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第７回総務文教常任委員会会議録 

令和２年５月８日（金） 

    開 会  午前  ９時 00分 

    閉 会  午前 ９時 21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清里町奨学資金貸付基金条例の一部を改正する条例について 

 

●企画政策課 

  ①令和２年度一般会計補正予算（第２号）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 

■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 
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  ●開会の宣告 

 

○池下委員長 

  ただいまから、第７回総務文教常任委員会を開催いたします。 

 

○池下委員長 

 まず、町からの協議報告事項について、生涯学習課１点提案されておりますので、説明をよろ

しくお願いします。課長。 

 

○生涯学習課長 

 生涯学習課からは、今般の新型コロナウイルス感染症拡大によりまして影響を受けておりま

す、主に学生の方を対象としました支援対策といたしまして今回、奨学金の貸付基金の限度額を

上げて支援をしていきたいということで提案をさせていただきたいと思います。 

 内容につきましては担当よりご説明いたします。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 それでは、清里町奨学資金貸付基金条例の一部改正について内容の説明をさせていただきま

す。本条例で設けております奨学資金貸付基金は経済的事情により修学が困難な者に対し、奨学

資金の貸付を行い教育の機会の均等、本町の教育振興を図ることを目的としております。お話あ

りましたように現在新型コロナウイルスの感染症の影響によりまして、世界規模で不況の流れと

なってきております。国内の景気判断につきましても大変厳しい状況となっておりまして、終息

の見通しが立たず長期化するという可能性についても、国の方の見解が示されているところでご

ざいます。 

 こうした状況におきまして学業のため各地で勉学に励む学生たちにもその影響が出始めてお

り、国も対策といたしまして各大学校等に対して家計が急変した家庭の学生への支援等について

周知をしているところでございます。清里町におきましては借入れ中の方々をはじめ、保護者の

収入や本人のアルバイトの影響で新たに借入れが必要になる可能性のある方々に対しましても

少額資金貸付の再周知と、現在の額よりも貸付可能な額を拡大いたしまして学生の学業、生活、

保護者の支援対策として行っていきたいと考えております。改正の内容につきましては貸付額を

現行の２倍以内に拡大するということといたしまして、対象となる期間は令和２年度中の貸付分

となります。以上で説明を終わらせていただきます。 

 

○池下委員長 

 ただいま担当より説明がありましたけども、奨学資金基金条例の一部を改正する条例について

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。それでは生涯学習課に関
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する何か御質問が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 

 清里高校におけるニュージーランド案件はどのような形で、中止だとかそういう話は。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 ニュージーランドを含めました社会教育授業につきまして、現在最終の調整に入っているとこ

ろでございます。現在までのニュージーランドに関しての報告を簡単にいたしますと、やはりニ

ュージーランド自体が非常に厳しい制限をかけております。そして、受け入れを行っていただい

ております清里モトエカ友好協会、こちらの担当の方からも受け入れる体制が整わない、少なく

とも９月は無理であろうと。 

 また、実を申しますとニュージーランド自体外出ができない状況にございましたので、学校と

もモトエカ友好協会が協議ができていないという状態でございますが、基本的には学校も大幅に

１年間のスケジュールが狂っている中、清里の受け入れは難しいのではないかという判断ござい

ます。何度かやりとりをしておりますが、現段階では厳しい。そして今月中には最終的な判断を

してまいります。またその際は清里高校と十分協議をしながら進めてまいりたいと考えておりま

すので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。他、伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 今の前中委員に関連するんですけど、今、向こうに清里から行っている留学生が一人いると思

うんですけど、今学校が休みになっている、その辺の状況とかは把握できているんですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 現在清里から行っておりません。行く直前で残念ながら渡航が厳しい状況になりましたので、

行っておりませんのでお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。私からちょっとお伺いしたいんですが、この件について、今年はなかなか難

