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第９回総務文教常任委員会会議録 

令和２年６月１０日（水） 

    開 会  午前  ９時 00分 

    閉 会  午前 11時 01分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

●総務課 

①新型コロナウイルス感染症対策について 

②令和２年度一般会計補正予算（総務課所管分）について 

③旧光岳小学校教頭住宅の活用について 

 

●生涯学習課 

①令和２年度一般会計補正予算（生涯学習課所管分）について 

②GIGA スクールについて 

 

●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令和２年度一般会計補正予算（第３号）について 

 ③令和２年度一般会計補正予算（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 
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○説明のため出席した者の職氏名 

■総務課長        藤代 弘輝   ■管財Ｇ総括主査     北川  実 

■管財Ｇ主査       田中 誠之 

■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 

■学校教育Ｇ主任     中川 広樹 

■企画政策課長      伊藤 浩幸   ■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９回総務文教常任委員会を開催します。 

 

○池下委員長 

まず総務課から始めたいと思います。提案議案が３件ありますので、説明をよろしくお願いし

ます。課長。 

 

○総務課長 

 それではまず、１点目の新型コロナウイルス感染症対策につきまして、今までの分も含めまし

て町全体の取り組み内容についてご説明させていただきますので、１ページをご覧ください。 

国は４月 16 日に北海道を含みます全国に緊急事態を発令いたしまして５月 25 日に解除し

たところです。北海道におきましても６月１日に全ての施設への休業要請を解除しております。 

町といたしましては現在まで国や北海道の方針に基づきまして、町内事業者の経営安定や影響

を受けている家庭への支援及び感染予防に取り組んでまいりました。今後の対応につきまして

も、基本は大きく２つと考えておりまして、感染を拡大させない感染予防対策と、事業者への経

営安定化へ向けた経済対策の継続と考えております。感染予防対策につきましては、１つ目に感

染拡大を阻止するための公共施設の利用制限、２つ目に役場機能を維持するためにも庁舎内の感

染予防対策や職員間の感染予防の取り組み、３つ目に現状から当面９月頃までの大規模イベント

や行事の中止や延期の決定、４つ目に国や北海道が進めております新しい生活スタイルの取り組

みが上げられると思います。 

次に経済対策につきましては、４月の臨時町議会で補正予算をさせていただきました施策につ

きましては、主に町内の経済危機に対応した事業所支援策として記載しております中小企業への

融資制度や指定管理者及び社会福祉法人への支援、また現在実施のタイミングを図っておりま
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す、宿泊・飲食業のクーポン事業などがあげられております。 

２ページを見ていただきますが今回の６月定例会におきましては、詳しい内容につきましては

後ほど予算を含めまして各課より説明させていただきますが、町内事業者へ向け今までの融資や

補助の継続に従業員の雇用維持へ繋がる新たな事業も検討されており子育て世帯を中心とした

生活支援として新規に高校生以下の子育て世帯を対象とした子育て世帯応援特別給付金事業や

大学や専門学校生への大学、専門学校修学支援交付金事業も提案される予定となっております。

このように現在まで経済の循環、消費の回復、雇用の安定、生活の維持を念頭に事業を進めてま

いりましたが、今後も状況により先が見通せない場合は更なる政策を講じる必要もありうると考

えております。今回の感染症の感染につきましては、収束までにはまだまだ時間を要しますが今

まで同様に感染者の発生装置と地域経済の復興を目指しておりますので、御理解と御協力をお願

いいたします。以上です。 

 

○池下委員長 

 ただ今課長より①番ついて説明ありましたけれども、委員の皆さんから御質問を受けたいと思

います。よろしいですか。それでは②番説明をよろしくお願いします。担当。 

 

○管財 G総括主査 

 ご説明致します。３ページ目をご覧ください。総務課管財グループ所管の補正予算でございま

す。上段、総務費、総務管理費、財産管理費、公用車更新事業でございます。一般共用５号車、

アトラスというトラックがございまして、こちらの方が廃車になったことに伴いまして新しく同

程度の能力を有するトラック車両を購入するものでございます。総額で 372万２千円となりま

して内訳につきましては保険料等に２万４千円、車両購入に 366万５千円、重量税等に３万３

千円となってございます。 

財源内訳につきましては、こちら事故保険金の収入の見込みがありまして、こちら 140万円

の充当を予定してございます。下段、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

化事業についてでございます。こちらにつきましては、前回５月 21日の常任委員会でもご説明

いたしましたが、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月分行っております、これまでの同事業と同様に温泉施設の指定管理施設に

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て６月、７月についても、事業

の継続をするものでございます。予算額につきましては、３施設合計で 700万円を計上してご

ざいます。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま担当より補正予算の説明がありましたけれども、委員の皆さんから御質問を受けたい

と思います。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 指定管理施設の安定化事業の関係、前回の常任委員会でも質問させていただいて、前段でも課

長の方から総体的に経済循環と雇用の安定という形の中で取り組んでいるという話をされてい

た。前回の常任委員会において、そういった意味では指定管理者においても当然町の指定管理事
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業ですから解雇だとか臨時職員を含めてそういった形が生じてないだろうと確認したところ、そ

ういった事は一切生じていないと担当課長から説明があった所なんですが、それは事実なのかど

うか。特に懸念されているのは具体的な経営の中でいくと緑清荘が６月１日からレストランを休

んでいる。町内、他に厳しい民間事業者において雇用の安定という形と新しい町内における消費

喚起という形も含め６月１日からしっかり事業でやっていこうとか、テイクアウトをやっていく

という一連の動きがある中において、町の指定管理の施設について若干町内の経済とか雇用の動

きと違う動きになっているんじゃないかと非常に多くの商工業者が受け止めているのが事実で

あって、その辺の事実関係とこういったレストランの昼間の休業の関係については指定管理です

ので町との協議の中において行われているかどうか。この２点について事実関係、確認をさせて

ください。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 緑清荘の雇用の関係につきましては、前回の委員会で質問いただきまして、その時点では解雇

とかはないというふうにお答えしました。その時点で解雇とかの情報は得ていませんでしたので

そういうふうにお答えしたところです。その後、情報といたしまして現在３名の方が退職された

ということを聞いております。内容を確認いたしますと３名の方のうち、お一人は正職員の方で

御本人の方から辞められて転職されたということで、他２名に関しましては短時間のパートの方

です。パートの方に関しましてはレストランの方の厨房で短時間なされていた方で、流れといた

しましてはその正職の方がホール係としてレストランを含めて担当していたんですが、その方が

やめられてその方の補充ができなかった部分でレストランを６月から昼の間、これから永遠とで

はありませんが当面の間閉めております。閉めた中で厨房の方の仕事がなくなってしまったとい

うことで２名の方のパートタイムがなくなってしまったというのが現状でございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 最初の質問の中で事前的な協議、レストランの昼間の休業やそういう事前的協議、パート等の

雇用の解雇等について事前的な協議が町とあったのかどうかも含めて確認させてください。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今お話しました雇用の関係に関しましては事前にお話はございませんでした。ただレストラン

の営業に関しましては６月から当面の間、閉めさせていただきたいという相談はございました。 
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○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 良い悪いという以前に、町全体がこういった形の中で経済対策をやっている、雇用対策をやっ

ていくという状況の中において少なくとも他の 2 つの指定管理施設はそういった状況じゃない

という状況において１番大きなメインとなる所がそういった状況に陥っているということにつ

いて町としてはどのようにまず受け止めているのかどうか、その辺明確にご答弁願いたいと思い

ます。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 確かに緑清荘につきましては他の 2 つの施設に比べまして今回のコロナに対する影響額は大

きいものというふうに判断しております。そんな中でも何とか雇用を維持して続けていっていた

だきたい。確かに会社ですけど町が指定管理を委託している会社ですので関係ないということは

ございませんので維持していただきたいという思いはあったんですが、残念ながら業務上の都合

で３名の方が辞められた。１名の方は転職でやめられた方ですけど、残念な結果だというふうに

は考えております。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 極めて残念な結果です。これだけ厳しい環境の中において、零細個人事業者の方、他の小さな

指定管理者もしっかりとこの状況だからこそ町が支援を打っていただく中においてしっかりと

地域経済、雇用を確保していこうという中、町が直接的に関与している１番大きな指定管理業者

がそう言った状況、個々の形態の環境の厳しさを十分理解した上で申し上げているわけですけれ

ども、そういったあり方についてはしっかりともう一度、本来的な指定管理の本質的なあり方、

今回のコロナの経済対策・雇用対策という方向性の中において町はしっかりとイニシアチブを取

りながら民間事業者ときちんと連携し合いながら明確な姿勢がなければ今回の補正含めて半年

間の補正ですよね、２月、３月、４月、５月、６月、７月というふうに。そういった中において、

ある一定の方向性が今後見えているなら別でしょうけれども、現時点においていつから昼のレス

トランは再開するんですか。そういった形や新しい雇用を今度、解雇した人、パートの人はいつ

の段階から声をかけていくのか。当然そういったところにきちんと町の支援が充当されていく。

資金が充当されているかにおいて地域雇用が確保されていくという明確な町の意思を持ってい

なければ、ただ単にお金を出しましたではなく本来的な目的というのは達成されないんじゃない

かというふうに考えるわけなんですが。明確な町の位置というものを持って今回は補正をかけて

いるのか。仕方ないと今の状況を是認した上で補正をかけるのか。その辺明確にお示しいただき
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たと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今回、職員の３名の方が辞められたというのは、残念ながら情報収集が遅れていた部分は否め

