあります。

要望 一方、 当市では、 松平定信公が設立した立教館の教えである「文武兼備」のもと、 現在ま
で様々な武道が競技レベルから自己実現を目指す生涯学習まで幅広く親しまれております。

つきましては、松壬定這公が設立した「立敷館lを基杢浬念とし， 「藉武道館I q;_建股に

1 ついて強く 要望します。 生涯学習ス
ポーツ課

武道館の柔剣道場は、 令和3年2月の地簑で被害を受け利用できない'-とから、 武道館運絡
協議会より早期利用のご意見をいただき、 現在、 安全に利用するための耐震補強工事を進め
ております。 武道館は、 昨年3月に策定した公共施設個別施設計画において、 改築又は大規模

回答 改修の検討を行う施設と位置付けており、 武道館連絡協議会や市民の皆様の意見を聞きなが
ら、 令和8年度までに総合的に判断してまいります。

■白河商工会議所

1． 道の駅の整備について
道の駅は、 安全で快適に道路を利用するための道路交通環境の提供、 地域の賑わい創出や

防災機能を備えた安全の確保などを目的とした施設であり、 「地域とともにつく る個性豊か
な賑わいの場」として地域経済の活性化や観光面において大いに期待されるものでありま
す。

要望 人々の価値観の多様化により、 個性的で面白い空間が望まれており、 休憩施設では地域の
文化、 歴史、 名所、 特産物などの情報を活用し多様で個性豊かなサー ビスの提供や農商工連
携を促進させることが可能となります。

道路河川課1 つきましては、 多く の市民や来訪者が集い、 情報発信機能を備えた道の駅は、 地域産業・
地域社会の発展には欠かせない重要な施設であると考えておりますので、白河市における灌
Q駅Q整儘に回l:ttd毯註委員会Q設置竺基杢措想の策定などQ里僅庄礁ぬエいただきますよ
う切に要望します。

道の駅は道路利用者のための「休憩機能」、 道路利用者や地域の方のための「情報発信機

回答
能」、 そして活力ある地域づ く りを行うための「地域連携機能」を併せ持つ複合施設となっ
ていることから、 道の駅のあり方や関連機関との連携・調整方法等について、 調査研究を進
めて参ります。

2. 白河駅前駐車場の整備について
JR白河駅の駅舎隣に新たな観光交流拠点「（仮称）白河市物産交流センタ ー」が令和5年度

オ ー プンを目指して整備されると聞き及んでおります。
当施設は、 まちの顔である白河駅前空間を本市の魅力ある観光施設や名所などを案内 •PR

する情報発信基地、 そして地場産品のアンテナショップなどの機能も想定されており、 まち
要望 なかの賑わい創出が期待されるところであります。

一方、 施設利便性の向上や賑わいを醸成するためには、 利用者向けの「駐車場」が必要で
まちづくり推進

2 あると考えます。
そのため、施設機能笠施設到活用の捻註と並丘しエ施設固辺Q「駐里揚lについヱも捻 課

註・竪僅していただきますよう要望します。

当施設の駐車場につきましては、 まずは施設周辺の駅前イベント広場や城山公園など既存の
回答 公共駐車場の効率的かつ効果的な活用が必要であると考えており、 利用者の利便性の向上を

図るため、 現在、 駐車場の空き情報を伝える仕組みを検討しております。
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NO 区分 要 望 内 容 担当課

■表郷商工会

1. 国道289号線沿い設置の看板改修について
表郷小松に設置されている「美愛恋（ビャッコイの里）表郷」の看板は、26年以上国道289号
線沿い通行者へ白河市表郷地区の宣伝広告の役割を担ってきました。 しかし、長年にわたる
風雨などの影響で、近年看板柱の腐食が目立ち老朽化の進行により看板倒壊の恐れも懸念さ

要望
れる状態です。 国道289号線は県内で有数の通行量を誇り、設置場所は視認性が高く宣伝効果
も引き続き期待できます。

1 
そこで看板の安全性を高め倒壊を防ぎ、掲載情報を充実させて白河市表郷の魅力を情報発信 表郷庁舎
することで、同看板を見た方々の興味を引き、表郷地区や白河市全体の交流人口•関連人口 事業課
Q拡太．地域振興�t.;M;.に置抵改修費用へQ補助についエご協力いただきますよう要望しま
す。

