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第８回総務文教常任委員会会議録 

令和２年５月２１日（木） 

    開 会  午前  ９時 00分 

    閉 会  午前 10時 47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清里町学生等応援特別給付金について 

②清里小学校等改修工事について 

③新型コロナウイルス感染症にかかる所管事業等について 

 

 ●総務課   

 ①指定管理施設経営安定化事業について 

 

●企画政策課 

  ①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 

  ②第６次清里町総合計画及び第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定状況 

  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 
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■学校教育Ｇ主任     中川 広樹 

■総務課長        藤代 弘輝   ■総務課主幹       樫村 亨子 

■管財Ｇ総括主査     北川  実    

■企画政策課長      伊藤 浩幸   ■企画政策課参与     阿部 真也 

■企画政策課主幹     新輪 誠一   

 

  

○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８回総務文教常任委員会を開催いたします。 

 

○池下委員長 

 町からの協議報告事項について生涯学習課３点提案されておりますので、まずは説明をよろし

くお願いいたします。担当。 

 

○生涯学習課参与 

 それではまず１点目でございます。清里町学生等応援特別給付金につきまして御説明をいたし

ます。引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響でさまざまな活動の自粛を余儀なくされまし

て社会生活全般及び経済へのマイナス影響は計り知れないとの予測が出されている状況でござ

います。こうした影響は修学中の学生にも及んでおりまして、学校の休業、生活全般の自粛が求

められまして、親元を離れ遠方等での生活において不安が大きくなっているものと思われます。

地域によっては次第に活動自粛が緩和されていくものと予想されてございますが、断続的な自粛

は長期に及ぶと言われてございます。今後の就職活動など、学生の最も重要な時期を迎えていく

中、社会全体で学生たちを支えていく必要性とその機運が高まっているところでございます。保

護者の収入減少や学生のアルバイト停止など収入の悪化に対しまして、国や大学などによります

支援策も開始したところでございますが、今後も収束時期の見えない不安定な学生生活を遠方等

で強いられている学生等に対しまして、ふるさとでございます清里町からお見舞いと応援メッセ

ージとしまして清里町学生等給付金を支給しまして、学生生活を安心して送れるように応援する

ことを目的としまして、本事業を実施するものでございます。 

具体的な内容でございますが、基準日及び対象者としまして令和２年７月１日現在におきまし

て清里町内に住所を有する住民の子弟で 19歳以上の学生等といたします。ただし、対象学生が

基準日までに１度も住民基本台帳に住民登録がない場合は対象外といたします。進学先としまし

ては大学、短大、高等専門学校、専修学校、高等学校に在学、又は進学を目指して予備校等に在

学している方を対象といたします。また 19歳とは、令和３年４月１日までに 19歳に到達とす
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るものとしてございます。給付金額につきましては、大学等で一人５万円、高等学校で一人３万

円といたします。支給手続としまして、対象学生の申請によるものといたしますが、町内の保護

者によります代理申請を可能といたします。支給につきましては原則、対象学生の口座振り込み

として考えています。必要書類につきましては、申請書のほか、在学生であることを証明する書

類としまして在学証明書及び学生証等の写しを予定してございます。申請の期限ですが、一定の

期間ということで令和２年９月 30日を申請期限といたします。なお、本事業につきましては令

和２年度限りといたします。以上で、清里町学生等応援特別給付金につきましての説明を終わり

ます。 

 

○池下委員長 

 ただいま担当より学生等応援特別給付金についての説明がありました。委員の皆さんからの御

質問をお受けしたいと思います。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 給付金そのものについての趣旨については十分理解させていただきまして、その前提に立って

ご質問申し上げますけれども、現在国の方で学生支援の給付金制度を、次の二次補正で設けて行

く。ただ条件がかなり厳しくなるんじゃないのかという話の中で、対象者の大学生、専門学校生

の関係でいくと、１割程度 43万人程度になる可能性もある。ただアルバイト等で生活を維持し

ている学生という前提に立った時にそれはアルバイトが半減しているとかそういった厳しい条

件、それと学生支援機構を通じて早い段階で予備費を使いながらやっていくという方向で今色々

議論をされていると思うんですけども、そういった中で、今回の仕組みが国の支援制度を補完す

る形なのか。それとももう１つあるのは、前回の臨時会の中において町の奨学金制度を倍額にし

てきたというところの兼ね合いというのがしっかりとその辺は整理されているのか。趣旨そのも

のについては、やはりこの厳しい状況ですから、清里出身の子供たちにもしっかりと学業半ばで

あきらめざるを得ない環境を生じさせないためにもしっかり支援していこうということを良し

と感じますので、その辺の整理はなされているのかということをまず１つ。生活支援という形で

学業を継続するためにしっかりと経済的な側面をやって行くという前提に立った時に前回やっ

た奨学金の関係と今回の関係とはどのような関係になっているか。出していただくなら一体的に

整理された中で出されていくのが本来の形であって、小出しに今回は今回、前回は前回というの

は本当に手法論的に正しいのかどうなのか気になるところなんですが、その辺の整理を教育委員

会内ではどのようにされているのか。まずお教えいただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○生涯学習課参与 

 前回の議会等で議論されまして修学支援の拡充措置を行ってございます。現在、拡充措置につ

きましては、当初、拡充前の取りまとめでございますけれども、４月の取りまとめ現在で修学資

金の申込みは 13 件ございました。そのうち、今回広報等周知しまして拡充措置の分としまし

て、現在１件の申し込みが来ております。まだ始まったばかりということで今後増える形はある
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かと思いますけれども、そういった部分を今後も対応していきたいと考えてございます。今回第

一弾としてそういった形を行いましたが、あくまで借入という形での中で償還が発生するという

形がございます。その中で今回、国等の部分でいきますと、通常の当初一人 10万円がございま

した後、今回の第２次の補正、国の補正に現在出てございます部分につきましては、あくまでア

ルバイト等の収入が減収した中、また非課税世帯で最大 20 万円という形で今議論をされてい

るところでございます。 

ただ、対象学生かなり絞られた形となってございます。その中で、本町の学生ではどうなのか

という形の中で、そういった形を含めて対象学生等等を絞り込んでいくと、所得制限や税収入減

収など判定作業を含めると迅速な支給がされないという形の中で、やっぱり学生としての位置づ

けとしては単なる収入だけの問題ではなく、新たな教育システムへの投資など様々なケースの想

定がございます。そういったことを含めまして広い囲な学業への通過支援という形を含めまして

今回この措置という形で支給していきたいというふうな考えでいるところでございます。金額等

につきましての判断でございますけれども、さらに大学等によっては３万円から 10 万円の学

校からの支援も出ることとなってございますが、まだまだ生活の安定な学生もいることから、ふ

るさとの応援を含めまして支援を考えていきたいと思ってございます。 

この後、保健福祉課におきまして 18 歳までの子供における支給措置を行う予定でございま

すが、特に親元を離れまして日常生活を送るうえでの生活支援並びに高等教育を受けるうえでの

経費も鑑みまして、前回お示しました修学資金におきましては通常であれば月額４万円の貸付を

しているところでございます。また、今回の支給 18歳以下も含めまして３万円という設定をし

ているところでございますが、これらよりは若干上乗せをした形での総合的な判断としまして、

今回支給額５万円として考えているところでございます。以上であります。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 今整理をしてお話いただいたので、前回の臨時会で奨学金の関係部分で倍額という形の中で今

年度に限ってという形の中で説明を受けた段階でも特に質問しなかったんですけども、逆に言え

ば参与からご説明があったとおり返還しなければいけないお金と条件の中で、きっと使われる方

は非常に少ないのかなと思っていたところ、１名しか現在のところ申込みがない状況と。逆に言

えば私はもっと積極的に未来的投資ですから清里の子供たちが札幌や東京に行って厳しい環境

で学業を継続していくという意味ではもっと手厚い支援策も必要じゃないのかなと考えていた

ところなので、今回そのものについては賛成していきたいと思いますし、あるべき姿の方向へ動

いていって、ただ趣旨を見ているとお見舞いだとかそういう趣旨ではなくて、今回あくまで学業

が継続していくための経済的な生活支援を町としてきちんと担保するんだという方向性を何か

あった時に町からお見舞いを出すというそんな趣旨ではないと思うんです。大変ですから５万円

渡しますではなく、あくまでも国の制度等を含めながら全体的な今回新しく作った奨学金の１年

間のそういった倍額の資金も含めて、きっとそのポジショニングを明確にしてコロナ対策におけ

る経済的な学生の学業を継続していくための支える仕組みとしてのあり方を基本に置いておく

ということがあくまであって、お祝い的な趣旨ではやはり違うのかなと。事業そのものは良いん
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です。目的をきちんと明確化しながら事業展開されるのが、やはり教育委員会としてのあり方で