ないと思います。今後に関しましては単なる収支のことだけではなくやはり従業員の雇用の方

も、もう少し踏み込んで経営者の方とお話していかなければならないと改めて考えさせられまし

た。今回の補正で改めて６月、７月分の経営支援を予算提案させていただいています。これにつ

きましてもそういう部分でもさらに職員の削減が進まないことを願いまして支援を継続して先

ほどお話しました情報収集にも当たっていきたい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 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 最後になりますが、今後、指定管理業者との関係性のあり方をもっとしっかりと前向きに、地

域実態とか今後のアフターコロナの中においてどうやって入れ込みというものを持続的継続し

ていくか。それでなくても他の零細、中小の非常に厳しい環境にある個人事業者、零細事業者が

ここで頑張ろうという時に町が直接関与しているところがそういった後退的な状況に陥ること

自体について不信感というものが非常に強く出ているという事実をもう１回受け止め、担当者だ

けでなく理事者自身が受け止めていただいて、担当レベルではなく理事者レベルできちんとその

指定業者に対してあり方みたいなものを伝達していく必要性がある。このように要請します。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 指定管理事業者につきましては、他の事業者より、さらに規模的にも注目を浴びる存在だとい

うふうに考えておりますので町全体が疲弊している中、何とか明かりになるような形で営業して

いただけることを願いまして進めてまいりたいと思います。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 １点だけお伺いしたいと思います。６月１日から休業要請が解除されまして一斉に飲食業関

係、またスナック関係も営業が始まったわけでございます。ただ、新北海道スタイルというもの
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が打ち出されまして十分な注意を払いながらやってくださいということなんですが、実際に営業

を開始された方の中、僕もそうなんですけど。実際にはどういうふうにやって行ったらいいんだ

というガイダンスは一切ないわけで、暗中模索の中スタートして、とにかく気をつけてという部

分のものしかないという。スタイルが打ち出されてその中にも２ｍのソーシャルディスタンス、

実際田舎の小さなスナックだとか飲食店で２ｍの間隔を取った時に何人も入れないような状況

になるわけです。そういうものも留意しながら私の店も座席数を半減しまして営業開始したわけ

ですけど、ただ僕が思うには休む時には一斉に休業要請かけましたと。スタートする時には大ま

かなものしかないままにスタートしてくださいって。それもどうかなとも感じる。できることで

あれば、うちの町として商工会を通してこういうことで取り組んでいますという事が一言あれば

町民の方々も安心して町へ出て飲食を楽しんだりする部分が出て来るのではないかという。当然

そこへ行く町民も守らなくてはいけないわけですけど業種の方も守っていかなくちゃいけない

という立場に立った時にある程度のガイダンスを設定した形の中で営業を開始してもらいたい。

是非とも商工会の方と協議して進めればと思った時に斜里町が町独自の１つのガイダンス、ひな

形を作りまして道の新しいスタイルと並べて店に表示して営業を始めたということも聞いてお

りますのでそういうところを出来ることならお願いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今おっしゃられました新しい北海道スタイルということで一般家庭向きの手洗い、咳エチケッ

ト、間隔を２ｍ開けるソーシャルディスタンスの周知と、営業部門で２種類、北海道から示され

ていると思います。町としましては一般的な部分は町の何カ所か支所等にもポスター的な物を掲

示させていただいております。また商店側に関しましては商工会の方も十分情報は得ていると思

いますけれども、改めて商工会の方とも担当課含めて協議して進めてまいりたいと思います。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 あともう１点、色んな形で支援策を講じる部分で、道、町は当然ですけど国の持続化給付金、

いかんせん至急が実にスピード感を持ってという割には遅いです。実際にもう既に経過の中では

あらゆる業種が困った状態に陥っているということは実際問題としてあるわけで、ぜひとも道そ

して国に働きかけてスピードを持って、新聞にはスピード感よりスピードって書いてありました

が、スピードを持って支給に対して進めていっていただけるような形をとっていただきたい。そ

のように要望したいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 
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○総務課長 

 国・道に関しましても、そういう意見が述べる場があれば、そういう点で地元の声を伝えてい

きたいと考えます。 

 

○池下委員長 

 他にありませんか。伊藤議員が発言をしたいということでありますので許可をいたします。 

 

○伊藤議員 

 先ほどの古谷委員のお話に関連して行くことなんですけれども、元々の指定管理との関係性と

いうか今までもちょっと疑問に思うこともありながら質問をさせていただいてその都度もそう

ですし定期的か指定管理業者との話し合い、色んな問題点の話し合いはしていますという回答を

昔頂いたような気がしております。その中で今回もその都度の方に入ると思うんですけれども、

もう少し詳しくというか、実質、例えば今回６月１日からですか、昼間のレストラン部門の報告

が来た時に、町としては普通にはい、そうですかと言ったことだったのか、それともそれは町民

にとっても困ることなんじゃないですかという協議みたいな形になったのか、ただ報告を受けた

のかどっちだったんですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 報告の時は当然お話するんですが、決して望ましい状態ではないと思います。やっぱりこんな

時期ですので確かにお客さんの方も少ないでしょうけれども、営業しているか、していないかが

やはり大きな部分だと思いますので、何とか続けていただきたいという思いはお話したんです

が、やっぱり現実的な部分で経営的な部分もありますので、うちの方で支援しているにしても向

こう自身もその経営支出を削減する努力も同時にしていかなければならない中で、やむを得ない

という判断で、ただずっとではないですよねということで何とかまた再開できる時期が来れば再

開してくださいというお話で当面の間閉めさせていただきたいというところは了解したところ

でございます。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 前もお話をさせてもらったんですけれども、本来、指定管理は置きまして緑清荘という建物に

関してはもともと町でやりながら、あくまで普通の民間のところと違って町民にとって集いやす

い場所というものでなければいけないという答弁を確か町長から貰った気がしたのですが、そう

いう観点からいくと、単純に経営が厳しいからとかいうことで他の民間企業と同じような形でこ

の部分は経費削減するためにやめますとか、そんな簡単なことじゃないような気がするんです。

さらにそこが適正管理になりました、例えば宴会部門もそうなんですけども、また同じ話をして
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いますけれども、宴会部門の方がすごく営業成績が落ちていると。そこに理由はあるはずでその

理由は何ですかと、いろいろ協議しますよね。そこにこういうことなのではないかと議会の中で

もある程度話が出た気がするんですけど、その時にきっちり向こうに伝えて、改善命令じゃない

ですが、改善していただくような今後取り組みをしなければいけないですねということを答弁で

いただいた気がします。答弁はそれで良いんですが、現実に本当にそういうことを民間企業じゃ

ないので、やはり指定管理なのでもう少し町がきつくと言いますか、強めに改善要求なり何なり

をするべきなのではないか。今回も同じように見えてしまう。 

先ほど古谷さんもおっしゃっていましたけれども、もちろんその指定管理としての財政投資な

りあるわけですから、そこはやはり民間企業と同じように経営的に厳しいからというだけではち

ょっとおかしいんじゃないのか、おかしいという言い方は言葉に語弊がありますけれども、努力

しているのもわかりますが、さらなる努力じゃないですけども、やはり普通の民間企業、民間の

レストランと違うんですよ。ということをもう少し向こうにも認識していただかないと、おかし

なことになっちゃうのかなと。その辺もう少し協議を重ねるなり、向こうから報告だけでそれは

困るんですけどしょうがないですね、ではなくて、それはわかりますけれども、こうしていただ

かないというぐらいのことを言っていかないと。ちょっと最近の緑清荘を見ていると、うーんと

思うところがいっぱいありますので、取り留めのないお話になってしまったんですけど、もう少

し指定管理者だという、民間業者とは違うということを認識された中で色んな協議をしていただ

きたいと思うんですけど。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今回のコロナの感染症が始まる以前にも、委員会等で緑清荘の宴会等に対する要望等もお聞き

