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第４回総務文教常任委員会会議録 

令和２年３月 26日（木） 

開 会  午前  ９時 00 分 

閉 会  午前 10時 09 分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

●企画政策課 

  ①清里町まちづくりアンケートの結果概要について 

  ②新型コロナウイルス感染症に伴う影響対策について 

 

２．所管事務調査について 

  ①道外所管事務調査について 

 

３．次回委員会の開催について 

 

４．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 

■企画政策課長      伊藤 浩幸    ■企画政策課主幹    阿部 真也 

■まちづくりＧ主査    薗部  充 

 

  

○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 
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  ●開会の宣告 

 

○池下委員長 

  ただいまから第４回総務文教常任委員会を開催いたします。 

 

○池下委員長 

 企画政策課から２点提出されておりますので、１点ずつ説明よろしくお願いします。課長。 

 

○企画政策課長 

 今委員長から言われた通り企画政策課から２点ということで、総合計画、総合戦略の意見反映

を行うためのまちづくりアンケートの結果概要、２つ目がコロナウイルスの感染症に伴う影響対

策ということで融資の関係でございますけども、これにつきまして担当の方から説明させていた

だきますのでよろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○まちづくりＧ主査 

 １点目の清里町まちづくりアンケートの結果の概要について御説明をしたいと思います。 

 まず、本アンケートについてですけれども町民意識を把握するということを目的にアンケート

調査の手法によって把握・分析を行いたいということで行っております。具体的なアンケートの

項目等については、コンサルの知見を活用して原案を作っていただき、町の方で承認をする形で

作りました。 

 アンケート対象者等については町の方で対象者の抽出、発送等を行ってございます。対象者と

いたしましては本年の１月１日を基準日として全世帯。その中から 18 歳以上の方を世帯の中

から無作為で抽出をするという形をとってございます。 

 調査の期間でありますけれども、これにつきましては記載には２月となっておりますが、具体

的には１月 30日に発送をして１日には届くという形で始めております。ただ、基準日が１月１

日でありましてその後抽出等を行って１月 30 日の発送でありましたのでそれまでの住民の異

動がございました。それで実際に死亡があったりとか世帯内の異動であったりとか、あるいは住

民登録はあったにしても町内にいらっしゃらなくて宛所あたりませんというようなこともあり

まして、最終的にはお手元には 1,752 通を配布してございます。そのうち 630 通を回収いた

しました。回収率は 36％となっております。 

 アンケートの結果につきましては、まだ概要として速報をいただいたところでありまして、詳

細は集計中でありましてまだ報告をいただいておりません。概要としていただいた分については

ここに記載の９ページまでのとおりとなっております。町としても詳細版をいただいていないの

で、これについての町としての分析はまだ済んでいないところです。アンケートそのものにつき

ましては、各世帯に必ず１通をお願いいたしましたので委員の皆さんも既に御承知のことかと思

います。アンケートを御回答いただく方についての属性ですね。性別や年代や職業柄というよう
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なことを書いているところが１ページでございます。 

続きまして２ページについてはですね。総合的な住み良さだとか住み続けていきたいかと言った

ような町民の皆さんの思いのところを聞いております。 

 ３ページについては、それの詳細であったりということになっています。３ページの下段の方

には第５次の総合計画について全部を伺うわけにはいかなかったものですから、抽出の形になり

ましたけれども大きな項目について町民の皆さまがどう感じていらっしゃるのかということを

伺ってございます。 

 ４ページになります。これについては、まちづくりに対する満足度、隣にそれと対応するよう

にこの事業が重要なのかそういうふうに感じていただいているかというところを聞いています。

この４ページか５ページが具体的に聞いた回答の結果で、次の６ページにそれを満足度、重要度

の加重平均の分布ということで載せてあるものです。１番このアンケートの中では重要な部分で

はないかなというふうには感じております。 

 左上のところになりますけれども、これは全体の結果としては左上の小さな図です。ただ、こ

の分布が重要度では重要でないという側にはプロットされておりませんので、上半分以上という

ことになったので、それを拡大をして４ページ５ページにあるプロット全部をここに記載してい

るところであります。上に行くほど重要で、右に行くほど満足度が高いというところでありま

す。 

 それから７ページについては、清里町の産業振興をどのように力を注いだら良いのかとか、特

産品についてだとか、自然災害、少子化子育て対策というようなことを伺ってございます。 

 ８ページについては老後の暮らしに対する不安、その下についてはお互いにこの町で老後を過

ごすに当たっては手伝ってもらえたらなぁ、あるいは手伝ってあげられるのにということ、これ

についてお伺いしたものです。下については特に必要なまちづくりや地域に関することをどのよ

うにお考えですかというようなことを伺っております。 

 ９ページについて。まちづくりの住民活動に伺っています。最後でありますけども、まちづく

りを進めていくにはどのように御考えですかというようなところについて、これは全部網羅され

ているところですけども詳細でありませんが、このような回答があったということです。 

 これにつきましては、町民の皆さんにアンケートをいただくにあたって広報等で、皆さんにお

知らせをしますとお約束しておりますので、詳細版についてはなかなか広報でということにはな

りませんけれども、この概要につきましては４月号広報、概要版も全部は載せられませんので５

月号の広報と２回に分けてお知らせをしていきたいと考えています。 

 追ってホームページの方にも概要版については掲載をして町民の皆さんにお知らせをしてい

きたいと考えてございます。 

 もう１つ、中学生高校生にも、まちづくりについてどういうふうに考えているかアンケートを

回答いただいて町民の皆さんのアンケートよりはコンパクトにはしていますけど、ほとんど網羅

した形で簡単に答えていただけるようなものとして実施をしています。これにつきましては、２

月下旬にお願いをして、３月いっぱいでの回収ということで当初お願いしましたが、２月下旬に

なりましてコロナウイルスの対策というようなことで学校の休校もあったりというようなこと

で当初予定とは若干違う形での回収になろうかなと思っています。回収についても３月いっぱい

ということには収まりがつきませんので、４月中になってからの部分もあります。これにつきま

してもまた回収が済み集計分析をやってまいりたいと思いますので、もうしばらくお待ちをいた
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だきたいと思います。以上でございます。 