回答
当該看板の改修費用につきましては、白河市商工会企画事業補助金の活用が可能となりま
す。 なお、改修の時期など詳細については、商工課にご相談下さい。

■大信商工会

,. 商工会館の老朽化に伴う移設について
当会の商工会館は、昭和55年2月に完工してから40年以上が経過しており、老朽化が著しい

状況です。 トイレが和式のみで男女別に分かれていない等、不便なことが多く、沿道の大型
車両が通過するたびに大きな振動に見舞われる等、耐震構造ではないため安全性を担保でき

要望 ず、長期的な使用が困難であることが想定されます。
また、個別相談できる部屋が無く、資金繰りや事業承継等の機微情報を伴う相談をしづら

い環境で、業務に支障をきたしています。
大信庁舎1 自回痘太這地域室民玄流土ン乞ー「込しり＆館I fl)_一鎚を僅用丈る箋去這商工会館の移設

についエ要望し圭丈， 事業課

ひじりん館は、利用者に対し、地元特産品等の販売や飲食物の提供、集会室・和室の貸出
を行う施設であり、貴会から要望ありました事務所としての利用は目的が異なるため、お応

回答 えすることは困難であると考えます。
商工会館の老朽化につきましては、貴会の施設計画の中でご対応いただきますようお願い

いたします。

2. 白河市大信地域の魅力を発信するパンフレット制作について
白河市大信地域には、権太倉山の聖ヶ岩ふるさとの森や白河ゴルフ倶楽部等、豊かな自然と
レジャー関連施設があります。 農畜産物においては、ブロッコリ ーやトウモロコシ、 大信み

要望 そ、白河高原清流豚、地酒「初舞台」等の美味しく特色のある素材が数多くあります。
しかしながら、生産者の自助努力による既存の情報発信方法では認知度を高めることは困難
な状況です。臼囲宜去這地攘Q魅力を紹公しヱ認紐度去回上さ辻るtこぬのパン2レ ヽ:l. I:制住

商工課2 に係る豊用への植助についエご協力いただきますよう要望します。

回答
パンフレット制作に係る費用につきましては、白河市商工会企画事業補助金の活用が可能と
なります。 なお、制作の時期など詳細については、商工課にご相談下さい。

3. ひじりん館案内看板の設置について
白河市大信地域市民交流センタ ー 「ひじりん館」は、 国道294号線沿いの好立地ではあるも

のの、案内看板は大信地域内の道路沿いに設置されているのみで、地域外の運転者を誘導す
る案内が不足しています。 臼洞虫去スマ ー 1:: IC笠国預4号線の白回克ムロ位近に込じり＆館Q

要望 案内看板吝設置することで、仕事や観光で白河市に来た方々に立ち寄ってもらうことが期待
できます。

ひじりん館の来客が増えることは、大信地域、ひいては白河市全体の交流人口•関連人口
大信庁舎3 の拡大につながるため、塞臼昼板設置にあたり稟目杢高退預路迭式会社笠福島回ll1国預蔓務

所への括衝を1iう院のご協力を要望します。 事業課

ひじりん館は大信地域における中心的な公共施設であり、市外からの来訪者も含めより一

層利用者の増加を図っていく必要があります。 そのためには、案内看板の設置やSNS等を
回答 活用した情報発信など様々な方策を講じていかなければなりません。

市としましては、様々な方策の中からより効果的·効率的な方法でひじりん館の誘客に取
り組んでまいります。
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NO 区分 要 望 内 容 担当課

●ひがし商工会

1. ひがし街路灯維持会への補助金の継続交付について
ひがし街路灯維持会は、 約20年前に商工会が主体 となり設立し、 会員の会費収入 と市の補

助金収入を電気代及び修繕費、 管理費に充てておりました。 また、 平成25年にLED化工事を進
める際に白河信用金庫より借入をし、 その返済期間分の補助金については市より上乗せして

要望
いただいて 運営を継続していたという経緯があります。

しかし、 返済が終了する今年度については上乗せ分の補助の終了だけでなく全額が交付と
ならなかったため、 今年度の運営は厳しいものとなっており、 来年度については街路灯が点

東庁舎
1 灯できない恐れがあります。

街路虹は防犯劾暴主畜ふ地域住民にとっヱも無くヱはならないもの文あるtこ立合毯の遥 事業課

裳維持のために揺助金の継紐玄位乏要望しま丈。

各地域の商工会街路灯の電気料や維持管理修繕については、 町内会や設置者が管理している
状況であり、 市からの補助金は交付していない状況であります。

回答 補助金や交付金等については、 市全体の均衡を保つことなっていることから、 ひがし商工会
のみに補助金を交付することは難しい ところでございます。

要望回答一 覧

 