はないのかなというふうに考える所もあるわけなんですけれども、その辺はやはりお見舞いだと

いう意思を町として表示していくためにはこういった形が教育委員会として望ましいという判

断に立っておられるのかどうなのか。生活支援、学業を継続するためのそういった教育支援とい

う形なのかお見舞いなのかというその辺の考え方をもう１回明確に示していただきたいと思い

ます。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○生涯学習課参与 

 今回、お見舞いという形の表現ではありますけれども、その中には今後の学業に対する支援と

いう形を含んだ形で考えているところでございます。また、今回給付金さまざまな対応をしてい

るところでございますが、課税上の扱いにつきましては、あくまでアルバイト収入の減収補てん

を目的とすると一時所得とした課税所得扱いになります。ただし、お見舞い的な要素として目的

の支給につきましては、非課税措置が取られるという形で国税との判断がございます。それらも

鑑みまして趣旨の中にそういった表現をさせていただいて、今回一時的な表現とさせていただい

ているところでございます。 

今後、現在国やさまざまな部分におきまして貸付料など給付型の奨学金という形の制度をさま

ざまな措置がされています。本町につきましてはその措置がないという形でありますので長期的

な判断部分を考えた時には、こういった制度も何らかの形で考えていかなきゃならないという形

では考えてございますので、今後、様々な議論の中でこういった部分を検討していきたいと考え

ているところでございます。 

 

○池下委員長 

 他に、ありませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

 基準日を７月１日とした根拠は何ですか。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○生涯学習課参与 

 ７月１日と決まったものではないんですが、定例会踏まえた中での基準という形で、一旦きり

の良いところという形で考えているところでございます。 

 

○池下委員長 

前中委員。 
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○前中委員 

基本台帳の兼ね合いとかの整理がついているのか、それもあったのかなという僕自身の考え方

もありました。本来であれば３月 31日、あるいは４月１日という基準日の中で住民基本台帳を

整理されて処理するものもあるのかなと思ったものですから。 

７月１日という３ヵ月のタイムラグがありますからその中で転入・転出あるかもしれませんけ

ども、そこら辺の判断で７月まで延ばしたという考え方があったのかと思ったわけで確認のため

質問させていただきました。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○生涯学習課参与  

 確かに３月、４月転入転出の時期がございます。基本的な考え方として子供たちが住民登録を

しているということであれば、３月、４月の転入等の部分でカウントするところではございませ

んが、親元の判断という形を含めまして現在、発生時期は３月でございますけれども、今後につ

きまして様々な影響等が発生する部分もまだ継続する部分でもあるのかなという形を踏まえま

して、ある一定の制度が確立された時点での１つの区切りとして現在町内に在住という形での判

断をしていきたいなという考えでおります。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。この件に関してよろしいですか。伊藤議員が質問したいという旨の。よろし

いですか。伊藤議員。 

 

○伊藤議員   

 先ほど古谷委員からもお話ありましたけども目的の明確化ですか。その部分で一番の目的の全

文を読んでいくと、未来に投資だとすれば、ここに本来入る人たちもまだいるんじゃないか。そ

れを入れていないということは何かしらの考え方、もし町民の方から説明を求められた時に説明

できるだけのものが今あるのかなというのが不安だったんですけど。 

例えば基本大学生ですよね。高等学校も入っていますけども 19歳以上ということなので、一

般論でいくと大学。目的の方で親元を離れ遠方等で生活するにおいてとあったりとか学生のアル

バイトの停止だとか保護者の収入減少というところまで持っていくと、なぜ大学生で区分けして

いるのか。遠方に行っている高校生だとかはどうなんでしょうかという話も出てきてしまう気が

します。ただ、僕の中ではある程度明確なものは持っているんですけど、その辺大丈夫なのかな

と。そこの区分けの部分について今の時点で話せる部分があるのであればお聞かせください。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○生涯学習課参与 

 この後の産業福祉常任会におきまして保健福祉課より清里町子育て世帯応援特別給付金につ
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いての説明がございます。こちらの中身につきましては、清里町内の０歳から 18歳までの方へ

一人３万円を支給するという内容が説明になります。これにつきましてはあくまで修学関係なく

住民登録がされている０歳から 18 歳に対してプッシュ型での支給になりますので、ここで高

校生なり高校生でも遠方にいる方という形での措置で区切らせていただいています。年齢的に

18 歳まではこちらの制度、19 歳以上で学生等につきましてこちらの制度という形で現在対象

者を区切らせていただいてございます。こちらのこのことによりまして二重になるという形の部

分は防げるという形での内容で分けさせていただいてございます。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 今の説明である程度幅広く対象になれるというのはわかるんです。ただ、今回の案件で出して

もらった部分、清里町学生等応援給付金の明確な理由、遠方というのがあった場合、参与がおっ

しゃったのはあくまで０歳から 18歳まで遠方云々は関係ないですよね。保健福祉課の方は。そ

ちら側で救っているとなれば逆にもともとこの町内で通っている高校生と町外に通っている高

校生は一律一緒ですよという感覚だと思うんです。でもその上になると、遠方という言葉がつい

たら逆に高校生で遠方に行っている人たちは何で私達はつかないんですかと、色んなことが出て

くると思うんです。だからその部分をこれ以上言いませんけども、はっきりとしたものを持って

おかないと色々なところから質問等が出てくると思いますので、明確な理由づけをしっかり議論

しておいた方が良いんじゃないかと思います。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○生涯学習課参与 

 19歳以上の、例えば高校生という形をなぜ入れたかという形でありますが、様々な高校生が

いる中で 19 歳以上での高校生が必然的にいるのではないかという形の中で、対象者を 18 歳

だけで区切ってしまうと保健福祉課の措置でいきますと 18 歳でのあくまで児童福祉法で言う

18歳という形での部分という形の線引きがされてしまう形となってございますので、それらを

含めて高校生の中にはそういった形の方も、18歳を超える部分も。一般的に言いますと 18歳

まででいきますと高校生が含まれていく形でありますけども、そういった 19 歳以上の高校生

も今回の中で広い範囲での遠方と言った形にはならないところもございますけれども、そういっ

た部分を含めた形がとれるような形でこちらの制度の中で支援できるような形で今回範囲を拡

大できるような拾い方をしているという形でございます。 

 