 

○池下委員長 

 ただいま担当より清里町まちづくりアンケートの結果概要についてということで説明があり

ましたけど、委員の皆さん何かご質問ありますか。質問ないですか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 アンケート直接じゃないんですが、総合計画全般の関係で今回のコロナウイルスの関係と含め

て作業がきっとかなり遅れて行かざるを得なかったと思うんですけど、今後大体９月中にきっと

答申、当初の関係ですと９月答申ですから、その日程スケジュールで進んでいくのか。その修正

等を行って行くのかどうなのか。その辺の状況をまず確認させていただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○まちづくりＧ主査 

 コロナウイルス対策の影響は大きく受けてございます。年度内での総合計画策定審議について

は会議を持てませんでした。大きな会議を開くことはこの状況では難しいということで、では今

後どうなのかというと、このコロナが今見通せない状況の中で、こうこうこうですよという具体

的なことは今のところまだ申し上げられないわけですけれども、ここまでの影響そのものについ

ては、新年度で取り戻せるということでコンサルとスケジュールの見直しをするということで話

をしております。 

 今週もコンサル呼んでおりまして、その辺について今立てられるスケジュールというのはどう

なのかと１回立ててみようと考えています。これまでのスケジュールへの影響をどう調整する

か。ただこの先の展開によってはまた大きく変わっていくことも考えられると思います。 

 それから 70 数名の委員さんとともにつくり上げたいというふうに考えておりまして、ワー

クショップ形式で顔を寄せ合ってというふうに考えておりましたけども、それが本当にできない

となった時にどんなやり方をするのか。その辺からも考えなくちゃいけないのかなと。先ほど申

しましたこれまでの影響についてをどうスケジュールに反映するかというそこまでの話ではな

いですけども、そういうところの今後検討を考えなくてはいけないというふうにも感じておりま

す。ただ、申し訳ありませんけれども今時点でこうこうこうですよということは申し上げられな

いのが本当のところです。以上です。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 客観的状況ですから仕方ない。ただ今回の第６次総合計画の予算等の提案の段階から課題にな

ったのがやっぱり住民参加型でやっていくのと、コンサルに頼り過ぎでは困るという話が議会で

も議論あったわけで、より一層そのコンサル云々では無く今回のアンケートを見てもわかるとお
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り、まちづくり住民参加についてもそう思わないとか余り思わないということが非常に強く出て

いますよね、色濃く出ていますよね。アンケート結果の中でも。住民参加については非常に弱い

んじゃないかという結果。そういった状況において今後そういったワークショップ等が非常に難

しい環境になったということは、ある意味では職員が主体的に作っていくという形がある時期ま

では求められるんじゃないかと認識するわけですけど、その辺の考え方、コンサルありきではな

くて大変でしょうけども、職員ありきの中である一定のそういったものの積み上げをやっておい

て住民にフィードバックしていくという仕組みをもう１回チェックして、スケジュールだけでな

くして、その今後の作業の工程をきちんともう１回チェックしておく必要があるのではないか。

特にその辺のことが非常に重要になってくるんじゃないのかなと考えるわけなんですが、その辺

の考え方、もう一度ご答弁願いたいと思います。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○まちづくりＧ主査 

 今後の展開によってと先ほど申し上げたところには、もう１歩踏み込めば当然ながら期限があ

るわけですから、そういうことも当然考えなくてはいけないかもしれません。今そこまでは申し

上げるべきではないのかなと思っておりましたけども、大勢の委員さん集まってということが皆

さんの健康や安全を考えては出来ないとなればどうやるかということになると、そういう今委員

おっしゃられたようなやり方というのは有力な案ではないかなというふうに思いますけど、もう

しばらくちょっと様子を見ないといけないかなと。繰り返しになりますけど、期限があることで

すから、作り上げていくとなれば色んなことをやっぱり検討せざるを得ないというふうに考えて

おります。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 あまり回収率がよくなかったという気がするんですよね。ただ他との比較がわからない部分で

すけど。もう少し集まった方がよかったのかなという形の中で、古谷委員から言われたようなこ

ともきちっとした形の住民参加型っていう形が取れるのかなというのが懸念される部分と、これ

らの回収率も含めてコンサルとの話合いの中で今回の回収率の関係、これらも含めて住民の意見

が反映されているという見解の中で捉えているのかどうかお聞かせ願いたいと思います。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○まちづくりＧ主査 

 回収率についてはこれは公式な考え方ではないですけど担当レベルとしては、４割は超えて清

里の町民の皆さんの意識からすると５割に届くんじゃないかなと。これ全くの余談で。という期
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待の中で始めましたが、一方ではこういったアンケート調査に知見のあるコンサル担当の方から

すれば全世帯を対象にするというようなところからすると、それはやはり実はわかりにくいもの

ですよというようなアドバイスはいただいておりました。 

 現に抽出等の作業をしていけば当然ながら高齢の独居の方たちのなかなかお一人では厳しい

という方たちにもいらっしゃるようですし、なかなか回収率はやはり上がりにくい手法をとった

んだなというところはあります。ただ、やはり広く多くの町民の皆さんの意見を聞いてみたいと

いうところで、敢えてこのような形の対応をさせていただきました。ただ、それで町民ニーズを

拾えているかというところでございますけれども、回答者の年代というところでみれば、この分

布というのは大体町民の皆さんの分布とそう大きく違っていないものでありますので、回答に協

力できる方については協力していただけたものと感じております。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 少なければおそらく１つの町民の意見というのがなかなか吸収できなかったかなという見解