していまして、その都度経営者とはお話はしております。こういう意見がありますという話で、

向こうとしてはこういう理由だというお話をするわけですが、なかなか向こうは向こうで経営

者、確かに一般的な民間施設ではないことは確かです。なぜならば町が指定管理として委託して

いる部分ではあってもやっぱり会社としての経営がありますので確かにこちらの要望を 100％

受けいれるわけではない部分も御理解いただきたいと思います。その中でどの辺をラインとして

やむを得ないと判断するか、それはできるよと判断するか、その線引きは難しいというところで

協議をしているところです。 

今後ともそれを続けなければならないと思っていたところで今回のこの大きな案件がありま

してそれにプラスアルファになった状態にありますからこの収束というのはまだまだ時間がか

かりますのでこれが収束してからというのも時間がないと思いますけど併せて話し合うしかな

いと思いますので、ただ取り留めない答弁になりますけど向こうの経営も配慮しなければならな

いという思いもあります。こちらの町民の思いも酌んで欲しいという思いもあります。そんな中

でできる限り今より１歩でも２歩でも進めるようなことを目指して対応してまいりたいと思い

ます。 

 

○池下委員長 
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 ほかにありませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

 確認の意味と今まで議論の中の過程ということでお聞きしたいんですけども、今回町の補正、

４月の臨時会でのコロナ対策ということで、指定管理に対する支援もありまして今回の定例議会

に上程されるわけですけれども、あわせて指定管理に向けて１千 500万円、２ヵ年合わせてそ

のくらいあるのかなと思いますけども、指定管理、温泉管理の３つの会社がありまして今議論に

あがっている緑清荘に対する実質的な支援額の総額はどのくらいになるんですか。 

今回、同じように委員会の中で上程されるであろう中小企業経営安定対策の中の 500万円以

上の支援ということで出るんですけども、今の総体的な中で経営支援と従業員に対する雇用の確

保と観点の２局面を捉えていますし、そこら辺の話は完全に町としての責任もありますから、具

体的な事実とそれに対する支援の額をやはりそれだけの支援があるのになぜだという論点は行

政としてはしっかりと持つべきかなと思うんですけども、そこら辺の数字を出していただきたい

と思います。いずれにしろ指定管理は総務課、今回の経済対策は企画という部分でありますけれ

ども、押さえておかなければならないことかなと思いますので。 

 

○池下委員長 

 今、数字出ますか。課長。 

 

○総務課長 

 指定管理の経営安定化事業の今回の 700 万の内訳といたしまして、緑清荘につきましては

380万、パパスランド 280万、緑の湯 40万、合わせまして 700万を計上しております。 

 

○前中委員 

 以前も出していますよね。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 緑清荘の現在までの支援の実績額といたしましては３月から４月分の２ヵ月分で240万円が

支援額となっております。 

 

○前中委員 

 実質 600万ということで４ヵ月分ということで理解でよろしいですか。240万の 380万こ

れからのですけども 

 

○池下委員長 

 課長。 
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○総務課長 

まだ確定していない５月分が加わることになります。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 かなり財政的な行政出動をされている中での事案ということを強く認識していただきたい。こ

れだけの財源があるということはそれなりの経営的な部分での支援かなと思いますので、１つの

経営形態という、これだけの真水のごとく入っているというのは、なかなか潤沢とは言いません

けれども、かなりの後方支援になっているのは事実だと思いますのでそこら辺はやっぱりきっち

りと経営説明なり持っていかないとまた同じようにいつまでもこういう形になっていくと明確

になりませんからそこら辺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 

 金額もかなりの金額になっておりますのでそれが本当に実になっているものかどうかという

のも検証してまいりたいと思います。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 先ほど課長の方から色々答弁の中で住民サービスと経営の見合いのような話がありましたけ

ども、公の施設の指定管理には法律的な制度で入ってきてその中で何が本来の目的で協定書の中

において具体的に協定内容が記載されているわけです。釈迦に説法ですけれども１つは民間のノ

ウハウを使った中において質の高いサービスを提供する、それと経営的な部分での安定的なもの

でノウハウを展開していく。あわせて地域の雇用を確保していく。この要素が指定管理の本来的

な公のもの。ところが課長の答弁を聞いていますと、地域サービスとその経営体の経営のあり方

のバランスのお話をされていますけれど本来的にそういった話でなくして、しかもこれは公募制

度で手をあげてそういった能力はあると審査をした上において協定書を結んで、そういったこと

をきちんと履行するという責任においてやっているわけであって、具体的にそこはしっかりと先

ほど来、他の委員の方々からもご意見あるとおり協議をした中においてあるべきところに落とし

込むということがこれは行政側の責任です。 

協定に基づいてきちっと協議が行われているのかはどうか、本来的な公の施設の指定管理のあ

り方というものを前提として課長が答弁されているのかどうなのか、もう一度確認をさせてくだ

さい。 
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○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 施設のデイサービス等会社の経営が５対５という意味で話したわけではなくて、本来町として

営業する部分が指定管理ということで会社に任せて、よりサービス、または地域雇用につながる

というものが先ほど古谷議員おっしゃったとおり１番の指定管理の目的だと思います。 

それが第１の目的でその中でも会社としての経営部門も加味しなければならないという割合

で言っていることでありまして私はサービスが５、会社経営が５という意味で先ほど答弁したわ

けではないということをご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 当然そういったことで理解されているという前提にたってお話したわけですけど、そこで成り

立つ協議というものをしっかりと町の責任に立ってやっていただきたい。でなければこのような

事態が生じせしめることもなかったでしょうし、今後どうやっていくかという事について現状か

ら次の回復に向けての具体的な方向性について提示されるべきであってまだ現段階の先ほどお

話したとおり課長から答弁ありませんでしたけども、レストランがいつから再開するかとか、新

しい解雇された雇用がどのように復活させるのか。しかもそれと今回行っていく支援が財政的に

どういうふうにリンクしていくのか全く見えてこない。それがやはり一番重要なポイントではな

いか。このように考えますがその点どのように町としては捉えられているのか。補正予算を計上

するということはそういった意味合いを含めて補正を計上するのであって、ただ単に現状是認的

に補正を計上していくというのは本来的なあり方、施策としては筋としては違う方向に動いてい

るのではないか、このように見えてしまうのですがそれも含めて御説明を願います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 レストランの再開につきましては具体的にいつからという答えはいただいておりませんので

当面の間ということでお答えするしかないと思います。経営者等の協議、ここまで収支が落ち込

んだところで今回、６月から７月分の支援を提案させていただきましたが、これが７月で終わる

ものかというところは、まだその先影響がなくなるかどうかというのも社会全体の中で見えない

部分もありますのでその辺も含めまして協議の中で単なる支援だけではなくて経営そのものを

どうしていくのかという部分まで踏み込んで協議していかなければならないなというのを改め

て認識しておりますので、その辺考慮しながら管理者と当たっていきたいと思います。 

 

○池下委員長 
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 他、よろしいですか。私からも１点、この問題についてお聞きしたいんですが緑清荘の問題に

ついて各委員からいろんな意見が出ていますけども、町側と緑清荘の社長との話し合いは何回位

行われたんですか。課長。 

 

○総務課長 

 正確な回数は記録しておりませんが毎月経営状況の報告で必ず１回はありまして、それ以外に

関しては先ほど出ましたレストランの閉める関係だとかそれ以外でもお風呂の時間を短くした

りする協議もかなり行なっていますので、回数的にはかなりあってお話させていただいていまし

た。 

 

○池下委員長 

 結局、そういうふうに休みを作ってしまって営業されないということは指定管理としてどうな

のかなというふうに私も思いますし、定期的に社長と会うというのが別にこういうふうに補助金

出すわけですからしっかりと何回もそのことについてだけ話し合うとか、そして具体的にやっぱ

り日にちを決めていかないと前に進まないと思うんです。そこら辺も今後社長と何回か会うと思

うので町民の皆さんもやっぱり困るんです。実質的には休業されて風呂の方も短時間にというこ

とになりますと。やはり指定管理というのは本来町がやるべきことを民間業者が手を挙げてきて

るわけですからそこら辺のことを古谷委員もおっしゃっていましたけども、そもそもの指定管理

とは何かということをもう一度行政側もしっかりと考えた上で対処していただきたいというふ

うに思います。課長。 

 

○総務課長 

 経営者とはこれからも会いますし、会わなければならないと考えております。その時に我々の

意見に合わせまして今回委員会にもいただきました意見もあわせて伝えたいと思います。 

 

○池下委員長 

 この件に関してよろしいですか。それでは③番、旧光岳小学校教頭住宅の活用について説明を

よろしくお願いします。担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 それではご説明いたします。４ページ目をお開きください。旧光岳小学校教頭住宅の活用につ

いてでございます。住宅につきましては札弦町９番地 12 に所在しまして平成 15 年度築の木

造平屋建て、２ＬＤＫとなってございます。平成 31年３月末に光岳小学校が閉校いたしまして

１年以上空き家となっているところでございます。今後の活用方法を検討しました中で市街地に

所在していること、インフラが整備されていること、住宅のある町有地につきましても区画的に

も取り扱いがしやすいという条件が良いことも考慮した結果、当該の住宅につきましては、売払

いをする方向で進めたいと考えてございます。今後要件の設定等の準備が完了した段階での売払

いの公募を行ってきたいと考えてございます。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 
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 ただいま光岳小学校の教頭住宅について説明がありましたけども、委員の皆さんから何か御質