しいという話で課長の答弁あったんですが、その場合、来年度に繰り越した場合に来年度も１年

生がいるということなんですが、その辺のことはどういうふうに考えておられますか。課長。 
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○生涯学習課長 

 まずは今年度の可否について相談しているところでございます。今後どうするという議論もご

ざいまして、公式にはまだ議論してはおりませんが清里高校自体がやはり繰り越しとなります

と、非常に３年間のカリキュラムの中で厳しいものがあるという話も聞いておりますので、その

辺は我々町及び教育委員会といたしましては、今回厳しい状況であれば行かせてあげたいそのよ

うな方向で検討はいたしますが、学校自体それが受け入れられるかどうか充分今後協議をしてま

いりたいというふうに考えております。 

 

○池下委員長 

 他にありませんか。よろしいですか。 

 それでは、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、企画政策課１点提案されておりますので一般会計補正予算（第２号）について説明

をよろしくします。課長。 

 

○企画政策課長 

 企画政策課からは来週月曜日 11 日予定されております臨時議会の方に提案する一般会計補

正予算について主幹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。 

 

○企画政策課主幹 

 それでは私の方から企画政策課案件が１点、一般会計補正予算（第２号）について説明させて

いただきます。企画政策課資料の１ページをご覧ください。 

 今回補正する内容につきましては、新型コロナウイルス感染症に係る対策事業、それと児童手

当システム改修事業、大きくこの２点になってございます。補正額につきましては、歳入歳出そ

れぞれ４億１千 176万４千円、これを追加し補正後の予算総額 53億８千 271万８千円とす

るものでございます。 

 初めに歳出の補正内容から御説明申し上げます。総務費です。特別定額給付金事業につきまし

ては、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴いまして特別定額給付金一人当たり１律

10万円を支給するものでございまして４億 655万１千円を計上しております。 

 次に、子育て世帯への臨時特別給付金事業、これにつきましても国の新型コロナウイルス感染

症緊急経済対策、これに伴うもので児童手当受給世帯に臨時の特別給付金としまして対象児童一

人につき１万円支給するもので 478万５千円を計上しております。 

 次に、フッ素歯磨き剤配布事業につきましては、現在中止しております幼児の歯科健診これの

代替措置といたしまして対象児の保護者にフッ素歯磨き剤を配布するものでございまして事業

費が 15万９千円計上しております。総務費での合計でございますけれども、４億１千 149万

５千円、補正後の予算額が 17億８千 786万７千円となります。 
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 次に、民生費、児童手当システム改修事業、これにつきましては児童手当システムの改修経費

ということで 26 万９千円を計上するものでございます。民生費の補正後の予算額につきまし

ては 8億４千 457万７千円となります。 

 続きまして、歳入を説明いたします。地方交付税につきましては、今回補正する予算の一般財

源分といたしまして、９万１千円を計上しております。 

 次に、国庫支出金でございますが特別定額給付金給付事業費補助金といたしまして４億円、特

別定額給付金の事務費補助金といたしまして 655万１千円、子育て世帯への臨時特別給付金と

いたしまして 478万５千円、子ども子育て支援事業費補助金といたしまして 17万８千円、国

庫支出金の合計としましては、４億１千 151万４千円を計上しております。 

 次に、繰入金です。財政調整基金繰入金につきましては、新型コロナウイルス感染症対策費の

一般財源分ということで 15 万９千円を計上してございます。歳入歳出の現計予算額 49 億７

千 95 万４千円にそれぞれ４億１千 176 万４千円を追加いたしまして、補正後の予算額を 53

億８千 271万８千円で計上してございます。 

 続きまして資料の２ページをご覧ください。ただいま項目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。各担当部署からそれぞれの事業の詳細については説明があるかと思い

ますのでここでの説明は省略させていただきます。以上で、令和２年度一般会計補正予算（第２

号）の概要説明とさせていただきます。 

 

○池下委員長 

 ただいま担当の方より令和２年度一般会計補正予算（第２号）の概要について説明がありまし

たけど委員の皆さん何かご質問ありますか。勝又委員。 

 