で僕らとしてはそう捉える部分ですから、先ほどワークショップの云々という部分、先にコロナ

の関係もありますからね。やっぱりそういうような形できちっとやっぱり吸い上げられなかった

分も吸い上げていけるような方策というのは必要じゃないかなと思うんですよね。先ほどその状

況もどうなるかわからないということでしたけども、是非ともなるべく町民の感覚から外れてい

ない形の計画がきちっと作成されるような、職員大変だと思いますけど努力していただきたいな

とそのように思う次第であります。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○まちづくりＧ主査  

 今後の進め方については臨機応変に最大限の効果と言いますか、発揮できるような形で考えて

まいりたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○池下委員長 

 他にありませんか。私の方からもこの調査について、まちづくり分野の満足度という部分に関

しては 30項目ある中で、５項目がやや不満、かなり不満という部分に関して 50％以上なんで

すよ。特に、買い物のしやすさの部分に関してはやや不満、かなり不満が 82.5％。確かに 1,700

人のうちの 630 人って 36％かもしれないですけども、本当に少ない人数の回答率にも関わら

ずこういった数字が出る。やはりこういったところを今後第６次の総合計画の中でいかに解消し

ていくか。ＪＲ、バス、ハイヤー、医療、こういった部分も本当に 50％以上町民の声が表れて

いるわけですよ。それでやはり一番大事なのは確かにコンサルにお願いするのもわかりますがや

はり地元にいる我々が本当にまちづくりに対してどういったことを念頭において作り上げてい

くかというのが一番大事だと思いますので、すべて丸投げでないにしてもコンサルの力を借りな
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いとやっていけないのはわかりますが、是非自分たちの力でなんとかこういった部分の解消をし

ていけるような、６次の総合計画づくりを各委員も何十人もおりますけども、やはり基本になる

のはやっぱり原課でたたき台を、たたき台のたたき台とではないですけども、やはりこういった

数字が出ているわけですからこの局面に対してどうやっていくのか。確かにコロナの部分に関し

て色んな集まりがなかなか出来ないという部分わかりますが、そこを踏まえて何とか期限の中に

良いものを作り上げていってもらいたいなというふうに思います。課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまの委員長からのご質問でございます。先ほども他の委員さんからも御質問等ありまし

た。今、例に出された買い物の関係等含めてそれ以外についてもアンケートでは色んなご意見等

いただいているところでございます。 

 当然町民の声というふうに認識しております。このアンケートについては総合計画また総合戦

略のそれに意見反映ということで行っている部分でございますけど、計画だけではなくて、当然

町の施策事業にも十分今後生かしていかなければならない部分というのはかなりあるのかなと

いうふうに思っておりますので、今委員長からありました意見等も十分参酌しながらより良い計

画づくり等を進めていきたいというふうに思っているところでございます。 

 

○池下委員長 

 次移ってよろしいですか。それでは②新型コロナウイルス感染症に伴う影響対策について説明

お願いします。担当。 

 

○企画政策課主幹 

 10ページの方ご覧いただければと思います。昨今からのコロナウイルス対策の関係につきま

しては先般の議員協議会等でも説明をしたところでありますが、まず第１弾としまして、緊急融

資小口の部分ということでございます。概要としまして 10 ページご覧いただけたらと思いま

すけども 11、12 ページにつきましては実施要綱を定めましたので説明をしていきたいと思い

ます。新型コロナウイルス感染に伴う対応として資金融資という形で銘打ってございます。御承

知のとおり、コロナウイルスに対する経済的危機的状況についての融資喚起を行っていくという

ものでございます。第２条の方に要綱はなるんですけども融資の保証につきましては今回町が全

額保証を行うという金融機関でもし債務が滞った場合については町の方が保証をしていくとい

う形の設定にさせていただいてございます。対象ですけれども、色々な国の事業でもございま

す。その中を参酌しまして本町の定義としましては、清里町内の商工業者そして北海道が緊急事

態宣言を発令しました令和２年２月 28日、この日以前に営業を行っていると。この日を境にい

きなり突飛もない事業者が出てくるってことについては考えものがありますので設定いたしま

した。ですのでそれ以前に行っている事業者ということに対して経営状況を示していただきまし

て融資の対象としていくという形にしているものでございます。 

 要綱としては３条の類になりますけれども清里町の独立した事業所ということで先ほど来か

ら緊急宣言の以前から営業している事業者を対象としてございます。あわせて公租公課等公簿の

提示ができて、決算状況等がわかる形の事業者としてございます。そして公金を投入するわけで

ございますので、町税を滞納していないという形の条件を付しているところでございます。 



‐8‐ 

 

