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第 16回総務文教常任委員会会議録 

令和２年 12月２日（水） 

    開 会  午前  ９時 15分 

    閉 会  午前 11時 05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令和２年度一般会計補正予算（生涯学習課所管分） 

 ②清里町学校給食センター業務委託事業における債務負担行為について 

 

●総務課 

 ①令和２年度一般会計補正予算（総務課所管分） 

 ②指定管理施設経営安定化事業について 

 ③旧新栄小学校教職員住宅の活用について 

 

●企画政策課 

  ①令和２年度一般会計補正予算（第８号） 

  ②令和２年度一般会計補正予算（第８号）（企画政策課所管分） 

 

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主査     小泉めぐみ    

■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   ■管財Ｇ主査       田中 誠之 

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

 

  

○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 

  それではこれより第 16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より２点提出されておりますので、説明をよろ

しくお願いいたします。課長。 

 

○生涯学習課長 

 本日、生涯学習課からは 12月定例会に提案させていただきます。一般会計補正予算の内容説

明、それから同じく 12 月定例会に提案させていただきます学校給食センターの債務負担行為

について、この内容について２点説明をさせていただきます。担当より説明いたします。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 それでは教育施設におけます新型コロナの対策用の物品購入等及び中学校教材整備のための

補正予算計上額について御説明させていただきます。予算概要書をご覧ください。教育施設新型

コロナウイルス感染症対策の物品購入となります。消耗品といたしまして手指の消毒用アルコー

ルディスペンサーの購入に 11 万３千円、備品購入費といたしましてアコーディオン式の衝立

18万１千円、伸縮式ではない衝立といたしまして７万９千円、それぞれ小中学校分でございま

す。それから防菌機能つきの加湿空気清浄機、こちらの方が小学校、中学校、プラネット分とい

たしまして合計 264 万円を計上しております。これらの購入費用で歳出補正合計は 301 万３

千円となります。財源は一般財源を計上しておりますが、学校のコロナ対策の国の情勢といたし

まして今後交付金等を受ける予定でございますのでそれらの交付金、臨時交付金を活用した中で

今回の事業等への財源振替を行うことを今後考えております。今後、財政サイドと調整いたしま

して補正等計上させていただく予定でございます。なお、教育施設のコロナ対策につきまして
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は、今後のコロナ感染の拡大の状況に応じまして必要な衛生用品等生じることが見込まれれば随

時検討したいと考えております。 

 続きまして、中学校教材整備等事業になります。こちらの方は令和３年度より新しくなる中学

校の教科書改訂版の指導者用教科書になります。こちらの方は４月からすぐ使用するものになり

まして、消耗品費といたしまして教師用教科書 82 冊分で４万７千円、指導書といたしまして

48 冊、こちらが 131 万９千円、それからデジタル教科書、国語と英語２科目になりますが、

こちらが合わせまして 51万９千円の計上となります。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま令和２年度一般会計補正予算の生涯学習課所管分について、担当より説明がありまし

たけども委員の皆さん何か御質問ありますか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 コロナ対策の関係で、積極的にきちんとやっていただく方向でぜひ進めていただきたい。それ

も含めてなんですけども、例えば手指のアルコールディスペンサーが清小だけってことは、中学

校には既に配置されていると理解していいのか。 

 それから加湿空気清浄機については普通教室とか特別支援学級等含めて全ての教室、職員室等

プラネットで言えば職員の準備室も含めた中での配置という形の中で、どの範疇でされるのか。

確認だけよろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 ただいま御指摘にありました関係ですけれども、まず消毒用のディスペンサーの関係です。こ

ちらの購入に際しましては、どちらも確認をいたしまして必要かどうかは学校の方とお話をして

おります。この中で中学校の方は現在の備品等で対応できるということでしたので、小学校の方

はこちらの方ご用意させていただくということ考えております。それから加湿器の方につきまし

ては、各教室、それから職員室、そういったところに全て配置するということで用意していきた

いと考えております。以上です。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 了解しました。中学校は中学校で現状の中で対応できるという形で、現場の声でしょうからそ

れは尊重して、ただどこかをやってどこかをしないとか。結局同じ施設とか、同じ教育環境でま

た後追いでやっぱり必要だったとか、今回の空気清浄機等についても教室だとか他を含めてかな

り広いスペースにこの程度の物できちんと対応できるのかな。１台８万円から消費税プラスぐら

いのもので、出来るような機能をもったものが本当に配置できるのか、家庭用に毛の生えたよう
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なものをどう見ても我々の家で使っているやつの 24 畳対応だとかそういった大型の部分だと

思うんですけど、その辺を含めて十分機能できるという中で予算は計上されていると思いますけ

ども、その辺やった感ではなくてやっぱり実行性が伴ってしっかりと感染予防に結びついていく

ような形の機能を持ったものとか配置というものを、ぜひ今後の実行の段階では留意いただきた

い、このように考えます。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 御指摘の加湿器でございますが、既に実は学校では加湿器入っております。ただ、これにつき