○池下委員長 

 他、よろしいですか。それでは次に、２番目の清里小学校等改修工事について説明をよろしく

お願いします。担当。 
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○学校教育Ｇ総括主査 

清里小学校及び給食センターの老朽化による大規模改修について、先月に引き続いてご説明さ

せていただきます。 

資料の１、改修工事の流れをご覧ください。まず、本改修事業の全体の流れについて、もう一

度ご説明させていただきます。本事業は施設に老朽化に伴い令和元年度に行っております長寿命

化計画の策定の結果をもとに改修を行う形でございます。事業につきましては令和２年度から４

年度までを予定しております。改修内容は老朽部分全般で、すでに破損、摩耗等しているところ

を予防的な措置も含めまして長寿命化を図ります。また、学校等への聞き取り等を行い利用実態

に応じた教室の配置、トイレの改修など細かな部分を見直します。財源といたしましては、文部

科学省の補助制度、学校施設環境改善交付金、補助残につきましては地方債、学校教育施設等整

備事業債または過疎対策事業債の活用を予定しております。 

資料の２、改修事業にあたっての課題をご覧ください。これまで改修事業内容については、基

本的に小学校、学校給食センターの改修を一体的、一括で行うということでご説明させていただ

いておりました。個別施設の状況におきましては、給食センターの利用環境は熱や水分に晒され

るといった非常に過酷な環境下におかれ配管や空調の劣化が進みまして、修繕費用も増加してい

るのが実態です。先に行いました長寿命化計画策定、実施設計におきましては児童生徒数の推移

は短期的なもの、現状を大きく下回らない見通しから現行施設の機能維持を前提としてまいりま

した。しかしながら、近年の国の関連機関が公表しております人口動態予測では、2040年の清

里町の人口は半減近くなるとの予測をされております。それから若干数値は上向きの予測も出て

おりますが、2020年度と 2040年度と比べておよそ 40％近く減少する予測も出ております。

児童・生徒数の減少もより深刻なものになってくるものと思われますので、中長期的な人口推移

を配慮をしながら、施設の耐用年数、今後の改修時期、人口変動から受ける財政規模の変動など

を考慮し検討がより必要な状況であります。 

こうしたことから今回、給食センターの改修については、児童生徒数の減少予想による給食セ

ンターの能力、機能、規模への影響、その他の学校施設の今後の改修時期等の影響も考え、実施

設計で出された費用による今回の改修が適当であるかを引き続き検討していくことが必要であ

ると考えております。その方向性がどうなるかということでありますが、給食センター自体は劣

化が進んでいる実情に変わりはありませんので、現行施設の改修というのを今のベースとしなが

ら、今回実施設計で算定された事業費で実施するのが適当であるかというのを、規模や手法を検

討していくことといたしました。 

資料の３をご覧ください。工事費の概要ということで、前回、実施設計をもとにした全体額を

お示しいたしましたが、現時点の補助交付金の算定を入れた工事費になります。こちらは欄外に

あります工事費と補助金算定につきましては校舎、屋体、校舎屋体の空調部分が区分されたもの

の合計でございます。工事費につきましては総額で６億８千 400万７千円に対し、補助金額は

１億６千 881万６千円です。この全体額を２ヵ年で実施する予定ですが工事の進捗によりまし

ては繰越となる可能性があります。 

４番目、各年度の工事内容をご覧ください。１ページめくっていただきまして最後のページで

す。工事予定表ということで、１番左の校舎と屋体に分かれております。校舎工種としまして外

部の改修、内部改修、電気、機械、冷暖房の内容で区分をしております。工事費につきましては、

令和２年度から令和３年度、３年度から４年度という表示をしておりますけれども、繰越という
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可能性もございますのでこういう表示をさせていただいております。計の欄がそれぞれの更新の

費用となります。外部改修で１億３千 715 万、内部改修で１億１千 488 万、電気設備で５千

810 万円、機械設備で 4 千 838 万７千円、暖房設備で１億５千 832 万、冷房設備が受電設

備と分かれますけれども５千 15万円と４千 290万となっております。屋体につきましても同

じような工種の区分で分かれておりまして、それぞれの金額を算定をしておりまして工事費の合

計１番右下の数字でございますが、先ほど全体をお話しました通り６億８千 400万７千円、こ

ちらの方が現在の算定している金額でございます。以上で説明を終わらせていただきます。 

 

○池下委員長 

 ただいま清里小学校、給食センターの改修工事についての説明がありましたけども、皆さん質

問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 

 確認で３点ばかり。まず１点目、前回の常任委員会の時にかなり道のヒアリングが遅れていて

コロナの関係で、事業発注補正時期の関係で行くと、６月は厳しいかもしれないという話があっ

たんですけども、６月定例会で今回の校舎本体の部分ついては補正措置がされるのかどうかのま

ず確認が１点目。 

それと２点目、それを前提にした場合についても入札、議会での契約議決等を含めれば、それ

とコロナにおける資材の調達が非常に困難になってきているとか、人の出入りが難しいだとかと

いうことも含めると、今総括からご説明があったとおり、繰越をならざるを得ない状況がもう既

に目に見えている。ただ、最初から繰越という話は補助制度上ならないとは思うんですけれど

も、ただ繰越を前提としてやっていくのか継続費的な考え方でいくのか。そして今回のヒアリン

グの中で校舎全体を補助対象として申請をされていて、継続費でもできるのか繰越じゃなければ

できないのか、これが２点目の確認。 

３点目、非常に言いにくいんですけれども、先般、現地も見せていただいて、どういった状況

かという中において非常に今回の改築工事はタイトな期間の中で、一方では学校の長寿命化計画

をやって同じ年度に実施設計をかけざるを得なかったと。それは国の補助の関係とかの部分がそ

の必要性に応じてそういった形をとらざるを得なかったと思うんですけど、実際出てきた金額が

前回でいくと９億５千万、給食センターを含むという部分で、学校本体屋体棟の部分でいくと６

億８千 400万。ただ義務共済や過疎債を使うという形で財源的な部分について手当はできると

思うんですけども、気になったのは給食センター、非常に狭隘だし３億近く修繕にかけて相当色

んな部分でダクトとか天井高とか色んな分で非常に衛生環境を含めて厳しいだろうなというの

が。それで今、総括の方から課題としてきちんと整理されて、どういった手法をとるのが本来良

いのか、学校本体の方を先行させながらそういった中において、そちらの方は後ほど縦横から。

極端な話をすると修繕でいくのかとか、今後の生徒数の見込みとか、それとも新しく補助がない

とすれば新築をしてきちんと環境良いものをきちんとつくったらいいのか、それとも今新しいア

ウトソーシングが妥当なのか色んな観点の整理、教育推進計画を今年度やられる中で、そこでき

ちんと検討されることについては前向きで良いのかなと。１回決めたから走らなくちゃいけない

という中で課題をそのまま置いていくということが、事業所としては良くないという形なので、

その辺の方向性の３点について６月にもし提案されるという前提に立って教育委員会としてど



‐10‐ 

 

のように精査されるのか再度詳細について今３点について御説明願いたいと思います。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 ただいま御質問のありました内容ですけれども、まず非常に厳しいタイトなスケジュールで動

いているというのが実際でございます。国の交付金等、制約がありますのでその中で活用してい

くということになれば、やむを得ない部分もございまして、それに向けて今現在調整しながら動

いているところでございます。６月補正で上げていきたいということで考えております。 

それから先ほど予算の立て方という部分かと思いますけれども、御指摘のとおり、本来市町村

が行う事務事業が２カ年以上にわたる場合につきましては、継続費という組み方をするのが必要

となってきます。継続費の趣旨でございますけれども、事業費の総額、期間、年度の支出を決め

まして実際にどこまで支出するかというところまで見込みを確定するというような形になりま

す。今回の事業につきましては、複数年にわたるものでございますので、１つの事業を２年、３

年にかけてやるということでございますので、継続費として検討をしているところでございま

す。その部分で御理解をいただければと思います。 

それから３つ目の部分でございますけれども、実際どういった形が適当なのかということで、

本来今回であれば実施設計を行ったということは通常の建設事業は新たに新築するような場合

ですと基本的には詳細を実施設計で立てて実際に予算見積りを立てて、これが建設のために実際

に動いていく過程なんですけども、先ほど申し上げましたように今回、大規模修繕という内容で

ございまして、先にあげました長寿命化計画の方の金額というのはあくまでも概算でございまし

た。そこで実施設計をかけて約３億という話がありましたけども、実際出してみますと２億４千

万近くというような若干下がっておりますけれども、そういった金額でございます。その金額が

実際これからの学校公共施設として運営していく中で、生徒数の減少、これは避けられない状況

にございまして、恐らく今までの人口減少の影響よりもかなり大きなものと考えております。そ

の中で求められる機能、規模というのはやはり適切にやっていく必要があると考えておりますの

で、それを再検討させていただきたいという形でございます。以上でございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 １点目の６月補正ということで了解しました。２点目の繰越金継続費の関係なんですけれど

も、従来、単年度主義で。その方が継続費で組むと事務が煩雑ですし、非常に技術的に難しいか

らなるべく単年度で組んで単純繰越で、自己繰越でやってしまうという形なんでしょうけど、や

はり今回非常に重要だというのは学校自体がコロナで授業ができない状態が続いていて、その積

み残しをきっと冬季休業期間中とか春休み中とかで、色んな調整をここ２年ぐらい続けていく形

の中において円滑に授業をやっていくとすれば、一方では資材の調達もありましょうし、そこで

働く方の確保、労働力の確保もありますし町内経済を考えた場合、ほとんどが冬季に働く場所、



‐11‐ 

 

工事が止まってしまって通年型ではなくなってしまって、そういった町内におけるいろんな事業

の雇用の環境等も比べた事務的には大変でしょうけども、しっかりと継続費を組みながら持続的

に２年間ないし３年間という中で事業を執行されるのが妥当なのかなと思いますので、その辺事

務的には色々と交付金の関係、起債の関係等々も含めながら出来高の計算等含めて非常に煩雑に

なると思いますけれども、そこは今言った地域の実態とか学校の実態に応じた適正な手法を財政

的にも講じていただきたいとこのように考えます。総括の説明のとおりの流れを是非今後とも財

政当局とも詰めながら進めていただきたいと思います。 

それから３点目の給食センターの関係ですけれども、荒数字で２億４千万くらい、消費税とか

今後の物価の高騰、生徒数の推移等、どういった手法論を長寿命化計画と実際の実施設計やった

部分と将来見通した部分の中、もう少ししっかりと方向付けをしなければいけないということが

現実的に出てきたということであれば最初に組んだものがそのまま走るのではなくて、ある一定

の校舎本体、屋体棟をやっている間においてここ１年ぐらい、もしくは１年半ぐらいの間で一定

の整理をされて今後の方向性というものを教育委員会全体としてしっかりと見通した中におい

て事業に着手するのが妥当ではないか。１回走ったから執行せざるを得ないという中において課

題を先送りしたりとかその中に押し込んでしまうことが手法としてはあまり良くないかなと思

いますので、今回のそういった流れをもう１回教育委員会の内部でもしっかりと検討して町長、

財政当局ともその辺の方向性について整理をされて進めていただきたい、このように強く要望い

たします。 

 