 要綱の方では第４条になりますけれども、こちらにつきましては主に貸付要件関係ということ

で先ほどとも重複しますがコロナウイルスでの月額比較で前年同月５％以上の減少という形で、

またこのあと到来する２ヵ月間においてさらに同じように５％以上売上高が減少する見込みと

いうことを対象としているところでございます。国等でもおそらく一番低いタイプのものになる

のでないかというふうに思っているところございます。貸付枠としましては、運転資金としまし

て１事業者につき 50 万円以内という小口のものを設定しているところでございます。償還の

期間としましては５年以内、貸付率につきましては２％以内ということで金融機関との折衝を行

った範囲内の設定といったところでございます。 

 連帯保証につきましては町が保証し、小口融資それから緊急性のことを鑑みまして要しないと

いう形で設定するものでございます。それから町融資等もございますが今回につきましては利子

補給全額、町が利子補給を行うものでございます。50万円の最大額に対しまして利子補給とい

う形でございます。お申し込み関係の１部手続きの関係の部分でございますが、こういった事業

者の経理状況との関係も鑑みましてこの申込み関係については、商工会の方に一部事業を委託し

ていこうというふうに思っているところでございます。もちろん会員等になっている方もいらっ

しゃいますのでその方、それ以外の分についてもやはり経営状況は一旦精査をする場面を設けた

いと、このように思ってございます。 

 借入につきましては様式等の提出、決算の提出、書類等々の精査を得まして町の方としまして

は貸付の認定を行っていくという形になります。認定書の発行をもちまして銀行からの融資が可

能という手筈になります。最後に、既に国の方でも同様の要件的には色々あるかと思いますが最

大では無利子を３年間という融資もございます。ただ日本政策金融公庫、北見の支店になるんで

すけどもこちらの方に行かれる方、ただこれについても色々な本町のすでに町融資を借りた方で

公庫の例えば対象とかになかなか敷居が高い方もいらっしゃる方もいらっしゃると思います。そ

ういった意味合いもあって今回この小口融資を設定してございますので国の方の有力ないわゆ

る国費が投入して負担軽減できる方についてはそちらの方に行っていただくということを７条

の部分で国事業等の活用という形で載せてもらっています。 

 ただ、恐らくはその部分でこの小口の方にまわってくる方もいらっしゃるのかなということで

順番としては国の事業の活用もしながら本町の設定したこの事業も有効に使っていただきたい

とこうした意味合いの設定でございます。要綱としましては公布の日からということで既に受付

等の準備を進めておりまして今月内には融資の実行できる形で進めているところでございます。 

 また、まずこの３カ月で５月というところまで足がかかってくるわけですので、まずその間に

資金繰りの融資、今回は３月の部分があるかと思うんですが、４月５月の中で出てくる形の部分

の対象ということで、まずは一旦要綱の設定としては５月末ということに一区切りにさせていた

だきますが、先ほど来からコロナの状況が見えませんので、その場合については例えばこの要綱

の制度を延長するとか、もしくはもっと大口なもの、公庫も含めて町有地も含めた形のものを設

定していくことになろうかと思います。まずは緊急的な部分ということで５月までという目途を

つけさせてもらいまして設定をしているところでございます。制度要綱としては説明を以上で終

わります。 

 

○池下委員長 

 このことにつきまして今説明がありましたけども、何か御質問がありましたら。古谷委員。 
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○古谷委員 

 まず今回の融資の関係について主幹から説明があった通り速やかに緊急的な１件の取りこぼ

しのないようにお店を閉めるような状況が生じないように速やかに進めていただきたいという

ふうに要望をしておきたいと思います。 

 それとあわせて今主幹からお話あったとおり国の関係についての様々な支援策が検討されて

いる。その前提となったのは長期戦じゃないかという前提に立ってある早い段階で支援しなけれ

ばいけない制度整備をしなくちゃいけないもの、消費を喚起しなくちゃいけないものとかいう形

の中でフルセットではなくして、ある状況において国の制度をみながら町としても先般説明のあ

った等の固定的経費の支援ですとか、消費の喚起対策みたいなものを最初からフルセットは難し

いと思いますので、国の動向を見ながら適切な時期に適正な対応という形で特にここ３ヵ月ぐら

いの間において、ある一定の段階を新年度予算の補正も含めて段階的にやっていくという考え方

できっと準備はされているかなと思いますが、その辺の準備状況も併せて、まだ、たたき台とか

内部的な話でしょうけども、その辺の考え方が今示されるものがあればここで示していただけれ

ば大変ありがたいと思いますが。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今、古谷委員からの御質問の関係でございます。このコロナの部分、今先ほど主幹から説明し

たものについては、小口融資ということでまずは緊急的ということで先ほど５月末となっていま

すけれども、これについても長期になれば当然また色々な部分でこの延長も含めて、またさらに

額の多い融資とかということも検討していかなければならないかなというふうに思っていると

ころでございます。 

 先ほど来お伝えしていますけれども、国の方で色々な制度等を出してきている状況でして、国

の制度を活用、また本町の融資制度も出しながらということで本当にお店屋さんが閉じるという

ようなことが生じないように進めていきたいというふうに思っているところでございます。御質

問の中にも出ておりました消費の喚起の部分についても当然行なっていかなければならないと

思っております。当然国の方でも今色んな部分で出てはいるんですけども状況も睨みながら当

然、うちの町としてもやっていかなければならない部分ありますので、町としても消費の喚起、

うちでやっているわくわく商品券とかポイントカードシステムとか活用した分ということでま

だまだ詳細についてはまだ実は決まっておりません。国の状況を見ながらということで、それら

の既存事業の活用等も十分していかなければならないのかなというふうに思っているところで

ございます。 

 いずれにしましてもこのコロナ、今後どういうような形で早く終息すればいいんですけど、本

当に見えない部分がございますので先ほどからありました適切な時期に適切な対応をとれるよ

う今後町としても、今商工会とも実際どういう形での支援がいいかということも、今日明日また

商工会の方も来られるという話も聞いておりますので、その辺も商工会また金融機関とも十分に

連携しながら商工会に入っていない業者含めてこの小口の対象に入ってきますし、そういうこと
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も含めて全事業所に対応できるような形で行っていきたいというふうに思っているところでご

ざいます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 特に今後小口融資の次の段階ではある特定業種が国の方針としても飲食業、旅行観光業、運輸

という特に３つの業種、町内においてもそういった業種の方が大変影響が初期の段階で大きく受

けているというのが事実だと思いますので、ある意味では商工会との調整も必要でしょうけれど

も、そこでこういう緊急事態の時に平等主義的な全て広くじゃなくて、やっぱり本当に困ってい

る業種業態の方について二次的な対応をきちっと行っていくという形をまず考えていくのが、や

はり妥当ではないのかなと。 

 広く浅く全部にとそういった考え方もおありでしょうけれども、やはり本当に困窮されて困っ

ているところを、まず早急に支援をしていくという考え方をまず１つなければいけないのかなと

いうふうに思いますし、あわせて消費対策なんかについては国についても、色々案はありましょ

うけれども道内においても既に何カ所か飲食店を中心としたクーポンをもう既に発行という形

の中で行っている自治体もあるというふうに聞いておりますので、そういったしっかりと焦点を

当てた展開と町内の消費を喚起していく展開というようなものを縦横から考えてみて、余り極端

な平等主義的な話になってくるとなかなかことが前に進まないってこともありますので、その辺

についても十分商工会の意向を尊重しつつ国の動向や町の考え方というものをきちんと前に出

しながら対応を図ることが必要じゃないかとこのように考えますけれども、それの状況につい

て、今ここで述べられる範疇で結構ですけども、町の現時点でのスタンスというのをどのように

考えているのか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 委員から話があったことは、もっともかなというふうに思っているところでございます。今、