ましては古くなってしまった物、それから一般教室には入っておりますが、特別教室には入って

ない等ございますので既存の物も併せた中で全体的な加湿を行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 

 他に、ありますか。よろしいですか。それでは②、説明をよろしくお願いします。担当。 

 

○学校教育Ｇ主査 

 それでは、議案２つ目の清里町学校給食センター業務委託事業に係る債務負担行為についてご

説明いたします。学校給食センターの業務につきましては前回の常任委員会におきまして、平成

30年度から令和２年度までの３ヵ年の長期継続契約であり、来年度に向けて新たな契約が必要

であると説明いたしました。その中で雇用の確保と安定を図るため、５年契約の検討も必要では

との御意見をいただきました。近隣の５年契約を行っている市町に問い合わせたところ、契約が

５年間確定されているのは安心感があるが、同じ金額での５年契約は金額の見通しが難しく４年

目や５年目は正直苦しい、契約時には想定していなかったコロナ禍によるマスク、アルコール等

の衛生資材の高騰も経営を厳しくしている一因になっているとの話を聞いております。こうした

内容を踏まえまして、内部協議を行い現在のコロナ禍の影響や５年後の経済情勢の見通しは非常

に難しいものでございますので、事業者の実情を反映しやすい３年契約としたいと考えておりま

す。 

 改めて資料の御説明となりますが、清里町学校給食センター業務委託事業の新たな契約期間と

いたしましては、令和３年度から令和５年度までの３年間、長期継続契約の限度額といたしまし

ては８千 250 万円を計上するものでございます。１年間の平均額といたしましては２千 750

万円程度となることであろうとございます。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の学校給食センター業務委託事業における債務負担行為について説明が

ありましたけども、委員の皆さん、何か御質問はありますか。よろしいですか。 

 それでは１、２について質問漏れがありましたらお受けしたいと思いますが。生涯学習課全般

通して何か質疑がありましたら受けたいと思います。よろしいですか。 
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 それでは生涯学習課これで終わりたいと思います。御苦労さまです。 

 

○池下委員長 

 引き続き、総務課より３点提案されておりますので、説明をよろしくお願いいたします。課長。 

 

○総務課長 

 本日の総務課提出案件につきましては、①として 12 月定例町議会に提出を予定されており

ます総務課所管の補正予算の概要。②として継続しております新型コロナウイルス感染症の影響

による指定管理施設への経営支援の実績と今後について。３番目として、今月で解体工事が完了

します旧新栄小学校施設の教職員住宅の今後の活用についてとなっておりますので、それぞれ担

当より御説明申し上げます。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

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

でございます。上段総務費、総務管理費、財産管理費、パパスランド施設修繕事業でございます。

本年の年度当初に脱衣室側の排煙窓が開閉しないということでございまして、修繕工事を行った

とこでございますが、今回、浴室上部にあります排煙窓が春先には使用可能でございましたが、

操作不良で修繕が必要という形になりました。こちら高い位置にありますために、足場等も必要

となるため、300万円を計上するものでございます。 

 次に下段、新型コロナウイルス感染症対策費、消毒用アルコール町民配布事業でございます。

この事業につきましてはコロナウイルス感染症予防行うため、町民各世帯に手指消毒用のアルコ

ール消毒液を配布するものでございます。消毒液につきましては、焼酎醸造所製造の消毒液を予

定してございまして各世帯には消毒液２本と噴射ノズルのついた容器１つを配布する予定でご

ざいます。受け渡し方法につきましては、現在のコロナの状況下でございますので、対面でのや

りとりをなるべく排除したいという考えのもとでございまして、宅配便での送付を考えてござい

ます。１セット４千円程度を見込みまして合計 1,800 世帯分 732 万６千円の計上をするもの

でございます。 

 こちら２ページ目の方をお開きいただければと思います。11月 12日の常任委員会でご説明

いたしましたパパスランドの指定管理業務に係る債務負担でございます。債務負担額は４千

488 万円でございまして、期間は令和３年度から令和７年度の５ヵ年としてございます。以上

で補正予算の説明を終わります。 

 

○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総務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、何か御質問ありますか。岡本委員。 

 

○岡本委員 
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 単純になんですけど、消毒液の委託料は配送の委託料ですか。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 こちら委託料での計上でございますが、通常物品だけ購入しますと消耗品等という形になるん

ですがこちら配送も含めて焼酎醸造所に委託するという形をとらせていただきたいために委託

料という形で計上させていただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 岡本委員。 

 

○岡本委員 

 町民全戸に配布するのに 730万という認識でよろしいんですか。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 町民皆さんですね。現在 1,700何十世帯という形でございますので、多少の増減見込みまし

て 1,800世帯分の全世帯分を見込んでございます。町民全戸という形でございます。 

 

○池下委員長 

 岡本委員。 

 