○池下委員長 

担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 ただいまご意見ございましたように今後、中長期的な考え方のもとに、どこが適切かというこ

とを議論しまして、また皆さんにお示ししながら執行してまいりたいと考えておりますのでよろ

しくお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 他にありませんか。よろしいですか。それでは３点目新型コロナウイルス感染症に係る所管の

事業等について説明をお願いします。課長。 

 

○生涯学習課長 

 それでは新型コロナウイルス感染症にかかる所管事業教育委員会の関連事業について御説明

をいたします。まず、学校教育の部分でございますが、小学校中学校につきまして分散登校、こ

の分散登校と言いますのは、教室で密にならない人数でなるべく短い時間の中で一定の学習活動

を行うというものでございますが、それにつきまして先週、今週、来週ということで小中、それ

ぞれ週２日ということで実施しております。２日と申しましても１人の児童生徒が週２日通うと

いうことで児童生徒を分けて通わせていますので小学校では週４日、中学校では週３日、授業を

やっているという状況でございます。 

なお、このまま緊急事態宣言等が５月末で解消になった場合には、町といたしましてはほぼ普
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通に近い形での授業を再開したいと考えております。ただし、道教委と全道の教育長によります

会議がこの後予定されておりますので、その中である程度全道統一の考えも出てくるかと思いま

すので、それと歩調を合わせる中で実施をしてまいりたいと考えております。 

次に社会教育関係でございますが、まず施設につきましては、図書館は 19日から一部制限を

設けましてオープンをしているところでございます。また、緑ケ丘のパークゴルフ場につきまし

ては江南と他の課が所管しております施設も含め 25 日からオープンをしていきたいというこ

とで準備をしております。その他施設につきましては、これも緊急事態宣言等の解除などにより

ますが、６月１日、社会教育施設月曜日休館日でございますので実質的には６月２日から順次一

部制限をつける形になるかと思いますが、開館してまいりたいというふうに今のところ考えてお

ります。これにつきましても、役場全体の対策本部会議が今後予定されておりますので、その中

で町の公共施設全体の考え方を示していくことになると思います。 

次に、社会教育の事業でございますが、既に新聞等でも報道になっておりますが斜里岳ロード

レース大会につきましては実行委員会を構成している団体から意見を聴取いたしまして、また全

国、近隣の大会の動向を見た中、残念ながら今年度は中止を決定させていただきました。 

次に、清里高校生の海外派遣研修事業でございます。これにつきましても、いまだ国内はもと

より海外への渡航ということができる状況にはないということ、受け入れるニュージーランドモ

トエカ町側の体制が整わないという理由から、本年度につきましては中止ということとさせてい

ただきました。ただし、この現対象となっております現１年生の今後代替の措置等ができるのか

どうかにつきましては高校と今後十分協議をしてまいりたいというふうに考えております。 

最後に生涯学習課所管しております、ことぶき大学でございますが、これにつきましては６月

より通常授業というふうに考えておりましたが、高齢者が 60 人集まるということは非常にま

だ危険が伴うという判断の中、一学期は休校とさせていただきまして二学期８月のお盆明けから

二学期から順次開校してまいりたいというふうに考えております。以上、説明を終わります。 

 

○池下委員長 

ただいま課長より新型コロナウイルス感染症に係る所管事業分について口頭説明がありまし

たけども、委員の皆さん何か御質問がありましたらお受けしたいと思います。よろしいですか。

伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 小中また高校の方の諸々聞かせていただいたんですが、検討段階のことかわからないんですけ

ど修学旅行とかは今どんな形になっているんでしょうか。 

 

○池下委員長 

課長。 

 

○生涯学習課長 

北海道教育委員会の方から、まず９月いっぱいの学校の行事は極力見合わせるべきという判断

がされております。そのような中、小学校中学校につきましては、元々９月だったものを冬場に

持っていきたいということで既に日程調整をしているところでございます。中学校についても延
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期をして実施するということで日程調整等進めているところでございます。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 今色々説明あったんですけども、日程を上手くずらしていくという作業になっていくのかなと

思っていますが、なかなか１年間の教育の中でカリキュラムかなり大変になっていくのではない

のかなと思っています、対応がかなり大変になってくると思います。何とか頑張っていただきな

がら修学旅行等行けるようによろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長 

課長。 

 

○生涯学習課長 

今の伊藤委員おっしゃいましたとおり、今後学校における各行事については、やはり全てを賄

うというのは難しいというふうに考えております。しかしながら、その中でも事業を精選して非

常に子供たちにとって修学旅行は重要な楽しみにしている行事ですので実施できるよう、これに

ついては学校にも協議しながら進めてまいりたいと思います。 

 

○池下委員長  

 よろしいですか。堀川委員。 

 

○堀川副委員長 

 コロナの感染の影響で色んな不便を感じている中で、生涯学習課も当初の宅配事業ですとかま

ちづくりのオンラインの会議ですとかいわゆる非常に良い事業を進めてくれているなと思いま

す。けがの功名と言いますか、このような不便な状況の中で色々工夫されて事業を組まれている

んですけども、ぜひこういう不便な中での取り組みというのをさらに検討していただいて取り進

めていただきたいそのような要望です。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 社会教育課、生涯学習課といたしましては現在各事業のキャンセル対応が非常にタイトなスケ

ジュールでやっている中、御指摘いただいたとおりの、新しい事業を始めてきたところでござい

ます。この他にことぶき大学につきましても、このまま一学期ずっと引きこもってしまう高齢者

もいると思いますので今後、既にことぶき大学だよりなどでの情報提供ですとか何らかの形で声

かけなどもやってまいりたいというふうに思っております。 

また、今後子供たちの授業がやっていけるのかまだ今後どうなるかわかりませんが、国の中で
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は既に子どもの長期休業これを通常の授業に充てることをしても構わないという話もあります

ので、夏休みや冬休みにやっておりました社会教育の事業も思うように行かないということを想

定した中、密にならないキャンプですとどうしても密になってしまう、そういうことから既存で

やっております事業をそれぞれ検証し、替わる事業をやって行く方向で検討しているところでご

ざいますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

 

○池下委員長 

今日３件提案されていますが、何か聞き漏らしたことがあればお受けしたいと思いますが、よ

ろしいですか。学習課全般通して何か質問がありましたら、よろしいですか。 

それでは生涯学習課これで終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

 

○池下委員長 

 それでは引き続き、総務課を行っていきたいと思います。１件提案されておりますので、説明

お願いします。担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 それでは総務課所管の議題でございます。１件ございまして指定管理施設経営安定化事業につ

いてでございます。１ページ目の方をご覧になっていただければと思います。それでは御説明い

たします。既に令和元年度の専決補正におきまして２月、３月分。令和２年度の第１号補正にお

きまして４月、５月分の指定管理施設経営安定化事業同事業につきまして支援を行っているとこ

ろでございます。 

新型コロナウイルスの影響が大きくまだどこで収束するかまだわからない状況の中で経営の

見通しも立てづらいものとなってございます。こういった中でこれまでの事業と同様に温泉指定

管理施設におけます経営状況の悪化に対しまして施設維持のための支援としまして６月、７月に

つきましても事業の継続を行っていくものでございます。内容につきましては、これまでの経営

安定化事業と同様となってございます。以上で説明終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま指定管理施設の経営安定化事業について、担当より説明がありましたけども皆さん御

質問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 

 経営安定化を継続することについては了としている部分で、確認なんですけれども２月、３月

もやってきた部分で各施設の収益の落ち込みというのは、具体的にどういった実績であるのかと

いう形がまず１点目。それともう１つは臨時とかパートで雇用されている方の雇用が現在どうい

うふうになっているのか。当然利益の 50％は全然問題ないんですけども、その辺の雇用がきち

んと守られているのかどうかの確認。この２点だけ。落ち込み２月、３月既に申請が上がってき

て処理されている部分もあろうかと思いますし、繰り越していますからわかる部分での落ち込み

が実際どのくらい落ちているのか。それと今言ったような臨時やパートの方を含めた雇用確保が
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きちんとされているのかの２点について確認をさせてください。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長   