○勝又委員 

 定額の給付金事業の関係について今後のタイムスケジュールというか町民の皆様にどのぐら

いの時期に届くようなことになるのか、その点についてお願いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 このあと担当の町民課の方からスケジュールも含めて説明があるかというふうに思いますけ

ども、私の知る範囲でということでございますけども、給付対象者は４月 27日の住民基本台帳

に記録されている方ということで申請書の発送を５月 11 日に町民の方につくように発送をし

ております。第１回目の支払日については、５月 18日を予定しているというふうに聞いてござ

います。概ね申請受付から１週間程度での支払いを目指して支払いをしていくということで担当

の方とは打ち合わせをし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。それでは企画政策課通して、何か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。 
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○古谷委員 

 国の方の 10万円の関係については補正ということで。逆に言えば今臨時交付金が１兆円で、

北海道枠で 423 億円、道の分が 183 億だから市町村分が 240 億円という形の中で、計画書

を提出した中において交付されるという形になっていると思うんですけれども、すでに第１号補

正でやった部分の財源の振替ではなくして、６月の定例会に向けて新たな支援策の財源として今

後検討していくと、そういう方向性なのかどうなのかということを明確にしていただきたい。 

 きっと長期化していくという中において、第３次第４次的な支援が今後必要と見込まれる部分

もありますので、受け取め方としては単純に１号補正でやった財源を振替えるのであれば、趣旨

的にどうなのかなということもありましょうし、その辺の基本的な方向性だけ現時点で検討して

いる部分があればお教えいただきたい、このように考えます。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 古谷委員からの御質問でございます。国の交付金については今現在５千 700万円ということ

で、今町村の方に下りてきているような状況でございます。その関係について今後の支援に係る

財源充当の関係でございます。第１次補正を行って、また 11日にもまた国を中心に行なって、

６月においてもまた今後のコロナ感染症の対策の部分については今現在検討しているところで

ございます。 

 国の臨時交付金の関係、どういうような形ということについては、まだ内部で今検討を進めて

いるところでございますけども、今言われたことも含めまして十分に財源の活用については検討

させていただ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 

 お金そのものについては色ついていませんから、基金から充当しようが交付金を充当しようが

良いです。やっぱり町民の持つイメージとしては長期化する中において第三弾、第四弾の支援に

ついてそういった国の交付金を町が使っていくんだといった姿勢がきちんと見えることが大事

かなと思いますので、その辺含めて十分今後の補正にあたっては御検討願いたいというふうに要

請をしたいと思います。 

 あわせて昨年度予算の専決の補正の部分について事務的な手続きなんですけれども、現時点に

おける申請実績がどのような形になっているか。 

 それともう１点、来年の３月 31日までが新しく作った要綱の適用期間となってくると、当然

令和元年度予算については繰越さなければ執行できない状態になるんじゃないかというふうに。

３月 26 日の専決補正ですから、残り１週間ない中でやっていますから当然手続きが新年度に

入って４月以降にそういった申請があるということで要綱上は来年の３月 31 日まで令和元年



‐7‐ 

 

度の２ヶ月分、それから新年度の２ヶ月、４ヶ月分と設定していると思いますので、ただ元年度

分については残り１週間しかない中で専決されていますから、残りの分についてはきっと全額執

行できるという話ではないというふうに普通は考えられますので、そういった場合に繰越措置を

どういうふうにされるのか。技術的な話なのでその辺の処理の方向性がきちんと定まっているの

かどうなのか。財政法上は繰越手続きをしなければお金の執行は出来ないという形がルールです

から、それがきちんと事務的に処理される形になっているのかどうかの確認を含めてお願いした

いと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 まず最初の国の交付金については、今後十分財源充当については検討させていただきたいとい

