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第 11回総務文教常任委員会会議録 

令和２年８月 12日（水） 

    開 会  午前  ９時 00分 

    閉 会  午前 11時 19分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

●生涯学習課 

 ①清里高等学校総合支援対策事業等の見直しについて 

 

 ●総務課 

 ①令和２年度一般会計補正予算（総務課所管分）について 

 

●企画政策課 

  ①令和２年度普通交付税算定結果について 

  ②新型コロナウイルス影響に係る緊急経済対策（企画政策課所管分）について 

  ③令和２年度一般会計補正予算（第５号）について 

  ④令和２年度一般会計補正予算（第５号）（企画政策課所管分）について 

 

２．次回委員会の開催について 

 

３．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委 員 長   池 下   昇    副委員長  堀 川 哲 男 

     委  員   前 中 康 男    委  員  村 島 健 二 

      委  員   勝 又 武 司    委  員  古 谷 一 夫 

    委  員   岡 本 英 明    ※議 長  田 中   誠 

 

 

○欠席委員    なし 

 

  

○説明のため出席した者の職氏名 

■生涯学習課長      原田 賢一   ■生涯学習課参与     三浦  厚 

■生涯学習課主幹     小林 正明   ■学校教育Ｇ総括主査   土井 泰宣 

■総務課長        藤代 弘輝   ■総務課主幹       樫村 亨子 
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■管財Ｇ総括主査     北川  実   ■管財Ｇ主査       田中 誠之    

■企画政策課長      伊藤 浩幸   ■企画政策課主幹     新輪 誠一 

■地域振興Ｇ総括主査   山嵜 孝英   ■まちづくりＧ主任    吉田 悠平 

 

  

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長   溝 口 富 男 

    書  記   世 良 奈都子 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○池下委員長 

  第 11回総務文教常任委員会を開催いたします。 

 

○池下委員長 

 まず１点目に、生涯学習課より口頭説明ということでありますので、説明をよろしくお願いし

ます。課長。 

 

○生涯学習課長 

 それでは生涯学習課からは清里高等学校総合支援対策事業の見直しについて、これまでの経

過、それから今後についてご説明をさせていただきたいと思います。 

 先に見直しを行ってまいりました高校の総合対策事業でございますが、この６月に斜里郡３

町、網走市等に中学校に新たな支援内容について周知をし、町内におきましては７月 20日に開

催されました中学校の参観日に教育委員会事務局職員が出向きまして直接、保護者の方に支援の

内容について説明をしたところでございます。 

 その後、清里中学校の３年生の保護者の方が事務局にお見えになり、またＰＴＡの連合会会

長、副会長さんなどが教育長を訪ねて来られまして支援の見直しについて御意見をいただいたと

ころでございます。御意見の主な内容といたしましては、入学支度金、大学等入学資金貸付の廃

止、海外研の見直しにつきまして改めて検討をして欲しいということ、また中学校３年生の段

階、この段階は概ね進学する高校も決まって方向性が出ている中で、支援の見直しをこの段階で

言われてもちょっと急な話であり、困るということ。また今般の新型コロナウイルス感染症が蔓

延する中、一部の保護者の方には収入が減少するなどの影響が出ていると思われることから、こ

のタイミングで入学支度金 10 万円は廃止するということは、タイミングが悪いのではないか

とこのような御意見をいただいたところでございます。 

 いただいた御意見につきましては、町に報告するとともに８月６日に教育委員会協議会を開催

いたしまして、教育委員によって協議をしたところでございます。その結果でございますが教育

委員会といたしましては新型コロナウイルス感染症の影響が多方面に及んでいること、そして事

業見直しの周知が遅いという御指摘を受けましたこと、そのようなことを鑑みまして海外研修も

含めて高校支援総合対策事業の見直しにつきましては１年先延ばしをしまして、令和４年４月入
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学者から適応するということといたします。 

 なお、見直しの内容につきましては現行のままといたします。今後につきましては、見直しが

１年先送りになりますこと斜里郡３町及び網走市の中学校３年生に周知するとともに清里町の

ＰＴＡ連合会に対しても丁寧に説明をしてまいりたいと考えております。またその後、現在の中

学２年生に対しては、見直し後の支援内容について周知を行っていきたいというふうに考えてお

ります。 

 また、今年度既に派遣が中止となりました高校生海外派遣研修事業についてでございますが、

現高校１年生につきましては希望する全員を来年度派遣することとして高校と協議を行ってい

るところでございます。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中、事業

の実施につきましては不透明な状況でございます。新型コロナウイルス感染症が収束の方向とな

り派遣することが可能となったといたしましても、来年４月に入学する新１年生を合わせますと

モトエカ町で受け入れることができる規模ではなくなることから派遣内容や派遣する学年など

様々な観点について清里高校、モトエカ町と協議をしていく必要があると考えております。以

上、清里高等学校総合支援対策事業と高校生海外派遣研修事業の見直しについての説明を終わり

ます。 

 

○池下委員長 

 ただいま課長の方より清里高等学校総合支援対策事業等海外研修について説明がありました

けども、委員の皆さん、何か御質問ありますか。よろしいですか。一応、今年はこの関係は一切

見直しはしないということで、来年度行いたいということでまた海外研修についても来年度入学

する生徒も一緒にということなんですが、モトエカの方で受入体制が十分ではない可能性もある

ということなので、またその都度向こうの方と連絡をとりながら進めていければいいかなと思い

ます。ただ、コロナの関係がいつ収束するか全く見えない状況ですので、来年度の新入生に関し

てももしかしたらボツになる可能性があるということを皆さんも含んでおいていただきたいと

思います。よろしいですか。生涯学習課全般とおして何か御質問があれば受けたいと思います

が。伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 全般的というより今の話でお聞きしたい点がありまして。色々あった中で今回見直し案の凍結

と言いますか、次年度からではなくかなり後からということに。それは良いんですけど、自分の

思い違いかもしれないんですけど２月の常任委員会において見直し案がどうなんだという委員

会の中では結構紛糾していたような気がしています。その中で６月までにもう１回お示しいただ

けるというつもりでいたんですけど、今の説明で行くとまず今まで今回なかったのは構わないん

ですけど、今後も最終的なものを令和４年４月から行うと言っている高校総合支援対策事業自体

は委員会から提出してこないというイメージですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 
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 今、伊藤議員につきましては教育長の方にお尋ねになりまして私も教育長の方から２月段階で

協議を終了したわけではないという認識ということで私どもと少し考え方が違ったということ

で、そこは申し訳なかったなというふうに思っているところでございます。 

 教育委員会協議会を開催した中では基本的には２月段階で示しております内容から変更がな

いということで考えているところでございます。最終的に次年度につきましては１年先送りとい

うことで内容変更はなくなるところではございますが、場合によっては前回お示しした内容につ

いて再度お示しするということは出来るのかなというふうに考えているところでございます。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 何点か関連する部分じゃなくて。まず１点目は今、伊藤議員から質問があったとおり前回の委

員会では教育長が方向性を説明してきたと認識をしていて、今回、施策の変更ということについ

ては一度教育長が委員会に来て説明したということであれば変更も含めてやはりそれなりの責

任のある方が方向性をきちんと説明する姿勢がなければいけないんではないかと思いますが、そ

の辺の教育委員会の考え方、教育長が説明した内容について変更が伴っているものについて、常

任委員会は課長の報告で終わらせるというのは教育委員会の姿勢としていかがなものか。その辺

を含めての今後のあり方については今伊藤議員がお話あったと思いますけども、その辺の整理を

していただきたいという形が１点目。 

 ２点目は関係ない部分で、教育委員会の事業で今小学校の改築事業が始まっていると思うんで

すが、夏休みは非常に短いという事で安全対策をとられたと思いますが、十二分と言いますか、

学校のまわり既に足場とかフェンスが張られてシートが張られていますので、今後、夏休み明け

から子ども達が通学するという形で十分すぎるほどの安全対策を講じながら今後の事業を進め

ていただきたい。 

 あわせて大規模事業なんですけれども、清小だより等には改築が始まりましたという形の中で

何年かけてどういったことをやっていくのかということを全く施策事業として大型事業なのに

町民やまたは父母にもしっかりと周知されているのかどうなのか。新規事業として改築と言って

も７億近くかけている事業であって一部給食センターについては先送り検討したというのを含

めれば 10 億の事業ですからやはりもうちょっとしっかりと大型施策について住民周知や関係

者通知をしっかりやっていくという姿勢がどうしても必要ではないのかという形で２点目。 

 ３点目、併せて夏休み前に清小のパワゴラが腐れて朽ちかけてロープを張って安全対策をとっ

ているんですけどもその処置をいつ行っていくのか、すでに行っているのか、以上の３点につい

て、特に現段階での考え方や方向性をお示しいただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 古谷委員から御指摘いただきました３点につきまして、まず高校支援の見直しにつきまして
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は、先ほど申しましたとおり私どもの説明不足、それから認識不足の中で議員各位に御迷惑をお

掛けした部分があるかと思います。今後につきましては教育委員会に今回いただきました議員各

位からいただいた御意見について持ち帰りをいたしまして、新たに説明なりをさせていただく機

会を設けたい、そのように考えているところでございます。 

 また、小学校の改築でございますが、現在は夏休みですが、これから授業が始まって毎日児童

が登校してまいります。教育委員会、発注する側といたしましては役場の技術担当者、それから

施工業者、学校、教育委員会、これらが定期的に会議を開催いたしまして進捗状況に合わせた安

全対策、それから意見交換を行いながらしっかりと安全に工事が進むよう配慮してまいりたいと

いうふうに考えております。また、工事の内容の周知につきましては、御指摘のとおり広報等で

町民に対する周知等が行われていない現状にございました。そのことは保護者のみならず町民の

皆さんにということで大規模な事業でございますので、今後早急に周知を図ってまいりたいとい

うふうに考えております。また、清小のパワゴラでございますが木製ということで大分朽ちてき

て危険ということでこのような処置をしているところでございます。これから工事を発注いたし

まして撤去を行っていきたいと思いますのでご理解賜りたいと思います。以上でございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 安全対策をしっかりやっていただきたい。それとパワゴラの関係ですけれども、穴があいて空

洞化して触れば倒れてくるような状態で、それは既存の修繕料、それは企画政策と教育委員会で

予算がなければ緊急対策としてしっかりと現状が駄目であればただ取り除けばいい話で、補正を

組まなければとかそういった話ではなくして既存の予算の修繕費の中で柔軟に対応していく姿

勢が大切じゃないか。すべからく補正がなければ前へいけないという話ではなくして安全対策と

かそういったことについては迅速にやっていくという行政側の姿勢が必要で、ほとんど空洞化し

て触れば倒れてくるような形でただロープを張って、入らないでくださいと周知しているだけで

あって、子供たちは日常的に通るわけですし、風が吹いた時とか色々な部分を考えた時に危険度

が高いというのは誰が見ても明らかなわけであって、それについては今言ったような１ヵ月も放

置されるとか２ヵ月も放置される、予算がなければできないという話では無くて緊急的な対応の

形も含めてぜひ早急に処置をしていただきたい、このように要請をいたしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 御指摘のパワゴラにつきましては、予算については目途がついているところでございます。早