 ただいまの御質問ですが令和元年度の実績といたしまして２月部分での支出はございません。

３月分でいきますと３施設合わせまして予算額 300 万ほどでしたが、それに対して 235 万

852円、これが３施設合わせた部分での支出金額です。 

それともう１件の従業員の関係ですが、雇用に関しては継続されていると聞いております。た

だ細かい部分のパートさんのシフトの部分で詳細は若干の部分あるかもしれませんが、雇用自体

は継続されているというふうに報告を受けております。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 ２月分がなくて３月分で 235万。実績的な町の予算の支出だと思うんですけれども、その収

益率はどのように落ちているのかという実績の押さえというのは、申請上出てくると思うのでそ

の押さえができているのかどうなのか。という形で最初質問したわけで、２点目は支援していく

ということはやはり地域雇用を守っていく、経営を守っていくと同時に雇用を守っていくという

ことが大事なのでそこはきちんと確認しながら次回の実績も含めながら報告をいただきたい。こ

のように考えますが。守られていると思うじゃなくて、守っているという事実をきちんとやっぱ

り担保していくことが今回の支援策の根本にあると思いますので、すいませんが細かな話で申し

上げないですけども、今後持続的に今回も４月、５月、６月と延長するわけですからその辺しっ

かりともう１回確認を担当課としてはしていただきたい、このようにお願いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 まず、雇用に関して把握している部分では雇用は確保されている部分で把握しておりますし今

後につきましても今後も継続されることを願って指定管理者とも協議をしていきたいと考えて

おります。それから減収率ですがパーセンテージは出していないんですが、施設ごとでいきます

と緑清荘につきましては過去との比較でマイナス259万 5千266円パパスランドにつきまし

てはマイナス 194 万 732 円、緑の湯につきましてはマイナス 16 万５千 705 円、これが過

去との差額となりましてこれの 50％足したものが先ほどお話ししました 235 万 852 円とい

うことになっております。 

 

○池下委員長 
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 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 了解しました。コロナ対策の本部は総務課に置かれていると思いますが、当然いろんな支援を

やっていくのでその辺の事後的な形で支援策も当然今後もまたきっと６月、７月、８月、９月と

今後かなり長期戦になってくるというやはりベースになるものがどのような影響が具体的に表

れてしたがってそれに対してどういった支援をしていくかということがベースになるので、その

ベースがやはりきちんとできるだけ資料として提示いただいた上で追加的な支援策をご提案い

ただくように今後ともお願いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 次期の部分に関しまして資料に関しましてはまたなるべく詳細のものをお示しできるように

配慮したいと思います。 

 

○池下委員長 

 ほか、勝又委員。 

 

○勝又委員 

 自粛がおそらく今月末になっていくということになるのかなと思います。実際パパスでは駐車

場も制限してということでやっているわけですが、解除と同時におそらくそれらも解除されると

いう形になってくるのかなと思うんですけど、聞くところによると緑清荘が６月から日中のレス

トランは閉めると聞いているんですけど、そこらについては把握されているんでしょうか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 緑清荘の６月以降のレストランの関係ですが完全に閉めるということではなくて当面の経費

の削減もありますし、利用者数の関係もありますのでその辺で閉める部分が出てくるかもしれな

いという話は伺っております。 

 

○池下委員長 

 ほか、前中委員。 

 

○前中委員 

 今、勝又委員からもありましたけれども、パパスの駐車場の利用体系、ああいうふうに区切っ

ていまだに緊急事態発令中でありますけども、あの形は違和感。多少段階的な部分という説明が
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あれば良いんですけども、そこら辺の理解が乏しい部分、そこが１点。先程古谷委員から御指摘

ありましたけどもこの施設の中で指定管理者における経営ビジネスの中で会社と雇用している

従業員との関係の中の立場で今、国の各種従業員に対する雇用助成金等、あるいは会社としての

給与補償もありますけども会社としての従業員の方で労務管理の中で従業員をシフトするなり

あるいは有給を有効に使いながらいろんな手法があると思うんですけども、そこら辺の中で民間

企業といえども指定管理事業者でもありますからそこら辺のアプローチもやはり総務課として

ある程度全ての従業員が毎日勤務するじゃなくて、ある程度の国の助成金を仰ぐ手法も取り入れ

ながら自ら経営努力も考えるというところのアプローチもすることも可能ではないのかなと。民

間であれば経営主自ら判断する部分ですけど、指定管理という部分入湯においてはほとんど指定

管理ですけれども、それとあわせてレスト部分、パパスの例ですけどもそこは会社としての判断

ですからなかなか言えない部分ありますが、トータルでの総務課としてのアプローチなり助言な

りもあわせて当事業者あるいはヴェルデさんもそうでしょうし、そういう部分も同じように共有

で進めていただければと思うのでそこら辺の判断難しいですけど原課としてどのように今され

ているのかだけ確認の意味で説明していただきたい。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 パパスの駐車場に関しましては当初連休中に閉めた時に駐車場をそのままにしておきますと

パパスを利用しないまでも宿泊される方とかの車とかが多くなるかなという懸念もありました

ので、かなり狭めた形で最小限トイレに関しては 24時間使えますので、その分の利用者のため

に一部を閉鎖してパパス自体が休んでいるということのアピール含めて閉鎖しました。 

その後、閉鎖が解けて今も時間短縮でやっていますけどその部分でまた全開にするよりはまだ

その影響があるというその中での部分で若干広げた形で今やっているのが、今のスペースです。

今後ですが、今日は正式に発表されると思う緊急事態宣言ですが、今の見込みとしては北海道は

その中で含まれない見込みの中で今後宣言が例えば今月いっぱいで解除されて、来月から平常と

なった場合で施設が平常状態の経営になった場合には通常通りの駐車場を使えるような形に移

行したいと思います。 

もう１点の従業員の関係つきましては、コロナ発生当初から気になる部分で勤務時間を狭めら

れた部分で休んでくれとか、解雇とかその部分は心配した中で経営者とも話して、幸い経営者の

方としては雇用は継続するし、勤務もしていただいているということで安心していた部分です。

ただ、これだけ長期になるという予想もなかなか立てられなかっただけですけど町の方のスタン

スとしては願っているのは雇用継続で今後も努力していただきたいという部分がありますので、

その辺につきましては今後この感染症の収束がいつになるかというのは見えない部分あります

どそういうスタンスで経営者とは常にお話をしていきたいと考えております。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 
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○前中委員 

 最初の駐車場の中でつい最近なんですけど、トレーラーが昼時に２台とか停まってしまうとそ

の段階で一般の乗用車が停められない実態を目にしたんです。道の駅の特質上、大変難しさがあ

りますけども、ああいう縦の仕切りが良いのかそれは手法ですから現実そういった意味で一般の

入湯客が車が置けないだとかそういうのも見受けられたので、今後の中であり方として緊急事態

宣言が解除になった暁にはいいですけども、ああいう縦じゃなくてもう少し違う手法があるので

あればそういう形もいいのかなと思ったものですから質問しました。 

 

○池下委員長 

課長。 

 

○総務課長 

貴重なご意見いただきましたのでまだ今月末までは期間がありますので、パパスの方に聞いて

そういう支障が出ているのであれば途中でもバリケードの手法を変えるような配慮はしたいと

思います。 

 

○池下委員長 

 ほかに、よろしいですか。それでは総務課全般通して何か聞きたいことがあればお受けしたい

と思います。よろしいですか。それでは、総務課終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

 

○池下委員長 

 引き続き、企画政策課２点提案されましたので説明をよろしくお願いします。課長。 

 

○企画政策課長 

 それでは企画政策課の案件２件について１件目の新型コロナウイルス影響に係る緊急経済対

策を私の方から２件目については担当参与から説明をさせていただきます。１点目の新型コロナ

ウイルス影響に係る緊急対策（企画政策課分）でございます。議案の１ページをご覧いただきた

いというふうに思います。この関係でございます。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、営業売上収入が大きく減少しました町内の中小企業者

の経営を維持するために経営費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して、

現在令和２年５月分までの対象期間としまして実施をしているところでございます。 

この事業につきまして新型コロナウイルスの商工業者への影響が長期化していることを踏ま

えまして事業の延長を図ってまいりたいと考えているところでございます。事業内容につきまし

ては、現在行っている事業に変更はなくて全ての業種向けの経営安定支援事業としまして前年同

月比 10 パーセント以上の売上高の減少がある事業所を対象としまして、減少額の割合に応じ

て上限 10万円の補助、それに合わせまして経営安定支援事業に上乗せしまして、特に経営が厳

しい宿泊・飲食・観光案内業に追加支援を行うということで経営費支援事業としまして前年同月

比 15％以上の売上高の減少がある事業所を対象としまして光熱水費等の経費に対しまして 30

万円を限度に補助を行うものでございます。 

この事業につきまして先ほども申しましたが、６月分、７月分２カ月分も対象としまして、支
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援の期間を延長しまして町内小規模中小企業の経営安定化増加を図ってまいりたいと考えてお