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３点ありますけども何か質問漏れありましたらお受けしたいと思います。ないよ

うでしたら総務課全般通して何かお聞きしたいことがありましたら受けたいと思いますが、いか

がですか。それでは総務課を終わりたいと思います。ご苦労さまです。 

 

○池下委員長 

 それでは続いて生涯学習課２点提出されておりますが、まず１点目、令和２年度一般会計補正

予算（生涯学習所管分）について説明をお願いします。課長。 

 

○生涯学習課長 

 生涯学習課からは、この６月定例町議会に提案させていただきます補正予算についてまず御説

明をさせていただきます。今回生涯学習課は２点ございます。前回常任委員会でも概要について

ご説明をさせていただきました学生等応援特別給付金事業、コロナに関するものでございます。

それと清里小学校の大規模改修、この２点についてそれぞれ担当より説明をさせていただきま

す。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○生涯学習課参与 

 それではまず１点目の補正概要についてご説明をいたします。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の学生等応援特別給付金事業でご

ざいます。本町を離れ、遠方で修学中の学生等が新型コロナウイルス感染症の影響で不安定な学

生生活を強いられている状況にあることから、ふるさとであります清里町から応援メッセージと

しまして清里町学生等応援特別給付金を支給し、学生生活を安心して送れるよう支援を図ってま

いります。予算積算につきましては、１学年約 30名としまして４学年分の 120名として 600

万円を計上してございます。財源につきましては全て一般財源となってございます。 

事業概要については前回の常任委員会で御説明した内容となってございますが、２ページから

３ページにかけまして支給要綱として取りまとめてございます。２ページをご覧いただきますと

第１条でございますけれども目的を示してございます。第２条では、基準日及び対象者を示して

いるところでございます。第３条は給付金額及び支給方法を示してございます。第４条は支給対

象者を示してございます。第５条につきましては申請手続きについての内容でございます。第６

条につきましては禁止事項について示しているところでございます。附則につきましては公布日

及び適用日並びに本年度限りの内容であることを示してございます。 

以上、学生等応援特別給付金事業の説明でございます。続きまして、清里小学校大規模改修費

については説明員交代いたします。 

 

○池下委員長 

 担当。 
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○学校教育Ｇ総括主査 

 それでは清里小学校大規模改修事業についてご説明させていただきます。予算概要書をご覧く

ださい。先日来、ご説明させていただいておりました大規模改修事業の工事費等の予算計上額で

すが、表の中ほどをご覧いただきたいと思います。旅費、消耗品費、工事費をとして計上してお

ります。工事費につきまして校舎老朽化分で 1 億 9 千 597 万７千円、体育館の老朽化分で 3

千 700万円、校舎空調分で 1億 641万円、体育館の空調分で 764万円となっております。 

 事務費分としてヒアリング等の旅費として 21 万円、一般的な事務用品分として 33 万 7 千

円、歳出補正額合計で 3億 4 千 757 万 4千円を計上しております。財源の内訳が、国庫支出

金として学校施設環境改善交付金 1 億 284 万 7 千円、その他の財源として公共施設整備基金

より繰入分が 1億 5千４00万円、一般財源として 9千 72万 7千円を計上しております。 

 ４ページ目をご覧ください。地方債等の借入れによる財政負担、繰越明許費による予算計上に

ついてご説明いたします。財源内訳の想定として実質負担の比較をしております。財源につきま

しては先日ご説明させていただきましたように、地方債の借入れを予定しておりますが、現時点

では地方債枠の確保がまだされていない状況にありますので、後日、地方債枠が確保できた後に

財源振替として補正をさせていただきたいと思います。 

地方債借入れによる実質負担の比較ですが、網掛け部分上段の学校教育施設等整備事業債の借

入れをした場合が合計額 1 億 9 千 870 万 6千円、これが実質的な負担額となります。下段、

過疎対策事業債の借入れをした場合は、合計 8 千 204 万 6 千円となりまして倍以上の自己負

担が出てくることとなります。こちらの方としましてはより負担の少ない過疎対策事業債の活用

を今後要望してまいりたいと考えております。 

 繰越明許費ということで予算計上をさせていただきたいと考えております。先日、委員会の場

では、本事業が複数年度に渡る事業であるため継続費による予算計上をさせていただく旨ご説明

させていただきました。その後の検討により今回活用する学校施設環境改善交付金は年度ごとに

国に要求し交付決定がなされるものであり、現時点では令和 3 年度の交付金は担保されていな

いことから、今後は年度ごとに予算計上させていただくことといたします。そのうえで本年度事

業につきましては繰越しとなる見込みであるため、今回の予算計上において繰越明許費による予

算計上とさせていただきます。説明は以上です。 

 

○池下委員長 

 ただいま令和２年度一般会計補正予算について担当より説明が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が。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 小学校の改築事業について前回の委員会の中で答弁としては継続費で３ヵ年分きちんと組ん

でいくというお話だったんですけど、今回令和３年度、国が今コロナ対策の関係で概算要求をひ

と月延ばしたり、来年の予算状況が全然見えない状況の中で今回そういった措置は繰越しを含め

てやむを得ない措置だというふうには理解をしておきたい。その一方で事業の立ち上げが非常に

ずれ込んできている関係とかヒアリングがしっかりと行われていないとか起債の充当について

の担保がされてないという形の中で考えると、非常に厳しい中で事業をスタートすると思うんで
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すけれども、やはり今後にあたって１つ申し上げておきたいのはこの大型事業をしっかりやる場

合昨年の６月補正の段階でもお話しましたけども、基本計画的になるものと長寿命化計画と実施

設計を一緒にやるということはほとんど不可能なことをやってきて、こういった形の中でどんど

ん全体事業が継続的にしっかり組み切れないというのが事実だと思いますので、今後、他の事業

も含めた教育委員会だけではないので是非財政当局と、建設の担当部局ときちんとした町全体と

して大型事業に取り組みの手順、ルール、財政法上のルール、地方自治法上のルールというのを

縦横ななめからきちんと組み直してやっていくということがもう一度しっかりと役場内部で確

認をしていただきたいというのが１つ。 

それと２つ目は先ほど総括から説明あった通り、地方債の関係についても大きく一般財源の持

ち出し町の持ち出しが大きく変わってくるということになりますので、まだ過疎債の関係につい

ては枠内での配分だという形になってくるでしょうし、さらに今後補助単価が文科省の事業につ

いては補助単価が非常にぶれるという形の中で全国枠の中において薄められるというのが今ま

での実態ですので、さらに一般財源的な町の持ち出しが大きくなる可能性もこの中では含まれて

いるというふうに理解しなければならないと思いますので、そういった意味においてしっかり過

疎債は充当されて枠として取れるかということは非常に町の財政に対しても大きな影響を与え

るので今後、事務当局としてはしっかりと地方債の充当できるような過疎債の充当できるような

理事者も含めて政治的なことも含めて国・道に対する要請になってくると思うんですけれども、

そこをしっかりと担保できるような取り組みを今後やっていただきたい、このように考えます。

これは強い要請という形で受け止めていただきたいというふうに思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 本事業につきましては委員御指摘のとおり、まず１点、この学校施設長寿命化計画、これの策

定、それと同じ年に小学校の改修の実施設計を行った経緯がございます。これにつきましては、

本来ですと長寿命化計画の中でも概ね 20 年を目途に改修をしていくことで長寿命化が図れる

ということになっておりますが、小学校につきましては既に 25年、今 26年以上経過している

中で現場といたしましては早急に着手をしていきたかった、そのような中から長寿命化計画と実

施計画がほぼ同時にスタートしてしまったという経緯がございます。 

そのことによるしわ寄せという形で若干バタバタした感じでこのような御指摘を受けること

になっているというふうに思いまして、その点につきましては今後、令和３年度以降の予算計

上、補助金、起債の充当、それぞれ関係部署と協議した中で進めてまいりたいと考えますので、

御理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○生涯学習課長 

 諸般の事情でこのような形になっていることについては十分理解したいと思います。ただ財源
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がこれだけ不安定な中でこれだけの大型事業がスタートすることについて是非はどうかについ

て、これは教育委員会だけの話ではありませんので町全体としての大型事業の進め方においてこ

れだけ不安定な要素の中で、特に地方債、国の方の交付金の単価だってまだまだ見えてない部分

が多分にあるというふうに推測されますので、その辺の事業の進め方の本来的なあり方について

は課題とか方向性についてもう一度役場全体でその課題についての共有化を行って、今後行える

来年度以降の小学校の改築事業だけじゃなくて他の部局における大型事業についてもそういっ

た形の財源のあり方、手続きのあり方について検証を加えていくように強く要請を申し上げま

す。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 教育委員会においても、今後、小学校のほか給食センター、中学校または認定こども園と大規