影響額調査行っているところでございますけど、やはり商工関係でいきますとやっぱり飲食店、

宿泊、観光の部分が厳しいということでうちらも捉えているところであります。当然それらのと

ころに重点的にという考えも町の方としては持っている部分がございます。 

 いずれにしましても今委員からあった御意見等も参考にさせていただきながら、広く浅くは当

然そこもやる部分とまた重点的に本当に困っている部分について業者等も含めまして、その辺町

としても時期を逸しないように施策の方を展開していきたいというふうに思っているところで

ございます。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 
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○勝又委員 

 今、広く浅くというのはなかなかということで、飲食店を主体としてという部分なんですけ

ど、先ほど述べられました適切な時期という部分ですけど、とりあえず出入りを含めてその送迎

の関係の送別会とか。それがことごとくキャンセルというか自粛になっているわけで、この時期

逃すとあとはお客さんの出入りというのはお盆位まで無いんです。そういう事を考えたら適切な

時期を待っているうちにどんどん店屋さんおかしくなってきちゃうんじゃないかなと思うんで

す。そんな部分できちんと早急に対応できるものがないと確かにもう閉めているような店ありま

す。そういう現実を捉えた時には早急な対応が必要じゃないかなと思う部分です。実態把握も大

変だとは思いますけど、そこら辺早く調査を進められまして適切な時期というか早急にも対応で

きる形をとっていただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今の勝又委員からのご質問等の関係でございます。適正な時期ということでございまして、先

ほど今回の議案で新型コロナウイルスの影響対策で、小口融資の関係のお話をさせていただきま

した。今現在、国の方でもいろいろやってございますけども、当然その辺金融機関とも状況を聞

きながらということで、現在政府系のセーフティーネットの融資関係をもう既に受けられている

ようなことで話が行っているのが今のところ２件程度、それから特別融資利子補給の公庫の関

係、これについても数件程度という話も聞いております。また、今日説明させていただきました

小口融資の関係、緊急的な部分ということでこれも既に商工会、またそれ以外のところにも入っ

ていないところにも情報等周知しながらということで、今現在、小口の関係でも６件程度、今の

ところ使いたいというお話も実はあります。そういうのも早目に情報提供しながら緊急的なもの

についてはそういう対応もとっていきたいというふうに思っております。今の時期が一番困って

いる時期ということもございますので、その辺いま委員からありましたご意見等も参酌しながら

対策をとっ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 

 よいですか。前中委員。 

 

○前中委員 

 今回金融政策の中でこの新型コロナウイルス感染症に伴う小口融資ということで施策制度設

計いただいてスピーディな中で立案されたと思っています。今の課長の説明の中にも政府系の融

資の中で４件ほどになりますか、２つのパターンの中でやって町内で今課長の方から６件ほどの

融資希望があるとの話、そう単純にマックス融資受ければ 300万という金額かなと融資に関し

て６件で。実際町の最初の部分、利子補給２％、これ単純に見たら金額的にはっきり言ってこん

な表現はよろしくないですけれども、本当にわずかな金額です。 

 その部分はその部分として今後本当にフリーランスだとか本当に借りられない小口の融資に
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対して６件の方々、それ以上にもう少し融資枠の限度額を上げて欲しいだとか、そういう要望が

あるのかもしれませんし、そこら辺は柔軟な中で今後の中で可能性として捉えていかないとなら

ないかなという部分が１つと。 

 もう１つは町長も真水という言葉が出て前回も古谷委員も申し上げていましたけれども、光熱

費の中での投入をしたいという話もありましたけど、今まだ実際的な案がないというか、まだそ

こまで行っていないような説明がありましたけどもそれはやはり本当に緊急の中で疲弊して何

度もおっしゃっていますけども、飲食業が大変な部分、観光業も然るだし、そこら辺もうちょっ

と考えの中でやっていただきたいと思いつつ、きよぽんカードの有効利用をもう少し早めながら

手数料をもう完全に外してしまうというかゼロベースにするだとか。 

 今、飲食業で起きている事案というのはクレジットカード決済全部をやめています。要するに

キャッシュが欲しいんです、お金が。だからそういう実態もあると思いますからそこら辺の案も

やはり年度内、そして次年度に向けての年度は分かれますけれども、何としてでもそこら辺はや

はり柔軟な中で商工会と絡めて前向きな中で対応していただきたいと思いますので、検討してい

ただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 前中委員からのご質問御意見等でございます。まず、小口融資の関係、政府系も含めまして４、

５件。今のところ６件ほどの借りたいというような御相談等もございます。当然商工会に入って

いない方も含めて対象になっていくということで町の広報等でもＰＲ、周知等も図っていきなが

らですね。まだまだこれは増えるのかなと思っております。小口の関係は特に思っているところ

であります。 

 それから後段の方でもありました議会の中でもありましたし、また議会終了後の協議会の中で

も真水という言い方もされていましたけども、固定費に対する補助的なものでございますけれど

も、それについても補助金でありますので、どういう形がいいのかということで慎重に実は今や

っているところでございます。案もある程度までどこまでの部分ということで進めておりますけ

ど、それについてもきちんと商工会と十分詰めながら、どういう形が良いのかということを今原

案みたいな形ですけどそれについては検討しているところでございます。 

 いずれにしましても先程から出ております時期を逸しないように、色んな対策を柔軟に対応で

きるものには柔軟に対応していきたいと思います。また最初の方にありました小口融資の利子に

ついてはほんとに利子的にはわずかな部分でございますので、それについては既定予算の中で対

応できるかなというふうに思っているところでございます。それらも含めて今後の予算も含めて

ですけどもまた色んな部分で協議をさせていただきたいというふうに思っておりますので、ご理

解いただきたいなというふうに思っているところでございます。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。伊藤議員が発言したいということでよろしいですか。どうぞ。 
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○伊藤議員 