りますので、ご理解をいただきたいと存じます。 

なお、２月分、３月分を対象としました本事業の実績額前回の委員会についても口頭でお示し

しましたけども 50事業所、補助額は約 1千 200万円ということでなってございます。 

また記載しておりませんが既に予算化をさせていただいております、きよさとポイントカード

活用としました宿泊・飲食業消費拡大事業でございます。これにつきましては、新型コロナウイ

ルスの情勢、また緊急事態宣言等状況によりますけども出来ましたら６月中のどこかからまた遅

くとも７月からの実施ができないかということで商工会と連携して行う上では連携の上行って

まいりたいというふうに思っているところでございます。以上、１番目の新型コロナウイルスに

かかる緊急経済対策についての説明とさせていただきます。 

 

○池下委員長 

 ただいま課長より新型コロナウイルス影響に係る緊急経済対策（企画政策課分）ということで

説明ありましたけども、委員の皆さんから御質問を受けたいと思います。勝又委員。 

 

○勝又委員 

 ２点ほどお伺いしたいと思います。町が取り組む緊急経済対策ということでの支援金の関係で

補助の要綱の中に５条に町が交付を行ったものが国、都道府県からの関係のものがあった時に補

助金交付額の再算定を行うとなっているんですけど実際に道、国からの持続化給付金の申請とか

あるわけですけどそこら辺について調整をしていくことになるのかどうか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今の御質問の関係です。要綱の中では再算定ということでさせていただくということにさせて

いただいてございます。実際、再算定はしていこうかなというふうに思っておりますけどもその

段階で事業については補助金を出してということで確定をさせていくわけでございますけども

再算定するということでその段階ではそれについてはまたその段階に応じて精査なり必要かな

というふうに思いますけど再算定をさせていただくということで今のところ考えております。 

 

○池下委員長 

勝又委員。 

 

○勝又委員 

 再算定するということは、いわば補助に対しても調整するということで理解していいですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 
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○企画政策課長 

 先ほど国から道からの話もありましたけども、状況に応じてはそのような形も出て来るかなと

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 

 もらったものを返せと言うのもどうかなと思うんですけれども、再算定はしていくという形で

すが実際には十分なものが面倒をみれていることではないという見解にたった時に、それでなく

ても十分なものが当たっているわけで、ましてや持続化給付金に関してはオンライン申請とかで

なかなか二の足を踏んでいるようなところもありますから、ぜひとも今回額的な部分での調整は

行っていただきたくないというようなことを思っています。 

それと同時に持続化給付金の関係について、オンライン。今日、北見、明日が網走あたりで窓

口を臨時に開設してるみたいですが、恐らくオンラインに長けた人はすいすいと自分で申請して

いけることなのかなと。地方での窓口というのをきちんと定められていない部分があって一応商

工会とも話しているんですけど、ぜひともその相談にのって欲しいということは話している訳な

んですけど町の方でも是非ともそういう部分での相談事をせっかくの支援金でございますから

皆さんが申請して該当する方はもらっていける形のものをとっていただきたいなということを

申し添えたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 １点目の中小企業経営安定化支援事業の補助金の関係でございます。先ほども要綱の中では再

算定ということになっておりました。今は国の方でも今後その部分について色んな給付金等の関

係がありましてそれについてどうしていくかということが今後もまた示されるのかなと思って

います。また租税の関係とかもそれについても、今国から示されたりとか色んな部分で実はござ

います。その関係でそういうのも含めて、確認は必要かと考えているところでございましてその

ようなことで再算定を含めて確認はしていくような形をとっていきたいと思っています。 

それから持続化給付金の関係でございます。オンライン申請ということが基本となっているも

のでございます。これについて経済産業省とか、振興局がそのような形で対応する窓口というこ

とでございます。町の方にも相談あった場合については連絡先等教えているところでございま

す。また、これ以外についても北海道の休業要請の関係につきましてもそういうようなインター

ネット対応できないものについては申請書等を町の方で置けるところについては事前に連絡を

くれというようなことだったので、うちの町はそういうな申請書類も置かせていただきまして対

応するような形をとっておりますので、いずれにしましても国、北海道の制度も含めまして、町

の制度もそうですけども問い合わせがあった場合については町、それからまた商工会とかいろん

なところと連携をとりながら必要とする方にはきちんと伝えられればというふうに思っている
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ところでございます。 

 

○池下委員長 

 ほか、古谷委員。 

 

○古谷委員 

 先ほど指定管理の関係でも聞いたんですけど、今回 50事業所、１千 200万という減少率自

体がどういうふうになっているのかというデータ、今回同じ質問なんですけども新しく延長して

いくとなれば基礎的な資料というのが従来からお願いしているんですけれども、全てベースとな

るものが実態としてこういうふうに減っていって売上がなっている、個別に１点ずつ出せという

のではなく業態別にきちんと整理されて出されるのはやっぱり今後も長期戦となってくるとい

う前提に立ったときにやはりベースになるものは何なのかってことを明示した上で予算を要求

しているとかは制度を延長するのが当たり前の話であって、しっかり丁寧にまずお願いしたいと

いう形が１点目。 

２点目、今勝又委員からの質問に関連する部分なんですけれども。持続化、道の支援金等含め

た部分で町の要綱とのその辺の齟齬がしっかり町の緊急経済対策を申請する方が理解されてい

るのかどうか。非常に今課長つらい答弁だったんじゃないかと思うんですけれども、ある程度明

確にしておかないと後から金返せ、清算して返せというのがせっかく町、議会も含めて何とか支

援しようという雰囲気をどこかで 1 件２件でも出て来れば非常にハレーションが起きやすい微

妙な案件なんで、早急にもう１回内部調整をして、そういった清算措置が伴うのかどうなのか。

要綱の再度の改定をここで行っていくのか町は町としてあくまで国の施策や道の施策と違った

形で単独としてしっかりやっていくんだと意思表示していているのかと。そこはある程度明確に

しておく必要があるんではないのか。あいまいに言って裁量権の中でやってどうだった後で返し

てくださいとかいう話にならないように、ここは明確にしておいた方が私は妥当ではないのか、

このように考えますし、国の申請関係についても今インターネットですから個人の事業者、ほぼ

できなくて今町も支援していると言いましたけれども、銀行にお願いしたりだとかしている部分

もあったり、それから商工会の経営指導員一人じゃいろんな手続きを余している状況の中で例え

ば青色申告が商工会が窓口になりながらやっているところはしっかりできるけども、単独で税理

士をお願いしているところはなかなか細かくそういった町の申請についても一般論だけで終わ

ってしまっているという濃淡が出てきている形の中でせっかく作った制度ですから有効に活用

される前提に立ってもう１回方向性を明確に出す必要があるのではないかというふうに私自身

は考えるところなんですけども、今後のその辺の整理の方向性もう１回ご答弁願いたいと思いま

すが。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 まず１点目の関係です。今回の中小企業経営安定化支援事業補助金の関係、実績の関係、資料

の関係でございます。６月補正でも今回延長するということになれば補正をお願いしていくこと
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になるかなというふうに思います。そのベースとなります資料等減少額等含めました大まかな資

料を提示できるように考えていきたいというふうに思っています。減少額本当にいろいろでござ

います。その辺含めましてこちらで作成を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。 

それから２点目のこの補助金に係る要綱等の関係でございます。これにつきまして今、古谷委

員からもありました。その辺国・道の関係も含めまして、きちんと当然事業者の説明も含めまし

てまた町の事業についてもしっかりやっていくということで当然考えておりますので、その辺き

ちんとした中で要綱改正が必要であればきちんとした中で、また内部の中でも十分検討していき

たいということで進めてまいりたいというふうに思っているところでございます。 

それから、それ以外の国とか道の給付金等の手続の関係でございます。先ほど言われたとおり

銀行、金融機関ですとか商工会とか商工業者のお手伝いをしながらということもお聞きしており

ます。手続きの関係についてもきちんと連携をとりながら進めていけるような体制についてもま

た検討していきたいというふうに思っているところで、しっかりとその辺情報が伝わるようにし

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。 

 

○池下委員長  

 他にありませんか。よろしいですか。それでは続いて２番目、第６次清里町総合計画及び第２

期まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定状況について説明をお願いします。担当。 

 