急に実施してまいりたいと思います。 

 

○池下委員長 

 他、よろしいですか。私も清里高校の総合支援対策事業について以前、教育長が来て説明があ
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りましたけれども、今回見直しはしないということなんですが、令和４年からするということに

関して、説明はありましたけども議会の中で複数の方がまだまだ納得してない部分もありますの

で、時間もまだ十分ありますので、その辺は町と生涯教育、教育長含めてまだまだ改善する余地

があるのであれば、協議していきたいというふうに思っております。 

 他になければよろしいですか。それでは生涯学習課これで終わります。ご苦労様です。 

 

○池下委員長 

 引き続き、総務課を行いたいと思います。①番、令和２年度一般会計補正予算（総務課所管分）

について、説明をよろしくお願いします。課長。 

 

○総務課長 

 本日の総務課の提出案件としております補正予算につきましては、新型コロナウイルス感染症

対策の一環として現在行っております、指定管理施設の経営安定化事業の継続と災害時の避難所

設置に伴います感染症対策資材の整備となっておりますので、内容について担当より御説明申し

上げます。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 それではご説明いたします。１ページ目の方をお開きください。管財グループ所管の補正予算

概要でございます。上段、総務費新型コロナウイルス感染症対策費、新型コロナウイルス感染症

対策費、指定管理施設経営安定化事業でございます。詳細につきましては２ページ目の方をご覧

になっていただきまして、こちらの方で説明させていただきたいと思います。令和元年度におき

ましては、２月、３月分、本年度予算で４月から７月分の計上を行っているところでございます

が、現段階におきまして本州におきましては感染者数が増加傾向にあると。不透明な先となって

いますことから８月から 12 月までの５ヵ月間につきましてもこれまでどおり収益落ち込み分

の 50％支援の対象といたしまして予算を計上するものでございます。 

 既に執行が終わっています４月から６月までの実績につきましては、３施設合計で約 800万

円、これから執行を見込んでいきまして７月から 12月分につきましては、３施設合計で約１千

900 万円を見込んでございます。既に予算計上しております額が１千 500 万円でございまし

て、７月から 12月分までの見込額１千 900万円、こちらの方から現在執行残となってござい

ます予算額 700万円を差し引きました１千 200万円を今回計上するものでございます。 

 １ページ目にお戻りいただきまして下段の方、避難所等感染症対策資機材整備事業でございま

す。こちらにつきましては避難所等におきます新型コロナウイルス感染症等へ対応するための資

機材整備に 929万５千円を計上するものでございます。内容につきましては、段ボールベッド

やパーテーション等の資機材購入に 504万９千円、購入しました資機材を保管する棚等の整備

に 110 万円、間仕切りテント、サーモセンサー等こちらの方の備品購入につきまして 314 万

６千円を計上してございます。以上で説明を終わります。 
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○池下委員長 

 ただいま担当より２点についての説明がありましたけれども、何か御質問がありましたら受け

たいと思います。勝又委員。 

 

○勝又委員 

 最初の方の指定管理の経営の安定化の事業の関係について、確かにコロナも先がわからない中

でというのはわかるんですけど、今、緑清荘の方も昼間レストランを休んだりと。町の施設の指

定管理というものでして、昨日も昼食とることがありまして、他に食べる所がないという感じ

で、ちょうど今お盆で結構お客さん少ないと言いながらも結構いるわけで、一つの営業努力も努

めた中での経営がうまくいかないという部分での報告という観点に立ったときにはきちっと開

けるところは開けてという形で、諸事情はあるのかもしれませんけど、そういう努力はしていた

だきたいなと、その点について役場ではどういうふうに捉えているのか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 レストランの営業につきましては以前の委員会でも御指摘を受けている案件でございます。そ

の後も経営者とは随時会って職員の募集の状況などの確認をしている状況にいます。現在も募集

している中、いない中で他の方策としては関連するホテルの方からの職員を派遣できないかとい

う部分も検討いただいているところですが、なかなかそちらの方でも人材不足ということで結果

的には今現在も職員の配置には至らず、レストランの営業がまだできない状況がありますが、こ

れにつきましては今後継続して経営者の方とは協議を重ねまして、なるべく早く元の形に戻せる

ような形を協議してまいりたいと考えております。 

 

○池下委員長 

 ほか、ありませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 前回の臨時会で支援の方法については見直しをしていく、一定の区切りをつけるといったわけ

ですが持続して継続していくことについてはある一定のコロナについては今後３ヵ月とか半年

とかというスパンじゃなくてもっと長くなってくる、基本的にこの制度を延長していくことにつ

いては、コロナの影響がある限り永遠にやっていくというスタンスなのか。その辺を明確に国の

政策もそうでしょうけど、一定の中身は全く同じ 50％みます、例えばこのあと企画政策課から

出てくる分については売り上げ 15％を 30％に見直していくだとか、部分な見直しを行ってい

くわけなんですけれども、町が直接関与する指定管理についてはそういったことをやらざるを得

ない状況というのもやはりあるのか。一方で勝又委員から具体的な個々の経営努力が結果として

表れていないのは、やりますやりますと口だけの話であって、緑清荘のことだけでなくて３施設

の話です。それぞれ個々では一生懸命やられていると思うんですけど、結果が伴わない部分での

努力というのはある一定の営業体ですから、そこは厳しく指定管理に対する分についてはもう少
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し前向きなと言いますか、そういった姿勢を町としても示していく必要性は、過去何回も同じよ

うな議論をされている前提に立って議会も指定管理には議決行為を行っているわけであって、そ

この責任を感じながら各委員から今言ったような発言が出ていることについての重みをもう１

回理事者と協議をしていただいて、現場レベルで難しければ理事者がしっかりと経営者に対して

そういった直接的な申し入れをするとか、そうした形を示していただく必要性が現段階において

はあるんではないか。コロナについては２月の段階からの補正を旧年度に遡って専決でやって、

さらに６ヵ月、今回延長という形になってきていますので、ほぼ１年近くになってくるという実

態の中で、そういった改善が見られないとすれば、これは大きな問題と議会としても捉えざるを

得ないという環境にあろうかと思いますので、その辺の整理を是非前向きに行っていただきた

い、非常に大変だと認識した上で申し上げておりますので。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 おっしゃられるとおり今回の支援につきましては２月から始めまして現在まで至っておりま

す。当初の考えとしてはこれほど長引くという想定はしていなかったものの、現状としてなかな

か収束しない中で今まできたところです。今回の提案につきましては、年内 12月までの提案と

させていただいておりまして、内容については前回と同じように差額の 50％補助ということを

提案させていただきました。これがどこまでというのは我々も考える部分ですが、一時期収束期

が見られてこのまま収束するかなと思ってたところを大都市での異常発生が全体的な雰囲気と

して旅行を控えるだとか外出を控えるというような風潮になってまいりまして、なかなか元に戻

るには時間がかかっている状況があります。そのために今後を見通した中で年内はこの影響が続

くということで 12 月までの提案とさせていただきますが、年明けての部分に関しましては今

現在ではご回答できませんが、12月まで支援する中でも経営者としての努力に関しましても注

意深く見ていきたいというふうに考えております。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 担当課長としては非常に苦労されているというのが実態だと思うんですけど、ただ基本的に前

から申し上げているとおり、非常にうちの町の支援というのは他の市町村と比べて手厚いわけで

あって、しかもその中で経営安定に対する直接的な支援を行った中において、経営者としてのあ

る一定程度の努力が伴うというのは他の市町村以上に必要であって、そういった動きがなかなか

見えてこないという実態がいかがなものかという論点になっていると私自身は認識しておりま

す。そういった意味において町の財政状況等からいえば、町に要請やお願いをすれば、ある意味

ではエンドレスにある程度支援してもらえるという雰囲気が今後も蔓延していく、当然適切な支

援、持続的な経営をしていくための支援は当然必要というふうに認識した上において、それにま

しての経営者努力とか管理者努力というのが指定管理業者じゃなくて商店においても全て商工
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会においても観光協会においても色んな宿泊においても伴うというのは当たり前であって、そこ

を依存度が高過ぎる中において、そういった経営の内容の改善だとか前向きな取り組みの改善に

ついての取り組みが後手後手になっていくと最終的には近隣町村の宿泊施設とか温泉施設との

競争関係になってくるわけでそういったものが手遅れになった時にまた同じようなコロナじゃ

なくて全体的な経営の姿勢として利用客の減少に繋がってしまっているという、それが一番懸念

されることであって、しっかりと 10ヵ月継続してやっていくわけですから、その期間の中にお

いて、目に見える形の改善とか経営努力が表れるような形を是非とも取り組んでいただきたいと

いうふうに要請をいたします。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 原課といたしましては温泉３施設でそれなりに努力はしていただいてると思っています。ただ

今おっしゃられたとおり、目に見える部分での努力になるかということにつきましては、今後の

中で協議をして従来もやっているんでしょうけど、それ以上に目に見える形での経営努力を図っ

ていただけるように指導してまいりたいと考えております。ご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 他、ありませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

 この実績金額の積算根拠と言いますか、その資産の中身で３つの指定管理ありますけど全体ト

ータルの売り上げ減なのか、入湯者だけのカウントなのか、数字的な説明をお願いしたいのと、

この見込みの根拠のシミュレーションをどのような形で、これはどちらから出てきた数字なのか

現場サイドからの積み上げなのか、行政側とも一緒に検討しながらの積上げの積算構成なのかそ

の２点お願いします。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 支援額の試算につきましては町の方で試算したものです。これは２月からの実績額を平年との

差を求めまして今回の試算につきましては、収入の方では平年の 70％減、支出の方では平年の

90％減ということで試算をしてその月ごとの金額を出しております。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 
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 実績の部分がこの数字は何を根拠に出しているのか。４月から６月実績ありますけれども、こ

れはあくまでも。緑の湯はゼロ。４月から６月まで完全にゼロなんですけど。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長  

 ４月から６月の実績分につきましては過去５ヵ年の平均値と今年度の差額の 50％というこ

とが算出根拠となっております。 

 

○池下委員長 

 前中委員よろしいですか。 

 

○前中委員 

 数字的な問題ですから、過去５ヵ年の平均と言うアベレージで出してきて実績ということの理

解でよろしいですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 そのとおりでございます。５ヵ年の平均値と今年度の差額の 50％がこの金額となっておりま

す。 

 

○前中委員 

 あと３施設に対して 12 月末現在の見込額がありますけども、大体その３施設の内訳の部分

はどのような形になってくるんですか。支援額そのもの。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 各施設の支援額につきましては２ページに記載しております７月から 12 月の各施設ごとの

月ごとですが、この金額につきましては平年部分の収入の方では 70％減、支出の方では 90％

減ということで試算を行いまして、そこで出る金額と今年の金額の差額ということで計上したい

と思います。 

 