 古谷委員、勝又委員、そして前中委員からもあったんですけど、さらにもう１言、融資は良い

んですよ。小口融資は良いんですけどもちろん小口融資だけでどうなる話でもないですし、先ほ

ど来おっしゃっている次の支援なり対策ですよね、その部分で最初に古谷委員の時の答弁の中で

国の動向見ながらとか色んな話あったと思うんですけど、国の動向見てたら駄目なんですよ、実

は。 

 世の中で言われているのは、実際は国がやらなくちゃいけないんだけども、やっぱりどうして

も国が決定するまでには時間かかりますし、色んなことがあるんで小さな自治体だからこそ動け

るという身軽さもあるので国の動向を見ながらなんてやっていたら潰れちゃいます。だからその

分もっともっと危機感もっていただいて進めていただきたいと思っております。 

 その中でそれに付随していく話ですけど、何回も言います。小口融資は良いんです。その対策

でその後の対策で支援対策なんなりですけど、今色々聞き取り調査を行いながら商工会と密に連

携とって、そこは非常に重要だと思っています。ただ、いつまでにどういう対策をするか、しか

も細かいところまでということは難しいです。 

 逆にこういう時期って決めないといつまでもダラダラじゃないですけどその間に店潰れちゃ

うんですよ。何件か個人的にですけど商店とかとも話してきましたけど、これ本当にこのままで

すと４月の 10 何日で潰れますと言っている店もありますし、時期を逸することなくという言

葉が出ていましたけど、例えば３月末日までにある程度の考え方をまとめて出しますとかという

こととか、自分を追い込むわけじゃないですけど、ある程度日にちとかも決めて、今ここで決め

てくださいではないですけど決めるぐらいの感覚でやっていかないと、手を打った時には時すで

に遅しになって潰れている店があるような気がするので周りの状況に合わせてとかじゃなく、自

分の町の商店は自分の町で守るんだという感覚でやらないと大変まずいことになると思うので、

その辺本当に頑張っていただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 伊藤議員からの御意見等でございます。当然適切な時期に行うのは当然でございます。また国

の動向も見て行かなくてはならないですけど、当然町としてやらなければならないということが

あります。本当に危機感を感じて早く出来るものについては早く実施できるような形で進めてい

きたいというふうに思っているところでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。副委員長。 

 

○堀川副委員長 

 情報として教えて欲しいんですけども、聞き取り調査はすでに済んでいると思いますけども影

響調査とか要望とかの聞き取りをしたと思うんですけど実際にどれぐらいの影響というのがも

しわかれば、数字的なものでどの業種がどのぐらい落ち込んでいるだとか、あと沢山の要望もあ
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ったと思うんですけども、この金額だと足りないとか色んな要望があったと思うんですけども、

もし要望も差し支えなければどんな要望があったか教えていただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今、影響額調査を行っております。それで実は商工会関係に加入している部分、商工会に加入

以外の部分、商工会に入っていないで観光協会に入っている部分の事業所もいますけども商工会

についてはこのあとまとめたものを持っていきます。それ以外の事業所についても、今現在商工

業だけではなくて、福祉関係その他の事業所についても今いろいろ集まってきている状況でまだ

実は集計は今日これからするところでございます。 

 ただ、融資の金額についてはうちで示している融資の部分の増額とかという御意見等はないん

ですけど、やはり小口の部分で利用したいというお話はありましたのでそれの部分含めて、今日

お話した分については進めていきたいと思いますし、それ以外でも若干お金の関係ではなくてマ

スクとか衛生用品が不足しているとそういう事業所等もあるというような影響があるというこ

とも調査票にはありますので、それらについてきちんと整理した中で対応していきたいというふ

うに思っているところでございます。 

 

○堀川副委員長 

 実際に困っている人たちの本当の現場の声を聞いてお願いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 他、よろしいですか。 

 それでは企画政策課今日２点ありましたけども、聞き漏らしがありましたらお受けしたいと思

います。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 その他で１点だけ先般から大きな課題になっている札鶴ベニヤの関係についてどこが窓口な

のかちょっとはっきり町の窓口はどこが、きっと企画政策課が対外的にもうちが窓口ですよと表

明しているのか見えないところがありますが、３月 20 日までに全体的な職員の動向がきちん

と集約できるという話で町長から何回か話を伺っているところなんですけれども、離職ですとか

退職等その動向の概況はどういうふうになっているのか、まずその辺の状況について御説明願い

たいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今、古谷委員からありました札鶴ベニヤの関係でございます。今お話されたとおり先週 19、
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20 日ぐらいまでに職員の動向については個人面談を行いながら把握するというようなことで

会社から伺ってございました。町としての対応の部分についてはベニヤの会社の方については企

画政策課の方で行うということで伝えております。私も何度か会社の方に行かせていただきまし

て先週末の面談の状況を 23 日今週の月曜日、実は私ベニヤの方に行きまして状況等を聞かせ

ていただいてございます。まだ今後若干動きがあるのかなというふうに捉えていただきたいと思

いますけども、個人面談の状況、現在までの状況ということで、対象者が 77人おられます。異

動対象というか、なっている方。それで今現在全体の確認調査は先週までに終わったということ

でございます。その中で３月末等含めて、完全に自己都合で辞められる方が３名ほどということ

でお聞きしております。 

 それから今現在札鶴ベニヤに残る部分、ランバーコアの部分と、林材事業部がありますのでそ

この部分では 10 名弱、８名か９名ぐらいがそちらの方へ異動みたいな形になるのかなという

ふうに聞いてございます。実際、白糠の工場に異動される方、異動希望されている方は今現在で

ございますけども４、５名ということでございます。そのような大変少ない状況ということで今

現在は月曜日に聞いているのはそういうようなことになってございます。 

 そういうことで、再就職希望は会社でも今後民間のリクルートとか色んな銀行関係のところも

入っておられますし、当然町としても協力していくんですけども新たな就職の斡旋を希望される

方が 34、５名ということで今のところ押さえております。また自分で探される方また親元へ帰

られる方も数名おられるということでございます。また、ほとんどの方が先ほど言った３名が３

月末で退職ということになってございますけども、残りの 74 名の方については基本的には６

月末までは札鶴ベニヤの方でまだ工場動きますので勤務をされるというふうに話を聞いてござ

います。60歳以上の嘱託職員の方とか女性職員の方等を含めて 20名ほどが退職６月末で退職

になるのかなということで、今のところ数字的にはこの間私が行ってお話を伺ってきたというこ

とでございまして、今後再就職を希望される方が 34、5名ということでありますのでそれらの

方に対してきちんと町としても求人関係の情報等を商工会とか農協とかいろんな所含めて、また

コンサルとかも入りますけどもそこと十分連携した中、相談なり支援等できる体制を取っていき

たいというふうに思っているところでございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 状況については了解しました。町民が受け止めている部分よりも厳しい状況であることは事実