模な工事、それから交付金、補助金を伴う事業が今後とも継続的に行われる予定でございます。

その辺踏まえて今回の小学校の交付金につきましては道教委としっかり連携をとりながら、財政

当局、建設部局と連携をとりながら令和３年度以降スムーズな形で進め、そして提案できるよう

やってまいりますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 他にありませんか。ないようですので②GIGAスクールについて説明をお願いします。担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 引き続き GIGA スクールについて御説明させていただきたいと思います。資料の方をお開き

いただきたいと思います。５ページ６ページとなります。 

 GIGA スクールにつきましては最近、報道でも知れ渡るようになってきているところで、こち

らの事業内容につきましては、児童・生徒に 1 人 1 台の端末と、高速大容量の通信ネットワー

クを一体的に整備し、全国一律の ICT 環境を整備することを目的としております。この ICT 環

境は、自治体間での差が非常に大きく、国の補助を活用しながら複数年かけて整備するというの

が当初国から示されていた予定となっています。 

 しかし今般、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策による休校措置等を受けて災害や

感染症等発生時にも、子供たちの学ぶ機会を保障できる環境を早期に実現するためとして、国は

整備費用の補助を前倒しで行うこととし、今年度中に１人１台の端末を全て導入するというふう

に考え、令和２年度の先日の補正予算で予算化されたところです。 

先日、事業内容について国の文部科学省の説明会がオンラインで行われ、担当課長から自治体

側が今回の機会を逃すことはありえないと厳しい口調で説明がありました。この補助について

は、今回が最後なので積極的に進めるよう求められています。 

 本町におきましては、当初の国の予定に沿って令和２年度から令和５年度までの４年間で整備

するよう進めてきましたが、一括で整備を行う方向で準備を進めております。 

GIGAスクールは、どんなものを整備するのかということで具体的な内容ですが、５ページの
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左側、校内通信ネットワークということで、小中学校において高速大容量の通信ネットワークが

可能となるようそれぞれに適した環境を整備いたします。これは現在の通信回線では速度が遅

く、光回線を十分に活用できない状態であることから、高速大容量に対応可能な機器の整備、校

舎内で広く利用するために Wi-Fi の増設をいたします。これにより学校内でどこにいても端末

を活用できるということであります。次に右側の方に事業概要ということで児童生徒 1 人１台

の端末をということで端末を導入してまいります。 

この GIGA スクール構想では学習に用いるデータ等をクラウド上で利用することを前提とし

ており、端末は安価でシンプルなものが想定されており、直接持っている端末で作業するという

よりもよそにあるクラウド上のものにアクセスしましてやるということなので、中身として端末

はシンプルで価格は低めということが想定されております。これに対する補助額は定額で１台４

万５千円です。 

 端末については、OS が Windows、apple、Google の３社があります。こちらは GIGA ス

クール用の特別モデルとなります。こちらについても検討しているところであります。これらの

機器等の導入整備に加えて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止等の影響により自宅学

習への対応についても挙げられておりますが、右側の方の緊急時における家庭でのオンライン学

習の整備といったところも今回追加されています。ただし、自宅学習での対応という事ですが実

際の教育のなかでどのように活用していくのかは、各市町村とも手探りの状態にあります。設置

や使用面での課題に対して専門家を配置して支援してもらう補助制度等もあります。これは１番

左下の GIGA スクールサポートの配置という項目がございます。こういった専門家の配置によ

りまして実際に学校で導入、運用面をスムーズに進められるような制度もありますので、これら

の活用についても現在検討中であります。非常に不透明な中での事業となりますが、国からの補

助は基本的には本年度に限られており、導入に向けて準備を進めてまいります。現在、事業費の

積算を進めており、今後の常任委員会で積算内容のご説明をいたしまして予算化することで進め

てまいりますのでよろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 ただいま担当より GIGA スクールについて色々と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。岡本委員。 

 

○岡本委員 

 オンライン授業、うちの子どもも他町村の学校で受けているんですけども、家庭内での受信で

きる機器の整備というんですか、多分今ならどこの家庭も整備されているのかわかりませんけど

も、行き届いてない家庭に対しての補助みたいなものもこれには含まれているんですか。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 家庭での通信環境に関しましては、もちろん整備されているご家庭もありますので、ご家庭の

機器をそのまま利用していただくこととなりますけれども、整備されていないご家庭、やはり経
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済的負担もありますのでそういった部分の機器の貸し出し、こちらの先ほどの資料の部分ですけ

れどもモバイルルーターという通信機器を整備するという方法もございます。 

ただし通信料については、ご家庭の負担ですとか、そういうところも生じてきますのでそれが

今後どのような影響を与えるかというところの検討を進めているところでございます。 

 

○池下委員長 

 岡本委員。 

 

○岡本委員 

大きい規模の学校なら何となくわかりますし、コロナの影響も今後の影響次第というところも

あると思いますが、実際に清里町でオンライン授業というものが実施されることになるのかどう

なのかというのも。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 オンライン授業の実際の中身ということだと思うんですけれども、今後オンライン授業のやり

方は様々ございまして、双方向で顔を見合わせてやるような授業、カメラを手元に置きながらお

互い先生の顔を見ながらの授業になるのかと思いますけども、こういう方法もあれば私達もまだ

確認中ではございますが機器上に教材等を掲載して、それを共有しながら問題を回答するとかそ

ういったようなこともできるのかなというふうに考えております。ただ、そういった方法はあり

ますが学校の先生方がそれについての操作を習熟していかないとなかなか進まない話でありま

すので現在の学校での授業の対応それに加えて新たな機器の対応ということを考えますと、かな

り負担は大きくなっていくのかなと思います。すぐにベストな状態でこういった教育課程を提供

できるというようなものにはもしかするとならないかもしれない、徐々にというようなイメージ

で今のところは考えております。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。他にありませんか。伊藤議員が発言したい旨であります。よろしいですか。

伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 GIGA スクール、オンラインとは分けて普通に学校の中で使えるＩＣＴ授業、そっちの方の観

点でお聞きしたいんですが、前に議会として新見市に行って視察してきたんですけども、その時

に一番大事だったのが、物を整備することはやろうと思ったらすぐに出来る話であり予算もつき

ますから、問題はどうやって学校内で使っていくかということだと思います。 

その中でこの国の方針として GIGA スクールサポーターの配置というここが実は事業を進め

る上で一番大事なところなのかなと思っています。先ほどの説明の中でも町としてもこの活用方

法をこれから探っていきますという説明をいただいたんですけど、ＩＣＴ関係企業ＯＢなどのＩ
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ＣＴ技術者の配置経費を支援、配置してくれるわけじゃなくて配置をまず自分たちで見つけてそ

れに対する経費がかかるのであれば、それを支援しますという話だと思うんです。いかにも国の

考え方だと思うんですけど、都市圏は良いですけどこっちの方にはそのような会社があるわけで

もなく、国の方からこういう人を派遣してくれるというのなら素直に受け入れられるんですけど

自分たちで探しなさい、探してきてくれる人がいるのであればその経費を持ちますということな

ので、地方にとっては難しい、ハードルが高いことなのかなと思っています。この辺を町として

活用方法を探ると。今現段階で頭の中に描いているものをもう少し詳しく聞かせていただければ

ありがたいと思います。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 ただいま御質問ございました専門家の部分でございます。こちらの方、私ども支援を受けなが

らやっていくのがよろしいかなということで、今現在検討しているところでございますが、おっ

しゃられたように非常に人材的にこの地域では不足している状況にございます。 

近隣市町村とも連絡を取り合いながらこの事業をどう展開していくかというところは随時確

認をしているとこなんですけども、やはり運用面での課題というのが非常に大きく、こういった

専門家を入れれば何とかなるかなというふうに我々も思ってはいたんですが、人の手配というの

が非常に厳しくなっております。 

今、近隣で資格を有している方を探しておりまして幾つか声はかけさせていただいておりま

す。ただ、やはりそういう方は他からの引き合いも強いのでなかなかこちらの方に回ってくるか

どうかというのはわからない状況にありますので、もし見つかったとしてもごく一部の部分だけ

担っていただくような感じになります。そうなりますと学校で手探りの中でやっていくというこ

とになる可能性も十分ございます。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 人材の部分はかなり難しいのかなと、不足しているのかなと思いまして、もともとこの国のこ

の事業の前からうちの町単独でも色々考えていた部分でもございますし、物を入れて単純に宝の

持ち腐れじゃないですけども本当にものが揃って今度うまく活用されないと何の意味もなくな

っちゃうので、ただ本当にそれを学校の先生だけに押し付けてしまうと学校の先生は先生で、本

来の授業ですとか色々やることがある中でかなり業務量も大変なことになってしまうかなと思

いますので、わかってはいると思いますけど専門職の確保には十分頑張っていただきたいと思い

ます。以上です。 

 