○前中委員 

 あくまでも見込み額というのは支出という理解でよろしいということですか。 
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○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 月ごとの収支額の差額の 50％ということでご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 もう少し詳しく説明させていただきますが、４月から６月の実績額です。これは毎月の５ヵ年

の平均の収支額との差額の 50％金額。例えば４月、緑清荘でいくと 110 万１千６57 円とな

っておりますが、これの２倍をした額が５ヵ年平均と今年との差額になります。これがマイナス

になっている部分です。それの半分ということで 110万何がしを支援したという計算になりま

す。同じように７月から 12月につきましても、例えば緑清荘の７月でいきますと 262万４千

円、これも収支額です。収支額の差額を算出いたしましてその分の半分ということで７月、８月

は繁忙期ですのでこの分金額が大きくなっていますが、考え方としてはそういう形で算出した額

でございます。 

 

○前中委員 

 わかりました。個人的にその４月～６月実績というのは経営収支、実数字なんです。これはあ

くまでも支援した金額ということで理解しなければならないということで今の説明にありまし

たけどもどうしてもその実績となると支援実績もわかりますけど、従来のその経営状態の推移と

いうのが本来だと計算式の 70％、支出の部分で 80％の計算式もないと一律支出の部分だけ出

されると何もわからないので表の作り方だけの指摘なんですけどそういう部分で。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今のご指摘を参考にしまして、次の機会にはもう少しわかりやすい形で資料を整備させていた

だきます。 

 

○池下委員長 

 これだと毎年の売り上げの金額を載せてもらった方がわかりやすいかなと思いますので、この

表を載せるのであれば、その表の上に前年度と今年度の売り上げを載せた方がわかりが良かった

のかなというふうに思います。他、ありませんか。岡本委員。 

 

○岡本委員 

 コロナ対策の避難所の件ですけども、段ボールベッド等で 500万あって、元々避難所として
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の段ボールベッド等の備蓄というものがなかったということでよろしいでしょうか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 段ボールベッドにつきましては、幾つかの備蓄品はございました。ただ、やはりコロナウイル

ス感染症の対策といたしまして段ボールベッドは完全に必需品だということで、避難所となる部

分にどれくらい入れるかを考えまして、その部分の不足分を今回も補正予算の方に計上しており

ます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 今回、防災資材の補正で行くんですけど、当町は本格的な防災資材庫を持っていないと思うん

ですけども、こういった資材の集約だとか保管とかの考え方の整理を、これだけ大きく買い増し

をしていく、どういった形で保管をしていくのかとか保管庫についての今後の考え方。各市町村

等は独立した保管庫防災施設に併設したりとか単独で建てたりとか非常に機動的に行けるよう

な形なんですけども、今回購入していく前回色々と買っていると思うんですけど資材の保管とい

うのはどういう形で行われているのか。また今後どうやって行っていくのか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 おっしゃるとおり防災備品についての専用の倉庫というのは、今うちにはない状況にありま

す。それで備蓄品に関しましては清里の町民会館、札弦センター、緑センターにある程度はして

おりますが今回買う分に関しましては倉庫は無い状況にあります。一番好ましいのは防災に耐え

うる立派な倉庫を建てるのが一番好ましいと思いますが、その前段といたしまして今あります役

場の車庫の方を少し改造して棚を作りまして、そこに集約して備蓄できるようなことを考えてお

ります。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 今が今ですから、なかなか難しい。来年度に向けての話なんでしょうけども防災計画しっかり

作って、国も国土強靭の見直しをやっていく。それから、ハザードマップを作ったとか、その計

画とか絵にかいたものとかペーパーではできてくるんだけども、現実的な対応の部分でいくと今
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言ったような形の中で衛生的な管理が本当にできるのかとか、現実に機動的に必要性があった時

に物を動かせるのかとか長期保存できるのか、そういった基本的な現場段階における部分でのも

のが非常に薄くなっているのが事実。計画はたくさんありますし、絵に描いたものもたくさんあ

る、文書も沢山あるけれども、現実対応はやっぱりかなり遅れているのが実態で今回のコロナを

見てもマスクを含め、防護服だとか消毒液というその薄さが露呈しているのが事実じゃないかと

思うのでその辺の運用についてもう１回しっかり今回、国の方の方針で高齢者については今回ウ

イルス対策も新しく計画の中に入れ込めというそういった指示が来ているとは思うんですけど

も、当町における防災計画そのものの中においてウイルス対策さらには災害対策の備品の保管、

運用のあり方みたいなものをもう１回しっかりと現場レベルの目線でやっていく必要性が生じ

ていると思いますので、次年度の予算の編成が始まる時期だと思いますので、国の方についても

国土強靭化の中で色んな施策が展開されるわけであって、そういった施策の方向性を先取りしな

がら予算の中で反映するようなことをぜひお願いをしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 防災備品につきましては必要性は感じていたものの、今回のコロナの件で改めてその必要性が

迫られた部分だと考えております。その中で、避難所につきましては現在の防災計画の中でも町

内 16 カ所の避難所ありますが、現実的にこの状況の中でその施設全部が運営できるのかとい

うのは、これは難しい部分があってやっぱりその中で集約していかなければならない。今現在言

えることと言えば、清里市街地においては町民会館、札弦は札弦センター、緑は緑センターがや

っぱり避難所の核となるというふうに考えております。 

 今回提案させていただいた避難備品に関しましてはその３施設、まずはその３施設が機能する

分ということで数量を算定して要求させていただきました。今後、３施設だけで足りるのかとい

う部分がありますので、次はどこかという順番をつけて設営しなければならないのかなと考えて

おります。備品の倉庫につきましても確かに新たに立派な物を建てるという方法もありますが、

現在、当町におきましては公共施設で空いた物件もございます。建てるというよりもその辺の今

後の例えば学校だとか校舎とか活用を今検討している部分で既存の施設でそういうものの備蓄

できる部分があるのであれば、それも検討の材料だなというふうに考えていまして、今回はひと

まず収納できる車庫の部分の棚の改造ということで金額を計上させていただきました。 

 

○池下委員長 

 他、よろしいですか。勝又委員。 

 

○勝又委員 

 今回の避難所の資材の関係、機材の整備ということで、備品の中にサーモセンサーがあるわけ

ですけど、うちの町でサーモセンサーで体温測定というかそれが実施されているという把握はさ

れているのかな。特に人の集まるような所って、そこら辺もうちの対応は遅いような気がするん

ですけど。 
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○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 サーモセンサーは町として１つもなかった部分で、今後、大人数が施設や避難所等を利用する

場合に一人一人温度を測るということができない部分もあるという部分で、今回サーモセンサー

を要求させていただきました。避難所でも活用できますし、常時避難所を開設してないわけです

から、それ以外の部分でも活用できることがあれば通常時はそちらで使うということも可能とな

りますし、色んな活用ができるかなと考えております。目的しては大人数がひっきりなしに来る

ようなところで温度計測を可能にするための備品だと御理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 これからお盆ということで人の出入りは相当あるんじゃないかと。かなり自粛されている気は

するんですけど。それ以前からやっぱり観光の部分とか色んな形で人が出入りするような部分は

真っ先に取り組まなければならなかった部分だと思います。 

 商工会の関係でも何台か助成を受けて導入するみたいな話も聞いておりますけど、どうもそう

いう部分で外から入ってくる、恐らくこの町内の中で突然として発症するような部分はないと思

いますけど、やはり外から入ってくる部分を警戒しなくちゃいけない部分というのは早くからあ

ったんじゃないかと思います。この備品の関係のサーモセンサーの導入は真っ先に取り組んでい

ただきたい。そして人の集まる施設には置いた形で体温管理、調査する部分は作ってもらいたい

なとそのように要求します。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 もう少し早急に揃えなければならない資材もあったと考えます。今後ともこの対策というのは

かなり長丁場になると思いますので随時資材、対応について考えてまいりたいと思います。 

 

○池下委員長 

 他、ありますか。私の方からお願いなんですが、こういった予算概要ということで説明書の金

額を載せて書いてありますけれども、できれば今回、新型コロナ感染対策費ということで段ボー

ルパーテンション等と 504万９千円と出てますけども、清里の場合は札弦、緑、町民会館とい

うことで説明あったんですけども、どこにどのようなものを数量も入れてくれた方がわかり良い

ので、この関係ばかりでなくて、ただこうやって書いていても緑に何個行っているのか私達はわ

かりませんのでそこら辺の数字も丁寧に入れて欲しいなと思いますけども要望としてお願いし
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ます。課長。 

 

○総務課長 

 今後の資料作成の参考とさせていただきます。 

 

○池下委員長 

 ほか、総務課全般を通して何かありますか。伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 先ほど説明があったんですけれども、緑清荘に関して前回の常任委員会等々からも昼間のレス

トランの営業について話があったと思います。今回もあったんですが、正直先ほどの答弁だけだ

と納得ができないというか今後どうなっていくのか全然見えないですし、もう１回申し訳ないん

ですが深堀して聞かせていただきたいんですけど、緑清荘で７月からか６月からかやってなくて

かなり町民の方からも苦情が来ている状況の中で、話はしていると言っていましたよね、先程の

答弁ですと。でもその中で人材がいない、確保できない、系列のホテルからの応援のことも考え

ていると。結局はいまだに状況は改善されていないという状況ですが、これでいいんですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 決して良いとは判断しておりません。前回の委員会でも御指摘受けまして、その時本当に向こ

うの経営者と話をしているのかという部分がおっしゃられているのかなと思うんですけど、その

部分で経営者とお話して何とか元通りに昼は営業するにはどうしたらいいのかという部分で、そ

の部分の話をしていくんですけど、結果的にやはり人材の部分でなかなか募集しても業種的にな

かなか集まらないという話も聞いていますし、無いのであれば他の方からの何とか見つける部分

はないのでしょうかということで関係するホテルからの派遣とかそういう話も検討いただいて

いるところで、結果としては今レストランを営業する形になっていないのが現状です。 

 ここで今後どうしていくのかという御質問だと思うんですけど、６月から休業していますので

もう３ヵ月が経過していますので早い時期の開業については協議を重ねていくしかないんです

が、特別ここで別な方策というのも現在思いつかない中で、他の方法がもしあるのであれば検討

いただきたいというのを協議続けていくしかないという答えしかできないですが、御理解いただ

きたいと思います。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 察しますが、本当にやる気があるのかなと思ってしまう部分と、それをただ単に経営者として

は探す努力はしています、それが整えばやりたい。これを信じて良いんですか。例えばですけど、
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本当に募集しているものを証明できるものとかを向こうから提示してくれているのか。例えばハ