うふうに思っております。それから、元年度分の実績の関係でございます。新型コロナウイルス

感染症に伴う事業費の経営費の補助金の関係でございますけども、元年度分でございます。今現

在、町の方に申請がきているのが 40件でございます。ただ、まだ今商工会の方でも今来ている

のが 10 件ちょっとあります。それで 50 件をちょっと超えるぐらいかなというふうに今のと

ころ思っております。それについては２月、３月分の元年度分ということで、出納閉鎖までの期

間に間に合うように５月について３月部分で申請してもらっている分についてはその部分で行

っていく形をとっていきたいというふうに思っております。４月、５月分については、新たな２

年度分で補正させていただきました分で対応していきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

 いずれにしましても、今後も漏れのないようにと言いますか、商工会とも連携しながら行って

いくということで、先ほど言ったとおり元年度分については最終的には２月、３月分については

50件ちょっとになるかなというふうに思っております。また４月以降についてはまた広報で５

月号に出しましたけれども、それについては新たな２年度の事業ということで進めていきたいと

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 

 基本的なものは了解しています。繰越さないと執行できない部分が残って３月 31 日までに

全部申請で処理がされてなければいけないはずであって、それは財政的な話でそれを繰越措置が

されないで、出納閉鎖というのは別な話であって、あくまでも形上は令和元年度は３月 31日ま

でですから３月 26 日で専決で予算が補正された。４月１日以降に申請があがって処理したも

のについては旧年度繰越した上で執行しないといけないという手続きがあるということは明確

なんですけれども、その辺はどういう形の中で理解されているかどうか。２千 500万を専決で

されたから非常に心配しているんです。本来であれば 31 日の専決じゃなくて 26 日に専決し

たということは 3 月 31 日に繰越しの手続きが必要だというふうに理解されて、日付を他の補
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正とずらした、他の専決の国保の専決とか後期高齢者とずらしてわざわざ３月 26 日の専決に

したということは、そういったことを見込んでやったから次の手続き、議会議決、繰り越しの関

係について補正として第８号でやられるのか。追加議案とか、だからその辺の考え方をもう１回

整理されておいた方が後々よろしいんではないかという形なので、１回精査して執行がちょっと

出来るか出来ないかの話になると困ると思いますので、よろしくその辺はお願いします。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今の手続きの関係でございます。元年度分につきましては３月 26 日というのは要綱を作っ

た日ということでそこから動いている部分がございます。元年度分につきましては手続き上、一

応２月、３月については３月 31 日付で申請を上げてもらうような形を事務的には取らせてい

ただいておりまして、あくまで元年度分ということで 3 月 31 日までの申請で処理ということ

で、あくまで先ほど言った 50 件ちょっとについては 3 月 31 日付の申請で支出をする形をと

らせていただいているということで御理解いただきたいと思います。 

 また今後については十分また精査はさせていただきたいと思いますが、今現在はそういうよう

な形ですぐ支出する分もありましてそういう形をとらせていただいているということで御理解

いただければというふうに思っております。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 了解しましたので技術的な形で３月 31 日付で遡って全部処理は終わったという形にして決

算上もしたいということであれば問題はないと思います。その辺しっかりと。 

 ただ、議会に対する説明だとか予算の説明の中で手続論というのがどうしても少し曖昧な部分

があって、今後もたくさんのコロナの関係だけでなくて出てくると思いますので、そこは正しい

ルールでやってしっかりと対象者の方に支援が届くような技術的なことも含めながら進めてい

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。 

 

○企画政策課長 

 今の御意見ご指摘、十分にこちらでも今後の事務執行に反映していきたいというふうに思って

おります。 

 

○池下委員長 

 他にありませんか。ないようですので、ここで企画政策課終了いたします。ご苦労さまでした。 
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○池下委員長 

 それでは大きな２番、次回委員会の開催についてをお願いします。 

 

○議会事務局長 

 次回委員会でございますが、5月 21日木曜日、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３番、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７回総務文教常任委員会をこれで終了いたします。御苦労さまでした。 

 

 （閉会  午前 ９時 21分） 

 