○池下委員長 

 担当。 
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○学校教育Ｇ総括主査 

 教員の方々には日頃の業務の中でもかなりな負担が強いられている部分がございますので、そ

こに負担がさらに大きくならないように配慮しながら今後検討してまいり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 

 他、前中委員。 

 

○前中委員 

 この事業の関係で高速回線云々あるんですけども、今の４Ｇから５Ｇになる大高速の時代が差

し迫った中でそれに対応できる学校におけるＩＣＴの整備機器なのかという問題と、自治体にお

ける高速回線の規制というか、新規の開設というのがなかなか自治体によって通信会社が認めな

いという事案があると思うんです。よく聞くのは市営住宅あるいは町営住宅における高速通信回

線の引き込みがやはり自治体によっての判断でコントロールをしているという実態、そういうふ

うになった時、家庭でオンラインという話になった時、なかなか進まないというデメリットもあ

るかなと思うんですけども、いまの２点的な部分。５Ｇに対応してクラウド化していくものなの

か、この高速回線を本町において満遍なく整備できるような環境にあるのかどうなのかという下

準備、調査、そこら辺もしっかりされての事業展開というふうに理解していいですか。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 ご質問２点ございましたので、まず５Ｇの部分でございますけども、こちらの方まず全町的な

回線の部分は町内に張り巡らされているものです。こちらの方の対応がまだ今後ということで、

それは町の方針として今後それを引いていくのかというようなことでございます。これは全国的

な話でございますので本町に特化した部分ではないということでございます。 

それから学校の中のお話なんですけれども、今回整備する部分が学校の中、学校にデータを受

け入れる部分と出ていく部分になりますので、その部分を今のものでは対応ができないという状

況でございますので、まずは学校の中、光回線から流れてくる、今でも大量のデータが流れるは

ずのものを今は限られた量となっておりますのでそれを広げてやるとそういうイメージとなる

とお考えいただければと思います。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 わかりました。学校施設における大容量の通信インフラを整備したいという話で、あくまでも

家庭までのオンライン授業までの話はあとの話ということで理解して良いということですね。わ
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かりました。 

 

○池下委員長 

 他、よろしいですか。それでは生涯学習課、今日２点ありましたけれども質問漏れありました

らお受けしたいと思います。前中委員。 

 

○前中委員 

 前回の委員会でも出まして、この小学校の改修事業とあわせて給食センターも同じように事業

方向で耐震化あるいはエアコンの整備ということで概略の予算は出ていたんですけども、この辺

のタイムスケジュールも同じように基本設計、実施設計あるいは細かな部分ではないですけど、

要項的な部分が出ていたんですけども、その中で給食センターという位置づけで本町にも給食協

議会という運営母体もあるし昨今、食品衛生管理上の問題のＨＡＣＣＰをクリアする案件、ある

いはアレルギーに関する措置と、大きなところで異物混入だとかクリーンラインとディフェンス

ラインそういう衛生法のきっちりした部分と、毎日ではないですけども学校を開校している継続

的な段階での施設を投資するとなると継続性ですから徐々にではなく、かえって一気にやった方

がスクラップ・アンド・ビルド、新設と改修のことによってかなりの経済コストというのはどう

しても歪めないのかな。実質的なその辺も手法なりをもう少し今後の中で委員会の中でやること

は間違いないと思うんですけども、今後に向けてあわせて検討していった方がどうですかという

私個人の考えですけども。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 前回もご御説明した中にございます給食センターでございますが、実施設計をした中で金額的

なもの、今委員御指摘がございました様々な課題、衛生の面、アレルギー対応の面など現在、修

繕という形で実施設計上がっているところでございますが、全てを 100％クリアするというの

は厳しい状況なのかなというふうに認識しております。そのようなことから今回、この３年の計

画の中ではございますが、初年度、２年度は見送り、再度検討をしていきたいというふうにお話

をさせていただいているところでございます。 

今後につきましては、もちろん新築となりますと非常にコストがかかるところがございます。

しかし新築の場合には交付金等を活用できるというメリットもございます。持ち出しはそれなり

にございますけども、そして例えば今計画を始めました認定こども園における給食の提供の問

題、今後の児童生徒数の減少を考えた時のことを踏まえて果たして今回これを改修ということで

済ますのか、新築で済ますのかこれについて今回の令和２年度の工事が進んだ後、検討を再開し

て参りたいと考えておりますのでその際は常任委員会にも色んな案を提案しながら、御意見を伺

ってまいりたいと思いますので御理解いただきたいと思います。以上です。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。 
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○前中委員 

 課長から説明あった時に、今後の中で十分検討していくという部分でこれから教育関連の部分

のいろんな事業展開の報告がありましたけれども。さしせまって認定こども園の関係もあります

し、２つの機能を持った躯体という考えで機能するという１つの概略的に給食センターと認定こ

ども園を一体化したものを考えていくとなるとまた、そういった部分の補完的な機能といろんな

分のやり方もあるのかなと。本町は特に幼稚園と保育所に関しては給食を提供しているという実

態、そういう部分が１日当たりの給食数の今後の推計も多分あると思います。そこは出して計算

しながら設計していると思いますけども、そういうような新たな観点からでの視点、そういうこ

とも兼ね備えてもう１つはこの際一言付け加えて言えば食育ということで本町もＪＡが中心に

なって食育関係やっていますから、そこも一緒にコーディネートしながら検討していただきたい

と思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 給食センターにつきましては、ここ数年、毎年経常的な修繕費がかかっているところでござい

まして、時間があるようで実はないのかなというふうにも認識しております。また、認定こども

園につきましてはこれと一体化とかということではなく認定こども園にも、給食を提供していか

なければならないという観点から、どのような給食センターのあり方が良いのか検討をしていき

たいという意味でございます。いずれにいたしましても今後の見通しをしっかり持った中で場合

によっては逆に大きな投資を決断しなければならないという場合もあるかと思います。十分皆様

と協議をしてまいり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 

 よろしいですか。それでは生涯学習課全般とおして何か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。それでは、これで生涯学習課終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

５分間休憩したいと思います。 

 

休憩  午前 10時 23分 

再開  午前 10時 28分 

 

○池下委員長 

 それでは引き続き企画政策課をやっていきたいと思います。３点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ます。課長。 

 

○企画政策課長 

 それでは企画政策課の案件３件について順次説明させていただきます。１件目につきましては

私の方から、２点目３点目については主幹の方から説明をさせていただきます。 
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１点目、新型コロナウイルス影響に係る緊急経済対策についてでございます。議案の１ページ

をご覧ください。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。（1）の経営安定支

援、（2）の経営費の支援につきましては営業売上収入が減少した前年売上高を 12 で除した額

が 500万円までの町内中小企業の経営を維持する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。現在、令和２年５月までを対象機関として実施している事業

でございます。先の常任委員会でもご説明させていただきましたが、網掛けに中ほどしておりま

すとおり、対象期間を６月分７月分の２カ月間支援の期間を延長していきたいというふうに思っ

てございます。その下、令和元年度２月分、３月分の実績を今回お示ししてございます。経営安

定支援につきましては２月分が 36 件、３月分が 47 件、経営安定支援の補助金の合計が 835

万４千円、経費の支援につきましては、経営安定支援事業所数の内数になりますけども２月分大

変申しわけございません。17となっていますけど 18でした。金額について訂正はありません。

２月分で 18 件、３月分 22 件、経営費の補助金については 333 万５千円となってございま

す。 

その下、月ごとの再掲になりますけども、経営安定支援、経営費支援合わせまして２月分が

473万 4千円、３月分が 695万５千円の合計１千 168万９千円となってございます。なお、

備考欄に２月分、３月分それぞれの減少割合ごとの事業所数を掲載してございます。 

２ページをご覧ください。②になりますけども、４月分、５月分の見込みでございます。現在、

４月分、５月分を合わせまして今のところ、６月になっていますけど 10件程度しか今のところ

はまだ申請の方ありませんけども、今後あるかなというふうに思っております。現在の申請を見

ましても２月分、３月分と比べてもかなりそれぞれの事業所の売上が落ちております。 

また、２月、３月に対象にならなかった事業所も増える予想というか間違いなく増えますの

で、補助金の支出見込額が２月、３月分より増えることになっていくと思っております。それを

鑑みまして１件ごとの補助額については想定の平均額とさせていただいておりますが、経営安定

支援が 60 事業所、１千 440 万、経営費支援が 30 事業所、600 万の合計２千 40 万円の補

助見込額としてございます。③対象期間を延長させていただきます６月、７月分の見込みでござ

います。経営安定支援 55 事業所、１千 210 万円、経営費支援 20 事業所、400 万円の合計

１千 610万円の見込みとしてございます。４月、５月分よりは補助見込額については減ると想

定をしてございます。６月の補助金の予算補正額でございますが４月に補正させていただきまし

た現在の事業予算額２千 820万、この金額につきましては売上減少等の予測が出来なかったこ

ともありまして上限に近い数値で予算計上をさせていただいてございました。この予算額から４

月、５月分の補助支出見込額を引いた残額が 780万円、６月、７月の支出見込との差引で不足

分であります 830万円、この額を補助金として補正計上させていただきたいと後程補正のとこ

ろで説明いたしますがそう考えてございます。 

続きまして、２ページの中段から網掛けになっておりますけども、（3）の雇用維持等の支援事

業の関係でございます。新型コロナウイルスの影響が長期化していることもありまして、また６

月２日、商工会の方からも事業所支援の拡充の要望もございました。そこを踏まえて検討を色々

行いまして現在行っております経営安定化支援補助金の対象となっていない前年売上高を 12

で除した額が月500万を超える事業所これを対象の支援といたしまして雇用維持等に対する新

たな支援を行っ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。 

１の対象事業でございます。ここに記載しております①②⑤については、現在行っている経営
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安定支援と同じ内容でございます。③令和２年２月から７月までの期間で、各前年同月の売上高