ローワークに届けるのでも良いですし、もちろん色んななかなか難しいと思いますがほんとにレ

ストランの昼の部を再開するために本当に努力しているんですかと。口だけだったら誰でも言え

るわけで、これがこのまま今までと同じように町の方から色々指摘して同じような指摘して向こ

うも同じような答弁をして。こうなるとずっとダラダラ…。なかなか人が集まらないんです、で

もそこの判断って誰かが時期を決めるなりしていかないとこのまま看過していくことが本当に

いいのだろうか。状況が全然改善されていかない、前進が１つもない、だけど町側としてはこう

いう聞き方しかできない、だったらこれずっとこのまま行っちゃうと思います。その辺どのよう

にお考えですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 募集につきましては、以前公募もかけたという話で、公募をかけてもなかなか集まらない中で

ということで個別にあたっているというお話も聞いておりました。そんな中でも最近施設の方に

張り紙で募集かけて、それがどれだけの効果があるのかという部分はここでありますとは申し上

げられないですが、なかなかピンポイントで働ける方を探すしか方策はないという話を聞いてお

りまして。決してやる気がないわけではなくて私たちとしては努力しているというふうに判断し

ています。ただ結果が全ての部分があると思います。結果的に幾ら努力しても何も変わってない

というのはおっしゃられるとおりですので、私としてはここまでの部分しか今お答えできないで

すが、今後とも諦めているわけではございませんので、何とかその人材確保に向けての努力を再

度要請してまいりたいと考えております。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 いつもならここで終わるんですが、申し訳ないですけどやっぱり変わらないと思います。この

状況は。本当に向こうのやる気は見えるんです、僕らにしたらそれは見えないわけですから前も

申し上げましたが、あの施設はただの民間の施設ではないわけで、元々町が町民のことを考えて

町民に幅広く利用していただく、使いやすく利用していただくというためにできた施設であり、

それを指定管理としてお願いしているわけですけれども、ただの民間の事業とは趣旨が元々異な

っている部分がありますので、単純に経営努力で何とかしてくださいとか生易しい言い方じゃな

く、やらなければいけないことと言いますか、施設として絶対的に機能させなくちゃいけないこ

とを出来ていないのであれば、更新とか今回も色々ありましたけど途中でも何らかの形を見せな

いと本当にこのままになってしまいます。僕が経営者だったらそういう形でやっていますという

言い訳だけをして不採算部門だとすれば何とか乗りきろうかなと考える可能性も僕ならありま

す。そこまでも含めてもっと強い姿勢で向こうだけの努力でできない部分があるなら町として違

う助言をするなり指定管理ですけど、もっと入り込んでやっていかないと困っているのは町民な
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んですよ。お昼困っているんです、みんな困っているんです。他から働きに来てくれている人達

も困っている。理解はしていただいていると思いますけど、もっと深く町側も指定管理の経営者

側も考えていただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 当町といたしまして飲食店が少ない中、公共施設である緑清荘がレストラン部門を閉めている

というのは決していい状態ではなくて、何としても早い時期に元の形に戻していただきたいとい

うのが我々原課としての考えで協議をしております。協議に関しましては決して短時間ではなく

て、かなり長い時間話し合うわけですけど、色々申し上げても結果的には進んでいない中、言い

訳になってしまうんですけど今までも十分御指摘されていますし、私としても十分大きな課題だ

と認識しておりますので、今しばらく協議をさせていただきたいというふうに考えております。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 極論すれば結果が出ていないことに対する町民は伊藤議員がおっしゃったみたいに町民の福

利厚生とかそういった形に動くしっかりとやっていくという形の中で一定の基本的な協定の中

でその中にレストランの営業を入れ込んでいるというふうに我々は理解しているわけであって、

例えば今回の持続的な支援をやっていくということの一定の条件とすれば良いじゃないですか。

きちんと基本協定に基づいて昼間も含めて協定をきちんと遵守することを条件として支援をし

ていくのはこれは当たり前の話で契約社会において。指定管理というのは何も町がやらなくて受

けている方が下ではないという五分五分の関係ですから、お互いに基本的な契約や協定を順守す

ることによって成り立っている制度であって、今回緑清荘であれば、指定管理をゼロで委託料ゼ

ロのはずなんですけどコロナで支援をしていくということを含めてその基本協定を順守してい

くということが１つの条件として支援していくような行政側の明らかな意思表示が必要な時期

に。これがひと月、ふた月、３ヵ月だったら、まだまだ先が見えてきました、何月からやります

よというのがあればよろしいですけど、課長の立場で言うと、なかなかまだ大変な環境条件の中

ですぐに解決策が見えないのであれば基本にあるのは基本協定だとか契約行為ですから、それを

きちんと遵守していただくという条件を示したうえで支援していくというのは契約社会の当た

り前のことであって、そこも含めて厳しい言い方ですけども理事者と協議しながら今後の進め方

について、パパスにしようが緑にしようが小さいながらも努力をされてある程度やられていると

我々は目にしているわけで、その辺の温度差も非常に激しいというのが事実なわけであって、こ

れは議員だけじゃなくて町民等しくかなりの部分が過去においても現在においても、緑清荘の運

営のあり方について多少の疑義を持ちながらどうなっているんだろうな、頑張って欲しいなと期

待も込めながらもう少し行政側は意を配していただきたい、このように考えます。 
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○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 協定上のお話をしますと、そこは施設全体のことで、個別にレストランと言う表記はされてな

い部分がありますが、全体の運営ということで理解としては含めるという部分にも一般的には考

えられる部分だと思います。その部分で契約どおりではないという部分のお話だと思うんですけ

ど、その分を含めまして個別表記されてないまでにしても全体的な理解としてはそうあるべきだ

と理解しておりますのでその辺を絡めた中で、今後ご協議させていただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 議員の中で、ほとんど私が一番お風呂に入りに行っているんじゃないかと思っています。その

中で見させていただいているんですけど、その中では夜は対応できているんです。確かに人も少

なくなったのはわかりますが、日中のメニューの数を減らしてでも対応ができないわけではない

と思います。そこはやる気の問題かなという部分になってしまうわけですけど、指導する立場と

してはそういうことを提案してでも何とかやってもらえないかということも１つ提案していく

のも１つの方向ではないかなと思うのでいち早く再開できるような形で取り組んでいただきた

いなとそのように要望したいと思います。 

 

○池下委員長 

 議長。 

 

○田中議長 

 議員の皆さんから色んな意見があるわけですけども、課長も大変辛い立場にあって板ばさみに

あって大変だろうと思うんです。 

 そういった中、全体的な施設の運営は宿泊、レストラン、風呂とこれは絶対にやるという条件、

また今回コロナ対策の支援で、やはりこの昼間営業していないのに大変だからといってなんで支

援するんだと町民の声というのも出てくるわけです。 

 現場レベルでの話し合いというのではなくて、理事者が直接行って話した経過というのはある

んですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 現段階では私までの協議で町長、副町長からは私の方に指示を受けています。各方面からそう

いう声か直接届いているというお話は受けていました。まず現段階では我々の方で何とか復帰に
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向けて協議していきますというふうにお答えしているところが現状です。 

 

○池下委員長 

 私からも１つ聞きたいんですが、課長行って話をするときに直接向こうの社長と会って話とか

はしていますか。 

 

○総務課長 

 社長と直接お話しています。 

 

○池下委員長 

 人材が不足しているということなんですが、夜の営業はしているわけですけども、どの部分の

人材が不足しているのか。レストランの厨房の職人さんがいないのか、それともホールがいない

のか、そこら辺はどういうふうになっているんですか。課長。 

 

○総務課長 

 まずホールを担当していた方が辞められたところから始まりまして、それが一番直接の原因と

なったのがその部分の不足でございます。あわせまして今現在なかなか多くの時間を勤務して働

き方改革がある中で、今いる人を今いる人材だけでその部分を昼の営業にまわすことも出来ない

という中で、やはり新たな職員を配置しなければ従来通りの営業ができないというところで今止

まっているところでございます。 

 

○池下委員長 

 ６月からずっとこうして２ヵ月休業しているわけですが、ホール係が辞めたのが確か４月位だ

ったかなと思いますけども、それ以降新聞の折り込みとかも入ってないんですよ緑清荘の募集広

告というのが。私、道新と読売と両方とっていますけど、どちらの新聞にも緑清荘の募集広告が

入ってないんですよ。厨房の職人さんがいないのでしたらこれは素人では出来ませんが、ホール

係でしたら少し指導をすればできないこともないのかなと思いますけども、そういった努力はや

はり足りないというふうに皆さん感じているんじゃないかなと思いますので、その辺も今後早急

に再開するような仕組みをやはり町からもっとプッシュしないと先ほど伊藤議員が言っていま

したけど、本当にこのままで進みませんよという話になって、お盆が近づいているのにこの状態

が続いて、本当に町民の皆さんが緑清荘一体どうしたのという方がたくさん私の周りにもいます

ので緑清荘のことに関して本当に委員の皆さんが意見を言うということはやはりそれだけ重み

を持って言っていると思いますので、今後進めて行って欲しいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今後、何度も向こうの経営者とは会うことになると思います。その中で今いただいた沢山の御

意見を町民の意見ということで伝えてまいりたいと思いますので、ご理解いただきたいと思いま
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す。 

 

○前中委員 

 関連ですけども、詳細な経営内容について議長もお話になりましたけど、宿泊、レストラン、

入浴、その明細の売上高の推移を提出してください。古谷委員が言った通り、雇止めになったこ

とで人件費がかなり整理されましたね、コストカット。でもこの町からの支援の他に国からの支

援もありますよ。これざっと計算したら月平均 150万近くの真水ですね。そうなると経営の中

で 150万ってかなり大きいですよ、人件費に置き替えれば。経営者となれば。 

 そういうところを従来どおりのことをやった上での町の財政、先ほど来各委員がおっしゃって

いる部分で出しましょうという総意のもとで町としても対応しているので、そこら辺はっきりと

数字の中で今現状レストランの緑清荘の宿泊客は満館状態です。斜里岳の山荘がクローズしてい

るがゆえに、今かなり宿泊客が混雑しています。そういう部分も現場で見ている人は見ています

からそれは町民感情として当たり前ですから。やはり課長云々でなくて執行者側が改めてそれな

りの話を持っていかないと町民感情がこれだけ鬱積してくるとかなり大変なことになりますか

ら、早目に進めることをやっていかないと色々ありますけど詳細な経営内容。これだけの大変経

営として逼迫していることもわかりますけど、果たしてどこが逼迫しているのかということも出

していただかないと、レストラン部門を今までの平常通りの営業から夜だけにしたことによって

かなりコストカットはできますから、経営者としては。 

 でもそれに対して十分な行政支援はもう出しています。ということは、真水のこと利幅が上が

っているということがあるんじゃないかということは、勘ぐって悪いですけども、ある程度の経

営者であるならばそういう形、なおかつ国からの支援もありますし。そこら辺あわせて国からの

支援もいただいてない。 

 もう１つ指摘しますけども、今緑清荘 GoTo キャンペーンの宿泊団体ではありません。なぜ

ですか。民泊でもやっている中で、緑清荘は入っていませんね、ホームページ見ても。ダイレク

トに入っていますか、わかるのであれば。緑清荘のプランの中には入っていませんよ、GoToキ

ャンペーンの。他の民泊でも GoTo キャンペーンで手を上げているところ個人申請ですけど。

そこは確認してください。曖昧なことは発言控えますけども。入っているのであればそれなりに

努力していることは私も理解します。 

 そこの２点、今後の中できっちり見極めをする。支援するものは支援しますけども、委員のよ

うに、ある程度やはり町民感情にも配慮した一生懸命頑張っている姿も見せていただかないと、

なかなか理解は求められないと思いますからそういうことで担当課長は大変でしょうけども改

めてお願いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今の経営内容の資料につきましては、もうしばらくお時間いただきたいと思います。また１