○企画政策課参与 

 それでは２ページになりますけれども、第６次清里町総合計画及び第２期まち・ひと・しごと

創生総合戦略の策定について経過の御説明をしたいと思います。１番ということでありますけれ

ども、現在までの進捗の状況でございますが、昨年、令和元年 10月８日に第１回の総合開発審

議会の開催を行っているところでございます。こちらにつきましては、既定の 15名の委員の皆

さんの関係という形で進めてきております。 

その後 11 月には臨時の審議会委員を含めた２回目の審議会を開催しているということでご

ざいます。当時、臨時の審議委員を含めて 73名程度という状況でございます。年が明けまして

令和２年２月には住民アンケートの実施を行ってございます。アンケートの結果概要につきまし

ては、先の常任委員会等でもお示した後、広報きよさとの方で４月、５月号という形での概要の

説明をさせていただいているところでございます。 

２月から３月の活動につきましてはコロナウイルスの影響で動けなかったことから、この間に

アンケートの集約ですとか審議会の手法関係の検討を行っている状況でございました。資料前後

しますが４月 13 日には中高生のアンケートにつきましての集約が戻ってきた状況です。こち

らは学校の休業がございましたので、２月からの手付から少しずれたというような状況でござい

ます。４月 15 日には役場の庁舎内の会合ですけども企画委員会という幹部職員によります会

議を実施しておりまして、この中では第５次の総合計画の実績評価関係の作業調査についての調

整関係を進めているところでございます。４月 24 日になりますけれども策定委員の皆様には

先にお示ししました住民アンケートの関係を冊子として送らせてもらっているところでござい

ます。あわせてこの時に審議会の会長のお名前をいただきましてコロナウイルスの状況なので会

議の開催云々という形のお断りをさし上げまして書面協議等でのご案内を差し上げることにな
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ろうという部分の文面を入れているところでございます。その後、アンケート分析等を踏まえた

構成素案の着手を現在進めているところでございます。それから５月 15 日先週になりますけ

れども第２回の審議会の時からの資料で現在持っているソースを各委員さんの方に送りまして、

町の強み・弱みと言った部分の、書面ではなかなか難しいのかもしれませんけれども、意見交換

という形の依頼をかけているところでございます。 

２番目の今後の会議の開催の関係でございます。国、北海道のコロナ関係の防止対策とあわせ

まして、現在出ています新しい生活様式という形のものが示されてきているところでございます

ので、これに合わせた対応をとって行かざるを得ないのかなと思っているところでございます。

面前での会議の開催が可能であれば人数を分散させて行うなどを執行していきたいと考えてい

るところでございます。２回目の審議会の時には約７～８人ぐらいの分野別の分散のグループ分

けをしたところでございますが、そういった形のものが可能なのかどうかということも現在考え

ているところでございます。ただ、開催が引き続き難しいというような形が指針等で示される場

合につきましては、引き続き郵送関係での対応も考えていくということで考えているところでご

ざいます。経済活動関係つきましては、ルール緩和の状況に向かっていると思いますけれども、

コロナウイルスの総体につきましては治療方法、予防についての決定打が見つかっていないとい

う状況にございます。会議を開催してもなかなかそういうふうに来場にはばかる方とかもいらっ

しゃることも考慮に入れながら開催関係の方は予防対策と合わせて進めていきたいとこのよう

に考えているところでございます。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま担当より②について説明がありましたけども、何か御質問がありましたらお受けした

いと思います。よろしいですか。それでは今日①、②、２つ案件がありましたけれども何か質問

漏れがありましたら。よろしいですか。課長。 

 

○企画政策課長 

 口頭で２件報告をさせていただきたいと思います。追加で申し上げございません。１件目が札

鶴ベニヤの工場の経営縮小に伴う従業員の雇用関係でございます。従業員の就職の支援につきま

しては民間の共創パートナーズ及びリクルートが中心となりまして町も連携協力する中進めて

いるところでございます。町内におきましても商工会とか農協、各事業所等からの求人情報、さ

らに斜里町、小清水町、両町の商工会、両町の事業所含めまして 44 事業所、120 人の求人情

報が集まったところでございます。 

当初の予定では５月に求人企業が一堂に会して合同企業説明会の開催を予定しておりました。

ただ、この新型コロナウイルス市の影響によりまして、集団での説明会の開催が難しい、また説

明会から１対１の、またそういうような部分もありますのでそういうような合同説明会の形はと

れないということで求人票民間の事業所の方で作成しまして、５月８日に、一斉に求職者の方へ

求人情報を開示してございます。求人に対する応募の締め切りを５月 18 日ということで進ん

でいるところでございますけども、昨日現在で９割の方が先ほど言った事業所の中で応募してみ

たいというような形で今進んでいるということでございます。今後、今応募がありますけども求

人事業所への応募という形ということでございまして、上手く求人、求職がうまくマッチングで

きまして、就職、雇用に繋がっていけばというふうに思っているところでございます。今後も状
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況を確認しながらこの関係については進めていきたいというふうに思っております。 

２件目でございます。起業新事業の創出支援事業、いわゆる町内で新たに事業を行う方の支援

事業でございます。現在、網走市の方が町内におきまして動物病院の開設をしたいということで

申請が出されているところでございます。この案件につきましては来週５月 27 日に副町長を

委員長とします事業審査委員会を行う予定でございます。現在、動物病院をやりたいということ

で１件の申請があるということで情報としてお知らせしたいということです。以上で追加の口頭

説明とさせていただきます。 

 

○池下委員長 

 それでは企画政策課全般通して何か御質問したいことがありましたら。前中委員。 

 

○前中委員 

 国から出る定額給付の関係で、町内の動きの申請報告等、先般、あるお年寄りの方からも言わ

れて大変困惑していた部分、郵貯の関係の口座の町からの文章があったんですけども、郵貯の場

合口座番号２つありまして一般の銀行から振込みを郵貯の口座へ入れる口座番号と郵貯間同士

の講座とちょっと違うんですね。そこで、大変困惑されてなかなか書き馴れなくて困ったと。こ

れは郵便局内部の話だったんですけど本町において、郵便局の金融担当との説明がなかったのか

なと。信金あるいは農協、あるいは信組もありますけども郵貯だけどういうわけか何にもなかっ

た。そこら辺、今後の中で町の財政の徴収金融機関として一般財源の町民税等とも郵貯の口座指

定がないんです、現実。そこら辺今後の中のこれは財政当局といいますけども、今回の定額給付

の中でそういう部分の郵貯という部分があったものですから、金融機関との整理もやはり今後い

ろんな部分でこれから対応を考えていかなければならないと思うので、検討というか考慮してい

ただきたいというのを１個付け加えさせていただきたいです。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 まず全体的な金融機関の整理関係。今後郵貯も含めたいろんな今後出てくるかという、それに

ついてまた検討してきたというふうに思います。具体的に今出ました国の定額給付金の一人 10

万円の関係かなと思いますけど、これについては実際の担当については町民課の方ということで

町民課の方でいろいろ関係機関と連携をとっているということを聞いております。 

私の方の知る範囲でいくと大体８割位が既に申請ということで、残り 300件弱だったような

気がします。後ほど町民課の方にも伝えますけども、その中でもし聞いていただければ実際の実

績が今現在のわかるのかなというふうに思うところでございます。金融機関の関係ついてはまた

財政で整理する必要なものについては整理をし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、堀川委員。 
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○堀川副委員長 

 札鶴ベニヤの再就職の関係で、３町で 44事業所 120人ほどの求人があるという説明あった

んですけども、何とかスムーズに再就職が進んで欲しいなと思うんですけれども、このうちで清

里町内の割合、何事業所で何人くらいの求人があったのかわかれば教えて頂きたいんですけれど

も。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 先ほど若干、網走とかあるんですけど３町 44事業所 120人でございました。それで町内の

関係でございますけど、町内の事業所については９事業所でございます。９事業所から応募が求

人の情報をいただきましてこの 44 事業所の中に入っているところでございます。人数的に言

いますと 12～３名が町内からの採用をしたいという人数が出ているところでございます。 

 

○堀川副委員長 

なるべく町内の再就職が進むようによろしくお願いします。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 まず町内で進められる部分については町内に住んでいただいて企業に就職頂ければ一番いい

かなというふうに思っております。それが難しければ町内からまた近隣のところということもあ

るかもしれませんが、今言ったことも含めまして進めていければと思うところでございます。 

 

○池下委員長 

 他、よろしいですか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 本来企画政策じゃないというふうに思っていまして財政的には全体的な部分で企画がやられ