であって、町長からも一般質問等の答弁の中でリクルートの関係だとかメインバンク等含めた部

分、ハローワークという形の中で再就職等という話ありますが現実的に非常に厳しい。結局ハロ

ーワークしかないですよね。 現地的にリクルートや北洋銀行が面倒みて雇うわけじゃなくて、

あくまでも今言った合理化等に伴う部分でのメインバンクやそういった形の中の業務として行

うだけで責任を負うという形ではないのでやはり町としてもその辺の状況を第三者的な感覚で

はなくしてやはり町民がそういった状況にあるという感覚の中で個別的な離職者に対する再就

職に対する部分についてのフォローというのは難しいと思うんですけれども、あわせながら前か

らお話している生活支援とか生活相談という面からもしっかりとした体制が町としてはとって
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いるんだと見える形にベニヤの関係者だけでなくて町民にも見える形にしながらぜひとも取り

組みを進めていただきたい。 

 やはり町民も非常に心配しているところなんですよ。町は今どういう動きをしているのかベニ

ヤについては全く見えないですよね。当然個人企業とかという形、ただしベニヤという存在はそ

ういった存在でなくて 80 年間うちの町の産業を支えてきた、特に札弦地区はベニヤがあって

地域が成立してきたというのが事実ですからそういった感覚に立って町もしっかりその後のフ

ォローをしているんだ、支えをしているんだと是非見える形で取り組みを進めていただきたい、

強く要望いたします。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今、古谷委員からありました御意見でございます。町としても１企業とは言え、今言われたと

おり清里町の経済の発展の中心、特に札弦地区の発展を支えてくれた企業というふうにも認識し

ております。就職相談だったりとか今言った生活支援の部分についてもということで、きちんと

した中で支援体制が取れるようにしていきたいというふうに思っているところでございます。 

 町としてもどれだけの就職の求人情報が出せるかわかりませんけどもと、そこも含めまして、

また会社の方でやるコンサルとかそういうような部分についてはメインバンクは銀行として業

務としてやる部分もあるのかなというふうに思っていますけど、そことも連携は出てくるのかと

いうふうに思いますけども、町独自としましてもきちんとした支援ができるようにしていきたい

というふうに思いますし、生活の部分でいきますと町民課あたりが年金ですとか保険の関係とか

の対応ということでそちらについても職員がベニヤに行きながらまた向こうで全員集まっての

そういうような支援体制とか相談とか手続関係あれば対応するという話もしておりました。 

 その辺先ほど言った通り会社だけではなくて、町民の方もわかるような形、どういう支援を行

っているかわかる形を含めましてきちんと町としてもわかるような形で進めていきたいと思い

ますし、今後もしっかりと札弦ベニヤの関係もきちんと関係団体とも連携しながら支援の方とか

相談含めて対応していきたいというふうに思っているところでございます。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。前中委員。 

 

○前中委員  

 今、町が窓口として札鶴ベニヤ工場の離職者に対する窓口という話で前向きに検討するという

課長からの答弁あったんですけど、現実町内における事業所さんの求人というものの伺い、商工

会だとかそういう部分からも吸い上げと言いますか、あがってきているのかどうなのか。 

 町内にもやはり求人出している事業者ありますけれども、やはりそういうところを優先に窓口

の中で町民向けにアピールする、例えば色んな業種業態ありますから、そこでやはり本町に住所

をかまえている離職者はやはり町内で留めるような就職の窓口の斡旋もすれば、各種の住民サー

ビスもその場でできるものですから、やっぱりそういうのも情報発信していかないと実際は職安
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と言いますけども、できれば町内で受け皿がある事業体であればそこで仕事がしたいという声が

札鶴ベニヤに現実ありますから、やはりそこら辺、町ももう少し僕も聞いているところは各事業

所でもあります。そこを行政の中で窓口対応の中で出来てくれば、あとはベニヤである、そこに

リクルートさんが入る、あるいはそういう部分でも連携はもっと早く離職だとかその手続も早く

進むと思いますから、そこら辺のニーズ、多分押さえているとは思いますけどもそれを発信する

形、押さえてもいただきたいけども。そこら辺状況的にはどうなんですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今の前中委員からの御質問でございます。先ほど私から言っております銀行関係のリクルート

とか共創パートナーズ、この間実はうちの町の方町長にも会って話をされて行きましたし、商工

会の方にも行っているそうです。うちの町だけではなくて斜里、小清水の商工会も行ったという

ことを聞いております。やはりうちの町の町民ですので、うちの町で就職等ができれば一番いい

かなというふうに思っているところでございます。 

 ただ、全部があるかとなったら難しい部分がございますけども、当然その人達の生活を守って

いかなければならないのかなというふうに思っているところでございます。それで商工会の方と

も十分にもう既に事業所等で必要なところということで情報収集を始めていますし、農協にも実

はもう話をしております。私も農協の役員の方とも話をしながら農協でもこういうような仕事と

いうことをお話をしながら、今行っているところでございます。町としても行っていきますし、

先程から共創パートナーズリクルート関係についてまずは４月の 10日、11 日に来られるとい

うふうに聞いております。そのあとは２階に一部の方が残って就職相談なりそういうような斡旋

も含めた支援を行っているというふうに聞いてございます。そことも十分にまた４月に来られま

すので、そことも十分に連携を取りながら情報を、できれば一元化できてれば集約等もしながら

従業員の方に提供できる体制がとれればというふうに思っておりますので、今委員からあったこ

とも含めまして町内の情報等も、十分把握して提供というかそういうようなできる形をとってい

きたいというふうに思っ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 

 ということで、よろしくお願いしたいという部分と、再就職の中で 34名近くいるんですけど

も定年後の再雇用職員というのがその中でも結構多分存在してると思うんですね。そういう部分

の就職斡旋、本町である行政的な部分で 65 歳以上なりの活用の場も臨時職なり色んな部分も

それもやはり１つの職業としてはみなしていける部分なのかなと。定年前の世代と定年後の就職

している部分と札鶴ベニヤは混在していますから、そこら辺をやっぱり数に惑わされず、そうい

う部分の職種希望も多分あると思いますからそこら辺も含めてニーズ調査というのを同じよう

に考えていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 
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○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今の御意見等でございます。今言われたとおり再就職希望されている 34 名の方には 60 過