点、雇い止めではなくて辞められた方は自己都合ということで、その辺だけは御理解いただきた

いと思います。 
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○前中委員 

 雇止めという言葉は良くないですけども、確かに求人活動をされていることは理解しますけど

も職安には提示されていません、いまだに。一方、パパスでは今も求人を出しています。ホーム

ページはダイレクトにわかりますから。８月の掲載日で今月の末までの掲示段階でそういうこと

をやっておられますかっていうことを指摘しておかないと。パパスはやっています今も。緑清荘

はホールスタッフがいないということで張り紙がありますけども、じゃあどうなんだという指摘

と言いますか、そういう実態があるということで理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 皆さんからたくさんのこういった意見が出ましたので、今後、課長をはじめ再度色々と協議を

して進めて行って欲しいというふうに思います。よろしいですか。他になければ総務課を終わり

たいと思います。ご苦労さまでした。 

 

○池下委員長 

 それでは企画政策課を行いたいと思います。４件提案されておりますので１点ずつ説明をよろ

しくお願いしたいと思います。担当。 

 

○企画政策課主幹 

 議案に基づきまして１つ目、令和２年度普通交付税算定結果につきまして説明させていただき

ます。企画政策課の資料１ページをご覧ください。まず１つ目、交付税でございますけれども、

こちら令和２年度の交付額につきましては 23億４千 818万８千円、この算定となっておりま

す。前年度と比べまして、２千 942 万９千円の増、比率でいいますと前年度比 101％となっ

てございます。 

 次に、２つ目、交付額算定の内訳でございます。まず、基準財政需要額１段目でございますけ

れども、これがどのようなもとであったかと確認というところでございますが、これにつきまし

ては行政運営のための財政需要、これを一定の方法で合理的に算定した額というような形であら

わしております。また次の基準財政収入額、こちらにつきましては税収入の見込み額に地方譲与

税などの交付金これを加えまして一定割合により算定された額となってございます。この基準財

政需要額、そして基準財政収入額差し引きました財源不足分、これが普通交付税で措置されてい

るという仕組みになってございます。それでは基準財政需要額の内容について説明させていただ

きますけれどもまず前年度から増加した項目ということで増加した項目の額ということで１億

854 万７千円、主な要因でございますが高齢者保健福祉費の単位費用が増えたことによる増、

また地域の元気創造事業費における算定項目が追加されたことによる増、また地域社会再生事業

費、こちらは制度新設によります増、これらが主な増額の要因となっております。 

 また、前年度から減少した額、４千 708万３千円でございますが、小学校費におきましては、

過去３年間の学級数の減、これが数値反映されたことによる減少となってございます。また農業

費における平成 11 年度分の事業費の算定が外れたことによる減、また過疎対策事業債の元利

償還金が減ったことによる減、これが主な減額の要因となってございます。これらの算定により

まして令和２年度の基準財政需要額につきましては 30億 503万３千円となってございます。  
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 続きまして基準財政収入額の欄でございます。前年度からの増加額につきましては３千 824

万７千円でこちらも地方消費税交付金、この算定計数の増、また自動車税、軽自動車税の環境性

能割制度新施設による配分額の増、また固定資産税の増につきましては、農業用機械資産が増

加、これらが主な増加の要因となっております。前年度からの減少の額でございますけれども

986 万８千円、この要因といたしましては自動車取得税交付金が環境性能割への科目替えをし

たことによる交付金の減少となってございます。これらの算定によりまして令和２年度の基準に

対して収入額５億７千 65万３千円となってございます。 

 その下の臨時財政対策債でございますが、こちらにつきましては国の交付税財源調整というこ

とで８千 470 万円ということで、前年度から 215 万６千円の減額となってございます。その

次の錯誤額につきましては普通交付税の前年度以前の交付額にかかる数値の修正となりますが

令和２年度での措置はございません。 

 最後に下段の調整額でございますけれども、国の交付税総額を全国的に合わせるための調整額

となっておりまして、令和２年度分は 149万２千円となっております。このとおり算定いたし

ました結果、令和２年度普通交付税の交付基準額といたしましては 23億４千 818万８千円と

なってございます。以上で令和２年度普通交付税算定結果の概要説明とさせていただきます。 

 

○池下委員長 

 ただいま担当より①番について説明がありましたけども、何か御質問がありますか。よろしい

ですか。それでは②について説明をお願いいたします。課長。 

 

○企画政策課長 

 それでは２点目、新型コロナウイルスの影響に係る緊急経済対策、企画政策課所管分につきま

して私の方から説明をさせていただきます。７月の臨時会におきまして補正予算の質疑の中でコ

ロナ対策について必要があれば必要な時期、適正な時期に補正予算の対応をさせていただくとい

うことで、町長より答弁をしてございます。内部関係機関とも協議する中、８月の臨時会におき

まして補正予算対応をさせていただきたい企画政策課分につきまして説明をさせていただきた

いと思います。 

 なお、本日の常任委員会では他の課より、それぞれの所管分の８月補正、また一部９月補正に

向けての説明があるかと思いますので、よろしくお願いいたします。まず、議案の２ページでご

ざいます。 

 １つ目、中小企業経営安定化支援事業補助金についてでございます。この事業につきましては

新型コロナウイルス感染症の影響によりまして営業売上収入が減少しました町内中小企業者に

対しまして、経営の維持及び雇用の維持のために経営費等の一部を補助しまして経営の安定化を

図るものでございます。６月の補正予算におきまして経営安定支援及び経営支援につきましては

対象となります支援の期間を６月、７月分の２ヵ月間延長してございます。また、雇用維持等の

支援につきましてこの時に追加支援をしているところでございます。先ほど言いました７月の臨

時会のときに町長の答弁の中で事業者への直接的な支援については一区切りするというような

答弁もございました。ただ事業者また関係機関等、協議または実情を見た時にコロナウイルスの

影響が長期化しておりまして現状におきまして売り上げ高等、大分回復をしているというふうに

認識をしているところでございますが、支援対象の入り口となります。売上額、この減少率を見
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直した上８月、９月分の２ヵ月間の期間を延長して支援を継続してまいりたいというふうに考え

ているところでございます。まず、①経営安定支援でございます。対象事業者の売り上げ減少率

今までは 10％以上でございました。これにつきまして入り口を 30％以上本当に厳しいという

か大変なところということも含めまして 10％から 30％の方に見直しをしております。それ以

外の変更点はございません。追加の支援予算額補正としまして、実は７月分のまだ実績等が上が

っていないところがありますけども、状況としまして見積もりとしまして 30 事業所の 10 万

円の２ヵ月分ということで 600万を見込んでおります。 

 次、②になります。経営費の支援でございます。これにつきましては、対象事業者売り上げ減

少率 15％以上、これについては飲食、宿泊、観光案内業が対象となりますけども、この 15％

以上だったのを 30％以上に見直しをしていきたいというふうに思います。これについてもそれ

以外の変更点はございません。追加支援予算額補正としまして 15 事業所かける 10 万円の２

ヵ月分としまして 300万円を見込んでいるところでございます。 

 それから③になります雇用維持等の支援の関係でございます。これについては前年の売上高を

12 で除した額が月 500 万以上の事業者でございますけども、これについて今まで対象月２月

から７月までということで、この事業を行っておりましたけども①②の事業についても、対象月

を延ばすということで対象の月を９月までに期間を延長いたします。売り上げ減少率等の変更は

ございません。この事業につきましては基本的には現状の雇用を来年の３月まで維持するのが条

件となっておりまして、１回限りの支援というふうになってございます。今、申請あるところを

見ますとほとんど事業所についてはやはりコロナの影響が大きいというふうに予想されており

ました４月、５月を中心に７月までの中で申請がきているということでございます。実際に申請

があった事業者を見てもその時期を対象として申請が来てございます。 

 しかし、７月まで減少がなく、もしかしたら８月、９月に減少があれば対象にしていきたいと

いうことで内容等は変更ありませんけど、対象となる期間を８月、９月に減少して対象とするも

のでございます。 

 続きまして、大きな２つ目になります。プレミアム商品券の発行事業でございます。これにつ

きましては目的のところにも書いておりますが、新型コロナウイルスの影響等によりまして、町

内消費が低迷しているため、プレミアム商品券を発行し町内における消費の喚起を図ることを目

的としているところでございます。内容等につきまして、３ページをご覧ください。販売金額に

ついては８千万。販売額の額面については 50％増のプレミアムになりますので、１億２千万円。

使用期間については 12月から１月末を予定してございます。なお、発行時期については 11月

下旬を予定しているところでございます。ポイントカードの商品券でございますが販売金額が１

枚５千円でプレミアム率 50％ということで 7,500 円分の商品券を想定してございます。一人

の購入限度額を４枚までとしまして２万円と考えてございますので、7,500円の商品券を４枚、

３万円分の割増分を入れた部分でいきますとそういうような形になります。 

 なお、北海道のプレミアム付き商品券発行事業の支援事業でありますが、上乗せ率 10％分が

補助となりますけども、この申請を行うこととしてございます。この事業実施に向けては、商工

会との連携協力が必要というふうに考えておりまして、３密にならないような販売方法を予定し

てございます。まだ詳細をこれから詰めるところでございますが予約申し込みでの購入を考えて

ございます。事前に世帯への申し込みはがき等の送付、それで申し込みいただいて、企画引換券

を送付して決められた日に例えば引換券と代金を用意して購入をしてもらえる形等をこの事業
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実施に向けては連携しながら、３密にならない対策を取りながら行なっていければというふうに

思っております。この事業費、⑥にありますとおり事務費を含めまして４千２00万ということ

で設定をしているところでございます。それから３ページの中段になります。 

 新北海道スタイル店舗改修等補助事業でございます。目的でございますが、新型コロナウイル

ス感染症によります、感染拡大防止を図るために必要な備品や設備導入、店舗の改修等を実施す

る事業者に対しまして必要な経費の一部を補助することによりまして、拡大防止を図っていくも

のでございます。事業については、遡りまして令和２年４月１日以降に実施の事業ということで

進めて行きたいというふうに思います。また早期な実施、対策をしてほしいという観点から基本

的には 12月 31日までの事業として進めていきたいというふうに考えてございます。 

 内容でございますけども、対象事業者は町内において事業所を有し、小売業、飲食、サービス

業を営む個人及び法人ということにしております。補助対象経費は新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止対策のために必要な経費で事業所内の環境の向上、抗菌対策の向上につながる備品