ると思うんですけども、コロナ対策費全般の部分については本部は総務課じゃないかというふう

に認識しているんです。だから従来はトータル的な全体的な対策費支援だとか全体像は見えてき

ているんですけども、今回から個別的な原課からの説明でばらばらに見えてしまってトータルの

流れが今後も長期戦になっていくと思うんですけれども、きちんと集約される必要があるんじゃ

ないか。対策本部をつくりましたという形ではなくて、今後の対策の事業についても、ある程度

見える化して行くとか積み上げだとか今後の方向性だとかという一連の流れをつくって全体像

が今までやってきたもの、これからやっていくものとか現在進めていくものという一連のものが

きちんと見える化していただく必要があるのではないか。その辺含めて対策本部の事務局はきっ

と総務課に置かれた。ところが今回ほぼ全課からの説明で全体像がつかみにくい。今回特に教育
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委員会からは 19歳以上の学生の関係、0歳から 18歳まではこの後ある保健福祉課だとか。継

続的な事業所の支援については企画の方からというふうに。すべからく個別ではなくてトータル

として町として対策本部をつくってやっていく形の中においてどういった事業がどういった段

階においてきちんと位置づけられて、どこが今度新しく付け加えていくのか、弱かったから強化

していくのかとか少し違った環境が生まれてきたのでどこに重点をシフトしていくのかとか全

体の中で見えるような形で今回の事業、特別の対策の事業ですからその辺しっかりともう１回こ

れは副町長や町長の仕事でしょうけどもきちんと見える化していただきたい。その辺の調整を財

政担当としてもぜひ強力にその辺も政策的な町政機能を発揮して示していただく、そういった必

要性があるというふうに認識しているんですが、今後新たに前回の委員会でも要請を申し上げま

したけれども国の方の地方自治体に対する交付金、２次補正の中で１兆円から今与党の一部から

は２兆円上乗せ３兆円まで持ってくるといった時に、財源をどのような形の中で事業を充当して

いくのか。必要なところに必要な支援を継続的にやっていくという住民の気の緩みじゃなくて行

政側の気の緩みで若干浅く広くやっていけば、大体町民の皆様が満足するんじゃなくてやっぱり

支えるべきものを支えていくことが、そういった姿勢をきちんと示していくためにも、もう１回

全体像が見える化するような方向性の中で是非進めていただきたいと考えますので政策サイド

の責任としてどのように考えておられるのかわかる範疇で結構ですからご答弁願いたいと思い

ます。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 古谷委員会からの御質問でございます。おっしゃる通り、コロナ対策につきましては総務課が

コロナ対策の本部の事務局ということで対策本部を立ち上げて連携を取りながら行っていると

ころでございます。 

今回の常任委員会にも先にやりました生涯学習課では先ほど言われた大学生等への支援、また

この後になるでしょうけどまた福祉では 18 歳までのまたうちでも中小企業、また当然それ以

外でも指定管理とかいろんな部分また社会福祉法人ということでそうような事業、お金かかる事

業もあれば、それ以外の住民に周知する部分とか施設管理も含めてあるのかなというふうに思い

ます。その全体のコロナ対策の行っている対策についてきちんと見える化というのは必要かなと

いうふうに思っております。これにつきましては本部の方とも連携しながら企画が政策的な部分

も担っておりますので、その部分関係団体とも関係課とも連携を取りながら行ってまいりたいと

いうふうにも思いますし、説明の仕方としては全体的な対策本部の事務局の方で全体を説明した

後、個別に説明とかそういう手法とかが必要かなというふうに思っていますので、その辺含めま

して検討させていただ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 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 
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 先ほどの札鶴ベニヤの関係で確認だけさせていただきたいんですけど、今回堀川委員もおっし

ゃった通り、町内外あわせて 44事業所が 120名程度の求人を取り付けたということなんです

けど、これは町でやったんですか、それともリクルートとか共創パートナーズその辺がどちらが

やったんですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 メインでやられたのはリクルートと共創パートナーズで、そこから町の方にも来まして連携を

していきたいということで町の方の情報、また町から農協とか商工会、また共創パートナーズと

直接商工会と斜里小清水の商工会ですとかそれぞれの町にも行っています。そういうのも含めま

して求人を共創パートナーズのリクルートの方で集約、その２社の方で集約して今回求人情報を

求職者に提示したということでございます。また、それについては情報を町としても常に連携を

とりながら情報を共有しながら札鶴ベニヤとも確認しながら行っているところでございます。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員  

 ５月８日に求人情報開示とあったんですけど、それは今回札鶴ベニヤで職を失った方々に対し

ての開示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 

 今言われたとおりで６月 30日まで一応勤めるということになっていますので、それ以降、就

職をしたいという方に対しての開示でございます。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 札鶴ベニヤさんとリクルート、共創パートナーズさんとの関係もあるのでわかるんですけど、

今回町も絡んでいっている話の中で、札鶴ベニヤの方々は良いんですが清里林産の方々にはこの

情報は開示していないということなんですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 
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○企画政策課長 

 この情報については、あくまで札鶴ベニヤの方の民間関係団体である事業所、共創パートナー

ズ、リクルートの方が依頼等を受けて行っているということで、林産の方にはこの情報について

は開示がされていないというふうに聞いております。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 これで最後にしますけど、基本リクルートとか共創パートナーズですか、よくわかっていませ

んがそこが札鶴ベニヤさんとの関係の中においてやっているということで、そこからの協力要請

という形で町がある程度町内でしたら町内の事業者とかを色々やっていたと思うんですけど最

低限その部分くらいは林産の方の人達にも開示があっても札鶴ベニヤとして林産の方は知りま

せんという雰囲気あったと思うんですけど、余りにもと思うのでその辺の情報は流せないものな

んですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 この関係の情報についてはなかなかちょっと難しい部分ありますけど、個別に情報はないかと

いうのは提示できるかと思います。また当初この林産工業を閉める時には町長の方から社長の方

に何か町でできることがあったら協力しますということも伝えておりまして、その辺林産で働い

ていた人数等も把握しながらそれについては情報等も持ちながら、何かあったら連携は必要であ

れば考えていたところでございますけど、今現在そういうのも無かった部分がございますので、

ただほんとに個別に勤めていた方も実際もう就職された方もおられて聞いておりますし、その辺

必要であれば当然何か情報提供できるものが考えていきたいというふうに思いますけど、今現在

この情報については共創パートナーズが中心となって、札鶴ベニヤの支援のためということで集

めた情報ということでございますので、何らかの相談があった場合についてはまた色々考えてい

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 

 他、よろしいですか。私の方から１つお伺いしたいんですが、今年の４月から清里町の地域交

通ということでタクシーの補助券、２月の説明で 447名の対象ということで話は聞いているん

ですが、このうち何名何％の方が利用されているのか。わかりましたらお答えいただきたいので

すが。課長。 

 

○企画政策課長 

 今御質問のハイヤー利用助成の関係でございます。件数にして 170件強、パーセンテージに
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しますと 40％強ということに今現在でございますけどもなっているところでございます。今も

何件か毎日数件ずつ当初はかなりの方が申請に来られましたけど、今少しずつ数件ずつ町の方に

申請が来ている状況でございます。 

 

○池下委員長 

 最近、このコロナの影響で人が本当に出て歩いていないというのが私も町中にいますので状況

を見ていると本当に一目瞭然です。その中でもこういうふうな地域交通ということでタクシーの

補助券を出したっていうこともありますので、ただ話を聞くと、まだ 40％ぐらいということな

ので情報が知らない方もいますのでその辺は広報等通じて何回か周知をしていく方が町民の皆

さんがこうしてせっかくやったわけですから、７割８割の方が利用されて行くというのが理想な

ので、是非広報の方と上手く連携をとりながら住民周知をしていっていただきたいというふうに

思います。課長。 

 

○企画政策課長 

 今ハイヤー利用助成にかかる住民の周知の関係でございます。４月に行っただけでは足りない

というふうに考えてございまして、６月号に広報を掲載していくということで原案を作っている

ところでございます。何度か住民周知広報と、ホームページ等を使いながら図って利用が拡大さ

れるよう進め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 

 他に。ないようですので企画政策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 

 引き続き、大きな２、次回委員会の開催についてよろしくお願いします。 

 

○議会事務局長 

 次回委員会でございますが、６月 10日水曜日、この会場で行う予定ですのでよろしくお願い

いたします。 

 

○池下委員長 

 大きな３、その他、何かありましたら。よろしいですか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

 〇池下委員長 

 それでは、第８回総務文教常任委員会をこれで終了いたします。ご苦労さまでした。 

 

 （閉会  午前 10時 47分） 