との比較において、いずれかの月の売上が 10％以上減少している事業者ということで１月でも

減少している事業者が対象となります。④先ほど説明させていただきましたが、前年売上高を

12 で除した額が月 500 万円を超える事業者とさせていただいてございます。今行っている経

営安定支援事業の対象でない又は受けてない事業者となります。⑤についても、これは今行って

いるものと同じです。⑥申請時において営業を行っており、今後も営業及び雇用を継続する事業

者ということで原則としまして４月 1 日より１年以上雇用を維持、ただし自己都合退職者を除

くとさせていただいてございます。 

支給額でございます。基本額 10万円と、従業員割この数値については３月末現在の常勤雇用

職員数とさせていただいてございます。従業員割が従業員一人当たり５万円の合計額と基本額に

なりまして従業員割の上限は 20人分まで 100万とさせていただきます。基本額、従業員割を

合わせまして、補助の上限は 110 万円、基本額が 10 万、従業員割が 100 万というような形

になります。補助金の予算額でございますけども 40万円掛ける 25件ということで１千万円、

この額を補正させていただきたいというふうに考えているところでございます。コロナウイルス

の影響が長期化していることもありまして町内の中小企業の経営安定化、持続化、雇用の継続を

図ってまいりたいというふうに考えておりますので御理解をいただきたいと存じます。以上、１

点目の緊急経済対策（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 

 １点目のコロナウイルスに係る緊急経済対策について、課長より説明がありましたけど委員の

皆さんから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②一般会計補正予算（第３号）について説明をお願いします。担当。 

 

○企画政策課主幹 

 それでは私の方から企画政策課案件２点目の令和２年度一般会計補正予算（第３号）につきま

して説明させていただきます。資料３ページをご覧ください。なお、事業の個別の詳細につきま

しては各担当部署より説明があるかと思いますので、私の方からは全体概要の説明とさせていた

だきます。今回の補正につきましては現計予算額 53億８千 271万８千円に補正額が６億５千

783 万１千円、これを追加いたしまして補正後の予算額を 60 億４千 54 万９千円とするもの

でございます。はじめに、歳出の補正内容を説明させていただきます。総務費です。基金積立事

業１億４千929万９千円につきましては総務費寄附金それと前年度繰越金を財政調整基金へ積

立てるものでございます。 

次に公用車更新事業、372 万２千円につきましては一般共用５号車こちらの廃車に伴いまし

て新規車両を購入するものでございます。財源 140万円、車両の保険金ということで、残り一

般財源となります。 

次に、戸籍システム改修事業 638万７千円につきましては法律改正に伴う戸籍情報システム

の改修を行うもので財源は全て国庫補助金となってございます。 

次に、指定管理施設経営安定化事業 700万円につきましては、新型コロナウイルスの影響に

よる温泉施設の経営安定化を図る支援を行うものでございます。 

次に、社会福祉法人支援事業 200万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
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事業を休止している社会福祉法人に対する事業継続を支援するものでございます。 

続きまして、子育て世帯応援特別給付金事業１千 831万４千円でございますが、学校の休業

等で家庭の支出の追加が余儀なくされているというような子育て世帯に対する支援を行うもの

でございます。 

次に、学生等応援特別給付金事業、600 万円、こちらにつきましても新型コロナウイルスの

影響によりまして保護者の収入の減少、アルバイトの停止によりまして不安定な生活を強いられ

ている 19歳以上の学生に対しまして支援を行うものでございます。 

次に、中小企業経営安定化支援事業、１千 854万円、こちらが新型コロナウイルスの影響で

売上が減少している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。総務費の合計２億

１千 126万２千円、こちらで計上してございます。 

次に、民生費、民生委員活動事業５万１千円でございますが、民生委員児童委員の活動に対す

る交付金の単価改正の差額分を追加しているものでございます。 

次に、衛生費、診療所開設者選考事業 33万円につきましては、診療所開設者の公募に当たり

まして、医療業界誌に募集広告を掲載するものでございます。 

続きまして、農林水産業費、ジャガイモシロシストセンチュウ緊急防除対策事業、675 万２

千円につきましては国の消費安全対策事業による緊急防除対策事業を行うものでございます。財

源につきましては、ほとんどが道の委託金となってございます。 

次に、気象情報システム管理事業 22 万円につきましては旧上斜里地区地域総合施設に設置

してございます気象システム、こちらの施設の解体に伴う移設というものでございます。 

次に、畑作構造転換補助事業８千 833万８千円、こちらにつきましては気象災害リスクを軽

減するための生産技術であったり農作物の輪作体系維持、そのような取り組みに対する補助事業

というものでございます。この事業は全額北海道からの間接補助となってございます。農林水産

業費の合計９千 531万円を計上してございます。 

次に、商工費、観光協会補助事業、330 万４千円につきましては清里観光協会の円滑な運営

を行うために新規採用職員１名分の人件費に対する支援を行うものでございます。 

続きまして教育費、清里小学校大規模改修事業３億４千 757万４千円、こちらにつきまして

は清里小学校の校舎及び体育館、経年劣化での大規模改修工事を行いまして施設の長寿命化を図

るものでございます。全体的な財源といたしましては１億 284万７千円が国庫補助金１億５千

400 万円、こちらに公共施設整備基金、繰入金をあてまして９千 72 万７千円が一般財源と見

込んでございます。 

続きまして、歳入を御説明いたします。最初に国庫支出金、改正戸籍法対応システム整備費補

助金としまして 149 万６千円、デジタル手続法対応システム整備費補助金として 489 万１千

円、学校施設環境改善交付金１億 284 万７千円、国庫支出金の合計が１億 923 万４千円で計

上してございます。 

次に道支出金、民生委員協議会負担金としまして５万１千円、畑作構造転換事業補助金としま

して８千 833万７千円、ジャガイモシロシストセンチュウ緊急防除業務委託金といたしまして

674万２千円、道支出金の合計が９千 513万円を計上してございます。 

次に繰入金です。財政調整基金につきましては新型コロナウイルス感染症対策費の一般財源分

と言うことで５千 185万４千円、公共施設整備基金につきましては、清里小学校大規模改修事

業への財源といたしまして１億５千 400万円、ふるさと基金繰入金につきましては令和元年度
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のふるさと基金が１千142万５千円で確定いたしましたので当初予算で計上いたしました１千

100 万円の未計上分ということで 42 万５千円、合わせまして繰入金の合計が２億 627 万９

千円で計上してございます。 

続きまして、繰越金につきましては前年度の繰越金でございますが２億４千 478万８千円を

追加計上いたします。諸収入につきましては、一般共用車の保険金ということで 140万円を計

上しております。寄附金につきましては総務費寄附金ということで 100万円を計上いたしてお

ります。歳入歳出の現計予算額 53 億８千 271 万８千円に補正額６億５千 783 万１千円を追

加いたしまして補正後の予算額 60億４千 54万９千円となっております。 

続きまして資料４ページをご覧ください。横長の表になります。一般会計補正予算（第３号）

の繰越明許費の設定についてでございます。清里小学校大規模改修事業に係る事業費のうち令和

２年度内に支払う額の残りを全体事業費の６割と見込みまして２億853万４千円を繰越明許費

として設定いたします。 

続きまして、資料の５ページからでございますが、前段説明いたしました補正予算事業の概要

を掲載してございます。各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、ここでの説明は省略をさせていただきます。以上で議題２つ目の令和２年度一般会計補正予

算（第３号）の概要説明とさせていただきます。 

 

○池下委員長 

 ただいま担当より一般会計補正予算（第３号）について説明が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。よろしいですか。それでは③番、令和２年度一般会計補正予

算（企画政策課所管分）について説明お願いします。担当。 

 

○企画政策課主幹 

それでは続きまして資料の９ページをご覧ください。一般会計補正予算（第３号）の企画政策

課所管分につきまして御説明申し上げます。始めに上段２款総務費、２項総務管理費、２目財産

管理費、基金積立事業１億４千 929万９千円につきましてでございます。こちらにつきまして

は地方財政法第７条の規定によります令和元年度の繰越金の２分の１以上の額と、網走信用金庫

からの寄附金 100万円を財政調整基金に積み立てるものでございます。 

続きまして、中段、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、１千 854万円につきまして、まずこの事業の継続分と