や設備機器の導入、器具の製作、設置及び改修工事にかかる経費また３密の改善に必要とされま

す備品・設備機器の導入、器具の製作設置及び改修工事に係る経費としてございます。補助金の

額でございます。補助対象経費の 10 分の９以内の額としまして 30 万を上限と設定をしてご

ざいます。補助金の交付に当たっては、同一補助対象になる対象者に対しまして１回限りという

ことで進めてまいります。４ページに事業費の予算額を書いてございます。これについても現在

対応しているところも聞いておりますが、事業費予算額としまして 10事業所かける上限の 30

万円掛ける 300万、40事業所掛ける 15万円の 600万、合計 900万円ということで見込ん

でいるところでございます。なお、この事業については施設的な建物自体の設備とかそういうよ

うな部分でございまして例えばマスクとか消毒用アルコール、またフェイスシールド等について

は商工会と連携して北海道のこのような対策の事業がありますので、そちらについては４分の３

の補助ということでそれを今申請しております。それに基づきまして各個店にマスクを 100数

十枚とか消毒液、ある程度の数を消耗品的なものについてはそちらの方で対応していきたいとい

うふうに思っておりまして、今説明させていただきました新北海道スタイルの関係については設

備的な建物内に関わる関係の補助支援ということで御理解をいただければと思います。 

 それから４つ目、コロナ対策としては８月については最後の事業、きよポンカードポイント還

元事業でございます。目的といたしましては、新型コロナウイルスの影響等によりまして町内消

費が低迷しているため町内の消費喚起、経済の活性化を図ることを目的としてございます。 

 あわせまして、きよポンカードの普及ですとか、キャッシュレス化の推進を図るためポイント

カードへの現金チャージ時にポイント還元を行っていきたいというふうに考えてございます。 

 内容につきましては９月から 11 月までの３ヵ月、きよポンカードによる電子マネーのチャ

ージに対しますプレミアムポイントとしまして、チャージ額の 10％の額をポイント還元で町内

消費の喚起を図るものでございます。なお、現在、商工会独自事業としまして７月、８月分とし

まして２％のチャージの事業を実施しておりますけども９月から補助をしながら 10％の還元

を行っていきたいというふうに思います。事業費については、還元額としまして月 200万円か

ける 10％かける３ヵ月分で 600万円。事務費については、チラシ印刷や折り込み手数料等 30

万円、合わせまして 630万円を見込んでいるところでございます。 

 以上４つ、８月臨時会提案予定の補正予算に伴います新型コロナウイルス感染症対策でござい

ます。基本的な考え方といたしまして中小企業の経営支援につきましては、令和元年度からやっ
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ておりますけども令和２年度におきまして９月までの６ヵ月間の支援、並行いたしまして、消費

換気対策、あわせましてしっかりと行っていくというような考えでございます。 

 本日、他の課からも指定管理とか社会福祉法人支援、医療福祉機関の支援、また妊婦さんや通

園センターの通園費等の補助の説明があるというふうにもあるのかなと思っております。事業

者、生活、暮らしを守る支援をしっかりと行っていきたいというふうに思っております。企画政

策課分、繰り返しになりますけども現状としまして、事業者の経営支援につきましては９月ま

で、飲食店ですとか宿泊施設またその他の事業所等の支援につながります消費喚起対策につきま

しては、現在行っております飲食店のポイント還元 30％、宿泊施設支援等７月から９月まで、

それから提案のきよポンカードの関連事業を９月から 11 月までプレミアム商品券の事業につ

いて 12 月から１月までとこういうような形で継続した展開ができればなということで提案を

させていただいているところでございます。 

 なお、それ以降の対策も検討していかなきゃならないということでございまして、また９月補

正の段階におきましても、コロナ対策にかかる支援等、他の課とも連携しながら行っていければ

なというふうに思います。以上、新型コロナウイルスに係ります緊急経済対策につきまして企画

政策課分の説明でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 ただいま課長より②について４点の説明がありましたけれども、何か御質問がありましたらお

受けしたいと思います。堀川委員。 

 

○堀川副委員長 

 ２点目のプレミアム商品券発行事業について質問したいと思いますけども、町内消費の回復の

方に 10月以降はシフトしていきたいということで理解します。この内容ですけども 50％のプ

レミアムをつけるということで非常にインパクトはあると思います。果たしてこの 50％という

プレミアムをつけることがそこまで必要なのかどうなのかというところに自分は疑問を持つん

ですけども、十分 30％でもお得感はあって、かなりの消費の喚起には十分繋がると思うんです

よね。なので、50％でいっぺんに２ヵ月間で花火を打ち上げて、どんと使って２ヵ月間で終わ

ってしまうよりもある程度抑えて 30％なり 40％なり抑えてでも長期間にわたって消費喚起を

していくという方向の方が、町内全体のことを回すことを考えると必要ではないかと思うんです

けども、その辺についてどのような考え方を持っているのかお伺いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまの堀川委員からの御質問でございます。このプレミアム商品券の発行事業でございま

す。当初、このプレミアム率、商工会の方、町の補助も活用しながら 12月に例年 20％の商品

券事業を行っているかと思います。この事業は色々検討をしてこの事業を展開するうえでインパ

クトという言葉はあれですけども、ある程度大きな形で消費喚起に繋げていきたいということか

ら今回 50％というようなプレミアム率をつけた事業を行っていきたいということで、今回提案
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をさせていただいております。御質問の中にもありました長期間にわたっての消費喚起というこ

とで、やり方によっては 30％を２回とか 50％を２回というような形も実は事務局の中でもい

ろいろ検討を進めた中でございます。今回、この 12月から１月というような２ヵ月は設定して

ございますけど、この中でお金の方がまわるような形でこの事業を展開できればなというふうに

思っています。 

 なお、今回３ページの内容にも記載をさせていただいております。基本的には 7,500円の商

品券、販売金額５千円ですけども、これについては１万６千枚を用意するような形を考えてござ

います。町民が大体４千人切っておりますけれども大体４千弱ということで最大４セットを購入

できるということで 4 千の４倍の１万 6,000 枚ということで今回この事業を組み立てさせて

いただいたところでございます。 

 長期的な消費喚起の部分について、これで終わりとは考えてございません。先ほども進めてい

くということで説明させていただきました、きよポンカードのポイント還元についても当面は

12月、１月、２月、３月の分も何らかの形での支援策も必要かなというふうに考えてございま

す。その辺、長期にわたって消費喚起ができる対策をまたこれ以外でも含めて行っていきたいと

いうことで今回については大きなプレミアム率をつけた中で町内の消費喚起をまわしていきた

いという観点から今回このような形をとらせていただきましたので、ご理解いただきたいという

ふうに思います。 

 

○池下委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川副委員長 

 この金額自体が１億２千万ということで非常に大きな金額ですし、単純に割りかえすと、町民

４千人全員に当たる分位の金額にはなるポイント券の発行になるんですけども、単純に言って使

い方として若干もったいないなと。もし同じように使うのであれば、やっぱり長期的に使えるよ

うに町内の消費を回復して景気を回すっていうんであれば、プレミアムの金額じゃないんですよ

ね。プレミアムの金額を増やすことが町内喚起を回るんじゃなくて全体の金額、町民の皆さんが

買ってくれた全体の金額がどれだけ町内で回るかということが町内経済の回復に繋がることな

ので、是非 12月、１月の単発２ヵ月ではなくて長期的な視点で、もう１度是非とも４ヵ月、５

ヵ月になるような方法を検討していただきたいなと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまの御質問御意見等でございます。長期にわたって町内消費喚起ができる対策について

とっていかなければならないと思っています。この事業について町内の消費喚起を回す部分、そ

れから町民の方の生活、一部プレミアム率を大きくしまして生活支援の部分も含めた形で今回設

定をさせていただいた事業ということで御理解いただければというふうに思います。今いただい

た御意見等も含めながら今回についてはこの事業等をできればと思っています。それ以外の事業
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についても町内の景気、また生活者の支援も含めた形の事業展開も考えながらコロナ対策の事業

について行っていければなと思いますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 プレミアム商品券のことでお伺いしたいと思います。消費を喚起するという部分では良いこと

じゃないかなと思うんですけど、ただ消費が偏ってしまうというか、そういうことを考えたらな

かなかできないのかなという部分なんですけど、実際に今までのこういう感じのプレミアム商品

券についても実際には使われるところが限られて、偏っている部分があったんです。 

 今回もそういうような部分が見受けられるのかなということで、町長も色々コロナの関係で答

弁では言っていますけど、困っている事業者にということが自ずからプレミアム商品券の中で、

そういう部分がそういうところへ回っていくのかなと懸念される部分が感じられます。こういう

ものにあって、また情勢を踏まえた形の中でなかなか均衡を図っていくのは難しいことなのかも

しれませんけど、そういうようなことを当局として考えているのかどうなのか。ちょっとお伺い

したいなと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまの御質問の関係でございます。これらの事業に類する事業につきまして毎年のように

行っているところがございます。今おっしゃられたとおり、一部の店舗と言いますか、ある程度

の偏り等が見られる部分もあるのかなというふうに思います。その辺全体的に言いますと今回ポ

イントカードということで考えてございますが、昨年のわくわく商品券の部分でいきますと、ポ

イントカードの加盟店で使われたのが大体約 95％、それから昨年の国が行った事業の低所得

者、子育て世代の部分については 85 から 90 の部分で実はポイントカードのお店屋さんで使

われている部分だと思います。そういうこともありまして今年度コロナ対策で行っております。

保健福祉課の子育て世帯、その他の事業につきましてもポイントカードの部分で実は行っている

ところでございます。 

 今いただいた御意見、御質問の部分で、困っているお店についてもこの事業のことによりまし

てまた実績等が出てきますので、それにつきましても十分対応できる部分についてはきちんと考

慮した中で必要な対策があれば対応もきちんととっていければなというふうに思います。今回こ

のような形、今言われたことも含めまして対応等をとっていければと思っているところでありま

す。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 
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○古谷委員 