ぎの方も数名おられるというふうに聞いてございます。また 60 過ぎの方と６月末で辞められ

る方もおられると聞いておりますし、ただその後も本当にパート的なものを探す方もいるんじゃ

ないかということもベニヤの担当の方からは聞いているところでございます。 

 いずれにしましても今言ったとおり 60 までの方、それ以上の方も色々おられると思います

けども、その方たちのニーズをきちんと把握した中対応をとって参りたいというふうに思ってい

るところでございます。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 色々どういうような形をとっていくと聞いたわけなんですけどその中の白糠の希望の４、５人

という部分と、実際に白糠の工場の部分でこの希望者が言う４、５人しかいないということで、

そしたらそれ以外の人間は引き受けないということではないんですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 おっしゃられたとおり、今のところ先週までの意向確認聞き取りで白糠への異動される方が

４、５名ということで当然会社としては全員白糠に行って欲しいんですけども、なかなかやはり

こちらに生活の場がある方とかいますので、なかなか無いということで、会社としては札弦でや

っていた部分を白糠に移すということでラインが増える部分でございますのでそれを動かすた

めには人が必要なんで、これだけしかいなければ、多分話では白糠で向こうでは、釧路も含めて

募集をしなければならないかなと話をしてございます。会社としては４名だけではなくてまだま

だ行って欲しいという考えがあるようです。今後、就職相談とかありますけど中身をニーズとか

で合わない場合については、もしかしたらまだその段階で白糠ということもあり得るのかなとい

うふうに担当の方も言っていましたけど、いずれにしましても今の御質問の関係ついては４名だ

けではなくて行っていただける方については異動なので何人行ってもらっても良いんですけど

も今現状としてはこの数字が出ている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 

 いいですか。それでは他ないようですので、企画政策課これで終わりたいと思います。 
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○池下委員長 

 続いて、大きな２番、所管事務調査について道外所管事務調査について説明お願いします。局

長。 

 

○議会事務局長 

 道外所管事務調査でございますが、２月の常任委員会で秋田県、岩手県、宮城県の方へ視察に

参りたいということで、ご了承いただいたところでございますが、具体的な視察先の案について

両常任委員会の正副委員長に集まっていただき、24日に検討したところでございます。 

 日程につきましては 11 月 15日日曜日から 11 月 19日木曜日までの５日間で、１日目でご

ざいますが、清里町から女満別空港出まして千歳空港を経由して仙台空港、空港から鳴子温泉の

方に入って宿泊する予定となっております。 

 ２日目、鳴子温泉から秋田県の東成瀬村の方に参りまして東成瀬村の学校教育について視察を

する予定でございます。秋田県は学力テストで常に上位の成績をとっている県でございまして、

その中で東成瀬村については過去に秋田県の中で１位となったこともあるとされるような村で

ございますので、そこで視察しまして、その後盛岡の方に戻って宿泊する予定でございます。 

 ３日目、盛岡から紫波町の方に向かいまして紫波町の「行革とオガールプロジェクト」につい

て視察をする予定でございます。オガールプロジェクトにつきましては、民間の資金とノウハウ

を活用いたしまして施設整備をやっているということで駅前等の再開発などをやっております

のでそれを視察して盛岡の方で宿泊する予定でございます。その後、花巻市のＪＡいわて花巻の

方で「グループホーム等の事業」を展開しているところでございまして、農協でグループホーム

を経営しているということで経営や運営などについて視察をするところでございます。そして気

仙沼の方に移動して宿泊します。 

 ４日目、気仙沼市の唐桑の方で「移住者が支える震災復興について」視察をするところでござ

います。震災の時にボランティアで来ていた方が唐桑の方にお出でになられて市の嘱託職員をし

ながら一般社団法人まるオフィスというものを運営しながら町の復興に尽力されているという

ことでそれを視察します。その後、仙台市の方に行って宿泊ということです。 

 ５日目は仙台市から仙台空港、千歳空港から女満別空港ということで帰町とする予定でござい

ます。以上、ご検討の方よろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 今局長の方より日程が 11月 15日、初日の移動が日曜日になります。４泊５日の行程で行く

ようになりますが、正味、中３日間で４つの視察と言う事になっておりますが、まだ時間もあり

ますのでどこか寄ってみたいという方がいらっしゃいましたら是非検討していただきたいとい

うふうに思います。 

 実は前回島根に行きました時も足立美術館は行程の中には入っていなかったんですが私が無

理やり入れてもらいまして、実に良い視察研修だったなと思っておりますので是非みなさんもこ

の４泊５日の中でまわっていく道中にある部分に関しては視察も可能かなというふうに思いま

すので、そこら辺もぜひ検討していただきたいと思います。何か、この所管調査について御質問

がありましたらお受けしたいと思いますが。よろしいですか。 
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○池下委員長 

 それでは、大きな３番、次回委員会の開催についてお願いします。 

 

○議会事務局長 

 次回委員会でございますが、４月 21日火曜日この会場で行う予定でございますので、よろし

くお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 大きな４番その他、何かありましたらお受けしたいと思います。よろしいですか。 

 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

 〇池下委員長 

  それでは、第４回総務文教常任委員会を閉じたいと思います。ご苦労さまでした。 

 

 （閉会  午前 10時 09分） 