いたしまして中小事業者、小規模事業者への経営安定支援に 830万円追加計上する部分、それ

に加えまして売上減少10パーセントを超える月の売上平均が500万円以上の事業者に対する

雇用の継続のための支援ということで１千万円を計上してございます。議案の１で説明した内容

になってございます。また、その他受付事務の委託料としまして 24万円を計上しまして財源に

つきましては全て一般財源でございます。 

続きまして下段、６款商工費、１項商工費、２目観光振興費、こちらの観光協会補助事業 330

万４千円でございますが、清里観光協会の円滑な運営を行うために新規採用職員１名分の人件費

の補助を行いまして支援を行うものでございます。財源につきましては全て一般財源でございま

す。以上で補正予算（第３号）の企画政策課所管分の概要説明とさせていただきます。 
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○池下委員長 

 それでは補正予算（企画政策課所管分）について説明がありましたけども委員の皆さん、堀川

委員。 

 

○堀川副委員長 

 先ほどの説明があった雇用維持等の支援に関してなんですけども１点確認したいんですけど

も、この事業は経営安定支援のボーダーが、年売上が６千万円ということでそこで対象にならな

かった事業所を対象にしたということで理解しているわけですが、前年の売上が１カ月でも

10％を下回れば対象になるということで、それを考えるとほぼほぼの事業所が対象になるのか

なというふうな理解をしていて、この 25件ということで想定しますけども、全体の何事業所の

うちの 25件ということで想定しているのかお伺いしたいです。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 雇用維持の関係の補助金の関係ございます。まず月 500 万円を超える事業者につきまして

は、大体 30件ほどということでこちらは把握しているところでございます。そのうち指定管理

等ございますので大体 25件、そのうち売上も商工会と影響額調べ等で 10％落ちていない所も

あるのかなというふうにこちらでは把握しております。その辺は実際に７月までなのでどうなる

かというのはわかりませんけど総体の対象が 30 件で指定管理を除いて大体 25 件ぐらいかな

ということで、こちらの方で押さえているところです。 

 

○池下委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川副委員長 

 前年と比べて落ち込みがある事業所を救うということで、ある程度ばらまき感は否めませんけ

ど雇用を守るという観点からは理解します。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ご理解いただきまして有難うございます。今までやっていた月 500万円以下のところと合わ

せまして、超えているところも長期化になっているということで影響あるということで今回いろ

いろ検討させていただいた中でこれらの支援が必要ということで判断させていただきましたの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○池下委員長 
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 他にありませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 商工費の関係で観光協会の補助事業で、年度途中で職員経費の部分で補正される。これはこれ

で体制強化ですから構わないと思うんですけども、実際のところ、現在きよ～るの運営委託も含

めて観光協会の職員について全体構成は何人いらっしゃるのか、あわせて昨年度の予算は職員経

費が減額補正されたという形で当然来年度に向けてのいろんな準備も含めて今回新しい体制を

作っていくための前段の準備というふうにも理解しているとこなんですけども、まず現状の今回

１名新しく採用する、それから来年度は地域おこし協力隊の任期がきて、自分で起業されるかど

うかということも含めながらあるでしょうけども、観光協会の中に今いらっしゃいますから基本

的にどうなっていくか含めて全体的な一連の展開というものをどのように今押さえていらっし

ゃるのか、まずその辺の実態と次年度に向けての動きに対する対応ということも前段準備なのか

も含めて御説明願いたいと思いますが。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまの御質問、観光協会の補助事業の関係でございます。現在、観光協会は今までは３人

分の人件費ということで助成をさせていただきました。今回ご提案させていただきました１名分

ということで管理職候補ということで、１名を観光協会の方で採用しまして、その分の１名分の

観光協会の人件費の部分の補助事業として追加を 330万円ほど提案するものでございます。来

年以降については今現在の体制と変わっていくのかなというふうに思います。将来的な来年度以

降の体制も踏まえて今回職員を採用したということで観光協会とも話をしているところでござ

います。地域おこし協力隊のお話も出ました。現在、地域おこし協力隊が町に来ていただいてお

りますがその関係については観光業務ということで観光協会きよ～るの方に行っていただきま

して色んな部分、観光関係の部分を業務をやっていただいているところでございます。お話あっ

たとおり、今年度いっぱいで協力隊については任務が終了するということでございまして、その

関係について地域おこし協力隊を今後どうするか、観光協会の人員の関係、実はこれから今回人

件費の提案させていただきますけども、来年度以降の体制について十分に検討をしていかなけれ

ばならないということで体制も含めまして、また将来的な課題となっております、きよ～るの管

理の部分もあるかなと、それらを含めまして十分に体制、管理の部分も含めまして早急に検討を

進めていくということで事務局としては思っているところでございます。いずれにしても適正な

管理運営ができるような体制を観光協会と連携しながらとっ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。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 
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 確認ですけれども、現在３名の人件費を支援していて今回新たに１名で４名。その中には地域

おこし協力隊は含まれていないという理解で良いのか、地域協力隊を含めれば５名なのか、曖昧

だったものでそこを含めて確認をさせていただきたいというふうに思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 人件費の町からの補助については地域おこし協力隊についてはその分については観光協会の

補助には入ってございません。観光協会の補助については今現在３名分で今回１名プラスして４

名分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 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 わかりました。地域おこし協力隊を含めれば５名という形になろうかというふうに理解して、

それで今の課長からお話があったとおり、観光振興計画が出来てきよ～るが整備されて新しい方

向性に行ってはいると思うんですけども、そういった中で今年はコロナの関係で色々と隘路があ

りながら事業展開ができないという形の中で試行錯誤しながら進めていると思うんですけど、

前々から言われているとおり、交流人口の拡大ですとか関係人口の拡大ですとか、経済とか雇用

を考えた場合についてどういったところに着地していくのかという目標を持ちながら、どういっ

たネットワークを形成していくのかということを含めて将来的に渡って重要な地域振興施策の

柱になるべきところだと思いますのでその辺がもう少し組織の中身とかそういったものを進化

させながら地域の雇用、経済振興、地域振興にダイナミックに繋がっていくようなあり方みたい

なものをもっと積極的に町が関わって行かなければお任せという形の中ではなかなか進みがた

い部分もあるんじゃないかと。これから人的な部分、特に観光振興というのは私も一時期携わっ

ておりましたけれども、プロの世界の話なのでかなりそういった人材というのは非常に重要にな

ってくる、そういった中においてプロパーの人材とか専門的な資格や知識を持った専門的な人

材、それとプラスアルファ何年か取り組んできた地域おこし協力隊という外からの人材の新しい

投入とか、そういった有り様というのをもう１回行政側も少し積極的に関わっていきながら方向

転換しないと、なかなか地域に還元するものが薄いという形の状態がマンネリ化してくるんじゃ

ないかという危惧もあります。あえて一般質問はしませんけれども今回の新しい職員が管理職と

いう形で、しかも聞いている範疇では観光の専門的な職員ではないということも聞いております

し、そういったことも含めながらしっかりともう１回連携をとりながらあるべき姿、そして地域

振興に繋がる自主的な形を担保できる方向性等も是非町としても模索していく必要性があると

いうふうに考えますので、それに対しては私個人としては支援をしたいと思っておりますけど

も、やっぱり方向性が明確でなければなかなか事が前に行かないというのも実態だと思いますの

で、新しい観光協会の役員体制も変わったようですから、そういうことを含めてその辺の整理を

ぜひ町としても取り組んでいただきたいと思いますが。 
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○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。観光協会の部分、先ほどお話にもありました観光振興

計画を策定しまして、今それに基づいて本町の観光振興を進めているところでございます。今お

っしゃられたとおり組織の中身ですとか人材の関係もお話出ておりました。これらについてきち

んと町としても関わりながら観光振興のあり方、それが本町のまちづくりの振興にも繋がるかな

というふうに思っておりますので、今後の方向性を明確にするべく町としても関わっていきたい

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 

 他、よろしいですか。それでは今日の企画政策課３点ありましたけれども、何か質問漏れがあ

りましたらお受けしたいと思います。よろしいですか。では企画政策課全般を通して何か質問し

たいことがありましたらお受けしたいと思いますが。 

それでは企画政策課終了したいと思います。御苦労さまでした。 

 

○池下委員長 

 続きまして大きな２番、次回委員会の開催について説明お願いします。 

 

○議会事務局長 

 次回委員会でございますが、７月８日水曜日、午前９時からこの会場で行う予定でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 大きな３番、その他何か皆さんからありましたら。何もないですか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

 〇池下委員長 

 これで第９回総務文教常任委員会を終了します。お疲れさまでした。 

 

 （閉会  午前 11時 01分） 

 