 基本的に７月の臨時会の段階で質問をさせていただいて、町長から先ほど課長からお話があっ

たとおり必要があれば臨時会も含めてという形で出てきた。ただ９月の当初予定していたのでな

かなか短期間でこれをまとめるという中で、非常に苦労されたということはわかるんですけど

も、１つ気になるのがきっと連続性を持たせて地域の経済という形で中小企業の関係については

他の指定管理や福祉施設などについては 12 月までの５ヵ月を経営支援するということで、今

回は２ヵ月の７月、８月、そのあとに 10％のきよポンの関係の還元を２ヵ月繋いでその後に今

度はプレミアム商品券で繋いでいく。そうやって繋ぎでずっとやって行って綺麗に整理されたと

思うんですが、ただ先ほど来、議論があったとおり、コロナによって清里の消費が低迷している

という部分と、それ以外の要因で下がってきて町外流出という両方の側面があってその中でわく

わくだとかきよポンだとか取り組んで来た経過があって、それにプラスアルファ、今回のコロナ

関係の経済的影響が出ているという前提に立ったときに、私は全く堀川委員と意見を同じくする

ものであって、地域振興券４千万、１人１万円で４千万の経済効果があるよりも、今回みたいな

１億２千万の経済効果がある一定の長期間にわたって経済循環する方が非常にベターだという

考えに立っているわけなんですけれども、やはり 50％のプレミアム率が妥当なのかそれともや

はりもう少し期間を長くして８、９月ぐらいから２月、３月長期に引っ張りながら１億数千万の

経済循環、これが 30％台でプレミアムいけば１億２千万、４千万、５千万に上がるわけであっ

て、そういった長期に低迷している経済消費動向を町内に取り戻す１つのトリガーとして使って

いくという考え方もあるんではないのかなと。 

 集中的に特にプレミアム、年末・年始という従来型のやり方でいくと、先ほど勝又委員からも

あったとおり、特定のところに集中しがちということもあるでしょうし、そういった現在行って

いる飲食店等の関係のポイントの関係もありましょうけれども、そういう一連の流れを考えても

う少し長期にしっかりと経済が循環していくような仕掛けのつくり方、それがきよポンのポイン

トカードの還元と 10％被っても別に綺麗に並べる必要はないんじゃないか。それが相乗効果と

して動いていくような形、それともう１つは商工会に支援しているわくわく商品券をどうされる

のか。また一体化でやっていかないで別々に補助金も既に当初予算で組んでそれをまた 12 月

にやるのか、そういった整理も含めて今回の中で提案されてくるのがやはり時間的余裕がなく

て、その辺の整理はされているのかどうかを含めて、考え方の全体としての方向性については是

としますので手法論としてもっともっとやっぱり経済効果や地域の実態だとか、それから使い勝

手がいいだとかということも含めた配慮が必要じゃないかなというふうに強く感じるところで

すけれども、今お話した関係についてどのように整理されてきているのか。もう１度課長の答弁

をお願いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまの委員からの御質問でございます。このプレミアム商品券の関係でございますけど

も、これについては町内の消費喚起、また町民の方の部分の支援も含めた形でということで今回

提案をさせていただいている事業でございます。先ほど堀川委員からもありました長期的な視点
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に立った対策が必要ということは理解する部分でございますし、その辺考えていかなければなら

ないのかなと思ってございます。この事業につきまして、商工会とも十分連携を取りながらとい

うことで考えてございます。今回 50％のプレミアム率ということで大きな割増率の方をつけさ

せていただいた事業ということで今回提案をさせていただいております。 

 従来、毎年行っております商工会に補助しながらのわくわく商品券の部分について、今後の展

開によっては、またやるのかどうなのか含めて検討が必要かなというふうに思っています。今回

については町としまして消費喚起対策が必要かなということも含めて提案をさせていただきた

く、時期もある程度絞りながらいうことで今回提案をさせていただいているところでございま

す。この事業だけで消費喚起は回らないと思っています。手法とか地域の実態を捉えた中でのプ

レミアム商品券の発行事業というのは重々皆さんからの御意見等を十分参酌しながら行ってい

かなければならないのかなと思っているところでございます。 

 使用期間について 12 月から１月ということで提案しております。その期間についてもう少

し長い期間がいいのかなと、まだ今の段階では即答できませんけども、それらも含めてきちんと

した中、手法論も含めて地域の実情に合わせた中でこの事業を展開していければなというふうに

思っております。 

 今回この事業に皆さんから御意見等いただきましたけども、今のところ提案させていただいた

中身で実施は準備等もありますので 12月、１月というような形をとらせていただいています。

この事業を行うにはやり方も含めて準備期間が必要ということで今回早めに提案をさせていた

だいている部分がございます。今いただいた意見等も入れられる部分がありましたらその辺も含

めて事業展開していければというふうに思っているところでございますので、ご理解いただけれ

ばというふうに思います。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 基本的な考え方としては理解しています。ただ手法論というのは商工会との協議だとか事業者

との協議は十分やっていると思うんです。もう１つ欠けているのは、町民の視点だとか消費者の

視点だとか消費行動というのはどういうふうに起きていくか、経済循環していくかという視点が

やはり非常に弱いという形で受け止めています。 

 そういった意味では先ほど来、堀川委員からもあったとおりプレミアム率やその期間だとかそ

ういったものをもう１回精査した上でぜひ臨時会では提案をいただきたい、これは強く要望した

いというふうに考えますし、まずこれが１つです。 

 それと、っくり考えて行く部分ともう１つは、新北海道スタイルの３番目、これは違う観点で

すけれども、当町における事業所、飲食店等宿泊施設におけるコロナ対策というのがもの凄く遅

れているというのが町民の皆さんの御意見じゃないかと思います。 

 先ほど課長が商工会としては道の補助金をもらいながら新しいマスクだとかをやる。そんなの

はどこの事業所でも３月、４月の段階で終えている形で後追いの補助金が出てくるだけの話であ

って、町の支援策もそうですけれども、今 30％のプレミアムも出ているけどもポイント還元も

あるけどもとか、飲食店に我々も家族で行くんですけれども、見たところそういった対策がしっ
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かりされてなくて躊躇するという声なども非常に大きく聞いたりするわけで、その辺、指定管理

もありましたけども事業者は商工業者の主体的な取り組み、お金があるなしとは別の話としてや

っぱりやらなくちゃいけないことは先食いでやっていって、町としては町として財政的な支援を

しっかり後追いでも良いからやっていく形になっているわけですが、その辺のスピード感と消費

者、町民がどのように受けとめているかという視点や観点をもう１回加味して事業を展開してい

かないとちょっと浮いてしまう部分が出てくるかなという危惧もしておりますので、その辺のバ

ランスをただ単に商工業者や観光業者の声を聞くだけなくて、町民の皆さんのそういった消費行

動や視点というものをもう１回チェックした上で補正の予算を提案いただきい、このように考え

ます。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいま委員からの御意見、ご指摘でございます。商工業者等だけではなくて町民の視点とい

うのが大変大事かなというふうに思っている部分でございます。後段にありました新北海道スタ

イルの部分について、委員おっしゃるとおり、本当であればもう少し早い段階で事業展開が必要

だったのかなと思いますし、消耗品的なものは各個店に行っていただけるものかなというふうに

思っています。それにあわせて商工会の方では北海道の事業を活用しながら上乗せの部分でやる

ということで個店、商工会においてそれらについては、来ていただくお客さん、町民、またそれ

以外の方もいますので、その辺については十分に配慮しながら、当然商工業者だけではありませ

んけどそちらの方でも十分な対策をとってもらう必要があるのかなというふうに思います。 

 色んな部分で商品券であったりこの新北海道スタイルの部分、商工会、商工関係機関、個店だ

けではなくて、町民の視点とも当然十分見極めながら事業展開が必要と思っているところでござ

います。今の意見等を十分に参酌しながら考えていきたいと思っているところでございます。 

 

○池下委員長 

 他、前中委員。 

 

○前中委員 

 新北海道スタイルに関連して思ったことがあるんですが、北海道のスタイル要請ということで

補助案件でなってきていると思いますし、この中で本町独自の補助事業ということで改めて出て

きたわけですけど、農業分野でも換気、３密を避けるという部分で国の農水の予算の中にあるん

です。そこに対して３ページの後段に、国または他の云々と文言がありますけど、仮にそういう

時に町としてそういう案件は農業関連であるがゆえに対応はしないのか、するのか判断を考えら

れているのか確認の上で。多分事業所云々しか書いていませんから農業は除外しますという項目

があればそういう形になると思うんですけども。 

 

○池下委員長 

 課長。 
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○企画政策課長 

 この事業、新北海道スタイル店舗の関係でございます。基本的には他の区分と同じく商工業を

主とする部分についての支援というふうに考えているところでございます。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 商工業というより６次化とかそういう業種があった時に、例えば生鮮加工施設に対する換気扇

の増量アップするとか、それは農水省予算でもう申請あがっています。それに対して町としては

今の話では商工業という括りですけど、それは補助しないという判断で考えているという理解で

よろしいですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 現状では商工業の部分についてということで考えているところでございます。 

 

○前中委員 

 僕が言いたいのはそうであるならば、やはりそこは明記しないと。本来であるならば新型コロ

ナウイルス感染症対策本部というものはしっかり立ちあがっていて、色んな課を横断した中のす

り合わせ、今国のコロナに対する支援策、農林水産業もありますけどそういうすり合せができて

いるのであれば、今起きている案件がどういう補助案件があるかというのはしっかりと話し合う

べきであって、本町独自の補助事業で謳うのであれば、きっちりと農業関連に対しては除外しま

すという文言を入れても僕は何ら６次化にかかる部分で大丈夫じゃないかなと思うんですけど、

あくまでも農業者でも商工会に加入している実態はありますから、そういう時はどうなんですか

と言ったら同じように商工業からの申請書は出せますから。そういう情報共有をしておかない

と、先ほども指定管理の中でいろんな話が出ました。算定基準で売上 70％、支出 90％。今回

は独自の経営支援は 15から 30％とありますけども、そういう情報共有はしておかないと町民

は一緒くたに見ますから、どこかでやはりそういうようなハードルが必然的に高くなるのであれ

ば、やはりしっかりとした基準を今後の中でこれから長い付き合いになると思いますから、きっ

ちりと制度の中の仕組み、制度設計を徐々に長く対応するというか、今の初期的な対処療法は終

わりました。その中で長期的な部分で同じことはもう限られた財政ですから、見直しの中で常に

対策本部の中で共有しながらやっていかないと、どうも縦割りの中というか、その中で見えなく

なってしまうとなかなか良い方向に進まないから税金投入というか、そうなりますからそこら辺

現実問題、換気扇の設置だとか農協であがっている事業もありますから、そういうことをしっか

りと情報として押さえるというのも持っていただきたいという部分なんですけど。 
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○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまの委員からの御質問の御指摘でございます。コロナ対策におきましてはコロナ対策本

部を設置する中、全課にまたがる支援対策等を行っていかなければならないと思っております。

国の支援、北海道の支援、町の支援、横との連携を密にしながら行っていかなければならないの

かなと思います。 

 そういう連携をしながら、また町民に対してもきちんとした情報提供等も町民または事業者色

んな部分でもそういうのが必要かなというふうに思ってございます。情報共有をきちんとしなが

らこのコロナ対策本部を中心に行っていければなというふうに思っています。 

 

○池下委員長 

 ②についてよろしいですか。それでは③と④が関連ありますので進めてください。担当。 

 

○企画政策課主幹 

 それでは私の方から令和２年度一般会計補正予算（第５号）にかかります議案③番が全体概

要、そして④番が企画政策課所管分ということで今後提案予定ということで内容説明をさせてい

ただきます。まず資料５ページをご覧ください。 

 今回の補正につきましては現計予算額 63 億５千 816 万５千円に補正額１億 471 万１千円

を追加しまして、補正後の予算額 64億６千 287万６千円とするものでございます。はじめに

歳出の補正内容を、款ごとに説明いたします。まず総務費でございますが増額補正分につきまし

ては、すべて新型コロナウイルス感染症対策事業にかかる費用となってございます。 

 主な内容です。指定管理施設経営安定化事業１千 200万円につきましては、新型コロナウイ

ルスの影響による温泉指定管理施設の経営安定化を支援するものでございます。避難所等資機材

整備事業をにつきましては、929 万５千円でございまして、避難所における新型コロナウイル

ス感染症対策、これに対応するための資器材整備するものでございます。中小企業経営安定化支

援事業 924万円につきましては、新型コロナウイルスの影響による売上減少、この町内事業者

への経営安定化支援を行うものでございます。 

 プレミアム商品券発行事業４千200万円につきましては清里町商工会が発行するプレミアム

商品券発行事業に対しまして補助を行うものでございます。なお、事業費のうち 800万円につ

きましては道補助金を充当いたします。 

 続いて清里町新北海道スタイル店舗改修事業900万円につきましては新北海道スタイルに対

応した店舗改修及び備品購入に対しまして補助を行うものでございます。 

 きよポンカードポイント還元事業 630万円につきましては、町内経済の活性化及びきよポン

カードの普及、キャッシュレス化の推進を図るため現金チャージをする時に 10％のポイント還

元を行うものでございます。 

 続きまして、医療機関等支援事業 180万円につきましては、医療機関等の安定的な事業運営

に向けた支援を行うものでございます。 

 続きまして、妊産婦支援事業 262万円、こちらにつきましては安心して出産育児ができるよ
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う応援支援するため、妊産婦の方に支援金を支給するものでございます。 

 続きまして、社会福祉法人支援事業 665万円につきましては新型コロナウイルス感染予防の

ために事業を休止した期間に要する人件費、施設維持管理費等の経費に対しまして支援するもの

でございます。 

 続きまして斜里地区子ども通園センター通園費補助事業につきましては、通常、通園費の支援

として公共交通機関、この交通費を補助しているところでございますけれども、新型コロナウイ

ルス感染予防のため令和２年度に限り、自家用車使用による算定を行い補助するものでございま

す。要綱の改正、これも伴いまして新たに 42万２千円を計上いたします。また総合戦略費で当

初予算計上済みの 21万５千円を減額補正の予定でございます。総務費の合計９千 911万２千

円を計上してまいりたいと考えてございます。 

 続きまして衛生費です。診療所備品購入事業 559万９千円につきましては診療所のレントゲ

ン撮影システムの更新に伴いまして診療業務の効率化、また患者サービスの向上を図るものでご

ざいます。 

 続きまして、歳入の説明でございますけれども地方交付税に 559万９千円を計上してまいり

ます。 

 次に道支出金でございますが、プレミアム付き商品券発行支援事業費補助金ということで、道

からの 800万円の計上をしてまいります。 

 次に繰入金でございますけれども、財政調整基金より新型コロナウイルス感染症対策費の一般

財源分ということで、９千 111万２千円を計上してまいります。歳入歳出の現計予算額 63億

５千 816 万５千円に補正額１億 471 万１千円を追加しまして、補正後の予算額 64 億６千

287万６千円で計上してまいりたいと考えてございます。 

 続きまして、資料６ページからにつきましては、ただ今説明いたしました補正事業の概要とい

うことで掲載をしているところでありますけれども、各担当部署よりそれぞれの事業の詳細につ

いて説明があるかと思いますので、ここでの私からの説明は省略をさせていただきます。 

 引き続きまして、大きな４番になりますが、資料の９ページをご覧ください。補正計上を予定

しております補正事業の企画政策課所管分の説明をさせていただきます。 

 上段から２款総務費、1１項新型コロナウイルス感染症対策費、１目新型コロナウイルス感染

症対策費、中小企業経営安定化支援事業でございます。議題の２つ目で事業説明がありましたと

おり、新型コロナウイルス感染症による予防、自粛などの影響により営業収入が減少した町内商

工業を主とする中小企業に対しまして経営維持及び雇用維持等を図るための支援を行うもので

ございます。これまでの支援内容の見直しをしながらも８月、９月継続的に支援するものでござ

いまして事業費合計 924万円を計上いたしまして財源は全て一般財源でございます。 

 続きまして表の二段目、プレミアム商品券発行事業でございます。こちらも先程説明、また各

委員よりの御意見あったところでございます。まず当初、経過している部分ということで説明さ

せていただきますが新型コロナウイルスの影響により町内消費が低迷しているということで

50％のプレミアム付き商品券を発行する事業に対しまして、補助を行ってまいりたいと考えて

ございます。事業の予定時期は今のところ令和２年 12 月から令和３年１月の２ヵ月間という

ことで事業費の合計４千 200 万円、財源のうちプレミアム１0％分が 800 万円ということで

道補助金を見込んでおりまして、残りにつきましては全て一般財源でございます。 

 続きまして表の３段目、新北海道スタイル店舗改修事業でございます。こちらも前段の説明の
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とおりでございますが、新型コロナウイルス感染症の予防、防止を図るために必要な備品購入、

設備の導入、また店舗改修これを実施する事業者に対しまして経費の一部を補助することにより

まして感染拡大予防、事業者負担の軽減を図ってまいりたいと思います。 

 補助率 90％で限度額 30 万円、補正の予算額といたしましては 900 万円で計上をしてまい

りたいと考えてございます。財源につきましては全て一般財源でございます。 

 続きまして最後下段のきよポンカードポイント還元事業でございます。こちらも前段の説明の

通りでございますが、町内消費低迷しているというな状況これを鑑みまして町内の消費喚起活性

化を図る、それとともにきよポンカードの普及、またキャッシュレス化の推進を図るため、きよ

ポンカードへの現金チャージをするときに 10％のポイント還元を行うものでございます。 

 実施時期につきましては、令和２年９月１日から 11 月 30 日までの３ヵ月間を考えており

まして、ポイント還元分また事務費の事業費合計が 30万円、これらを全て一般財源にて計上を

予定してございます。以上で、令和２年度一般会計補正予算全体の概要と企画政策課所管分の説

明とさせていただきます。 

 

○池下委員長 

 ただいま③番④番の説明がありましたけども、委員の皆さん何か御質問ありますか。古谷委

員。 

 

○古谷委員 

 １点だけ確認させていただきたいんですけど、補正予算の歳入財源で繰入金で財調から入れる

んですけども、すでに国の２次補正の関係の配分が決まって臨時交付金が１億９千万あるのに、

なぜ補正財源として組み込んでいかないのか、特別な理由があって何らかの事情があるのか、そ

の辺を。基本的には他の町村のコロナ対策については既にほぼ他の市町村の予算を見てますけ

ど、ほぼ国の二次交付金を財源としてきちんと組みながらやっていくというのが、当然の町の姿

勢じゃないかと思いますけども財調からわざわざ入れなくちゃいけない理由というのは何かあ

るんですか、御説明願いたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまの委員からの御質問でございます。今回、国の臨時交付金については一次が６千万

弱、５千 900万。二次については１億９千万ということで合計しますと２億５千万円がござい

ました。一次分については既に充当している部分でございますけども、二次分については１億９

千万円でございます。他の市町村の状況等々、まだ把握していない部分でございますけども、二

次分について、国からについては内示ということで１億９千万円の部分がございました。これに

ついてまだ内示の段階で決定していないという部分がございましたので、一次と同じように一旦

財調の方から一般財源としてこの事業に充てているところでございます。 

 ただ、国の臨時交付金につきまして必要な適正な時期に充当が必要だと委員の御指摘のとおり

考えておりますので、その辺についてきちんとした形で国からの臨時交付金についてはコロナ対



‐35‐ 

 

策事業に充てるということを含めてしていければと思っておりますのでご理解いただければと

思います。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 町の財政の考え方なのでどうのこうの言いませんけど、建設事業であろうが投資事業であろう

が精算払いでないわけであって、国の補助金や交付金の内示があった段階で、これは臨時交付金

ですから特定の一般財源ですけども、それを充当しないでやっていくというのは本来のあり方で

はなくて、本来、国がこの支援を決めて、国の予算はもう成立しているわけで、しかも内示も出

ている財源を充当しないでというのはいかがなものかというふうに思いますけれども、それぞれ

の財政運営の考え方でしょうから、一次の既に振り替えている部分と、二次の 1 億９千万をし

っかり３月までの間において長期的な展望に立って地域の振興対策の中に向けていただきたい、

このように考えます。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 委員からの御指摘の部分、きちんと参酌しながら今後の長期的なコロナ対策の中できちんと反

映、充当をしていきたいと思っておりますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 ほか、ありませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

 細かい話で大変恐縮なんですけど、先ほど質疑したんですけど、店舗改修云々という言葉だけ

じゃなくて、店舗事業所とこういう形のくくりにしないと、余りにも店舗、店舗という言葉が違

和感がありますから、その中の債務分の補助対象事業者という中には町内において事業所を有

し、まで書いておられる以上、やはり店舗、事業所等ぐらいの形の補助事業の名称にした方がい

いんじゃないかなと思いますけども。あくまでも店舗という言葉になれば店舗なのかなという部

分で考え方、捉え方ですけども、もし意向再考があるのであれば考えていただきたいということ

です。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今いただいた御意見等も含めて適切な言葉という形の事業名にしていきたいなというふうに
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検討させていただければというふうに思っております。 

 

○池下委員長 

 他、よろしいですか。課長。 

 

○企画政策課長 

 実は７月の臨時会後に議員控室で議会終わった後に９月５日、６日の産業まつりの代替の事業

の関係について御説明させていただきました。その時にも議員の皆さんから御意見等ございまし

た。もう一度実行委員会の事務局の中で色々と協議をさせていただきました。コロナの状況や現

状、いろんな部分の判断をさせていただいた結果、一部の議員さんが来られてお答えした部分も

ありますけど、９月５日、６日。５日花火大会、６日についてはマルシェ的なものということで

お話をさせていただきましたけども産業まつりの代替として行う事業については中止というこ

とにさせていただきました。また、今後必要なものについてはきちんとご理解いただいた上で行

っていくというふうに思いますけども９月５日、６日の代替実行委員会として行う事業について

は今回見送りというか中止、行わないことにさせていただきましたので色々と説明させていただ

きましたけど、そういう対応をとらせていただきますので報告をさせていただきます。 

 

○池下委員長 

 それでは何もないようでしたら企画政策課終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

 

○池下委員長 

 大きな２番、次回委員会の開催について。 

 

○議会事務局長 

 次回委員会でございますが、８月 18日火曜日、臨時会終了後に行いたいと思いますのでよろ

しくお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 その他、何かありますか。よろしいですか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

 〇池下委員長 

 それでは、第 11回総務文教常任委員会を終わります。ご苦労さまでした。 

 

 （閉会  午前 11時 19分） 