○岡本委員 

 もう少しお金のかからない配布方法はないものかなと単純に思うんですけども。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 先ほど御説明申し上げましたが、こういう時期でなるべく接触を減らすという意味で宅配便の

部分で計上させていただいています。その部分以外となりますと、人海戦術による部分となりま

すので、それを避けるための方法と御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。古谷委員。 
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○古谷委員 

 関連して町民配布については前向きにやって焼酎事業そのものの製品として売れないものに

ついては積極的にやっていただきたい。これは全然構わない。ただ、予算の仕組みと今岡本委員

からあった部分の整理をもう一回。 

 １つは町が町に委託料で払うという財政手法は正しいやり方なのかどうか。町が町に、焼酎事

業所はあくまでも１つの行政のセクションでしかない。事業体ではないですよね。普通にいけば

特別会計の物品としての購入と宅配業者へ対する委託料を込みで行政が行政に委託をしていく

という仕組みの関係ついての整理はどのようにされているのか、まず１点。 

 それと、岡本委員からお話あった部分で焼酎のアルコール液の部分というのは北川さんの方か

ら大体１件当たり４千円だと。宅配に係わる費用の内訳、焼酎のアルコール分の購入の部分と、

それと宅配に係わるその費用の内訳というのはどういうふうに予算上なっているのか、それだけ

確認だけ。事業としては進めていただきたいということですので、その辺の整理だけ、どのよう

にされたのか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 １つ目の御質問ですけど、焼酎部門が特別会計ということで発送まで含めての委託ということ

で予算計上させていただいたところでございます。もう１点の費用の内訳といたしまして、その

中に含まれる出荷分の費用としては１戸当たり 800 円ということで、４千円のうち 800 円が

送料ということで計上しとおります。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 特別会計はわかっているんです。特別会計であろうが何であろうが行政の一機関、一課ですよ

ね。そこに町が委託料で支払うことについては、財政的にもその財政法上問題はないのか。委託

という形での手法論です。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 その部分に関しては問題ないというふうな判断をしております。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 
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○古谷委員 

 問題なければ良いんですけど、従来はどちらかの形でいくと基本的には瓶の購入費だとか、そ

ういう形のなかで需用費もそういった取り扱いでやってきた部分で物品購入などのそういった

形があった。今回はあくまでも委託という形で問題ないと。間違いなく従来もそういう形をとっ

てきたと理解してよろしいですね。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 再確認はさせていただきますけど、現在のところ問題ないということでこういった形で提案を

させていただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。 

 

○古谷委員 

 問題ないなら大丈夫です。 

 

○池下委員長 

 他にありますか。前中委員。 

 

○前中委員 

 消毒液の関連なんですけども、今年町内のある団体からも消毒液現物支給ってあったんですけ

ども、それの扱い方というのは今後どのように。 

 今、清里焼酎所で作った消毒液の配布もありますけども、現物で今回寄贈いただいたというの

もあるかなと思うんですけれども、そこら辺はどのような取り扱いで原課の中で考えておられて

いるのかだけ確認しておきたいです。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 寄贈いただいた消毒液につきましては、学校等で使用しております。 

 

○前中委員 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 全て配布済みという理解でよろしいですか。 
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○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 無くなる都度に配布しておりますので現在まだ在庫は持っております。 

 

○前中委員 

 わかりました。 

 

○池下委員長 

 他、よろしいですか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 パパスランドの関係で、具体的にどういう形で不良が起きているのか。きっとダクト、ワイヤ

ーでやっているんですよね。脱衣所も、風呂場も。操作不良という説明でしたけども単純にワイ

ヤーの引っ掛かりと言いますか、電動なのかな、高い所は。手動なのかわかりませんけども。 

 ワイヤーの不具合、巻き取りの不具合が起きたという理解でいいのか。それとも、それに伴っ

てどういった修繕を行う、それは全部ワイヤー、機械を取り替えるという修繕なのか。一般的に

きちんと使っていればこんな不良が２ヵ所同時期に発生するようなことはほとんどありえない。

よっぽどじゃない限り 30年、40年経ったとしたら別で。その辺の実態はどのような部分で、

どういったところの修繕を今回行っていくのか。具体的に見えない部分があって、その辺をお示

しいただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 こちらの方で聞き取りしたところでございますが、現在御指摘ありましたとおり、回すタイプ

でございます。ワイヤーを１回開けたがそれが閉まらないと。戻らない状況でありまして。 

 近日中にお風呂へ行った方はわかるかと思うんですが閉まっていない状態で、風が入ってきて

しまいますので無理に戻している状態でございます。 

 不良の場所はワイヤーの方じゃないかということでございます。水回りということもございま

して、結露等、錆等で動きが悪くなっていた部分もあって、それが閉まらなくなってしまったと。

ですので、今回ワイヤーの張替えと管路のそういったものの修繕を行って、きちんと回して閉ま

るような形をつくっていくという形になります。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 
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○古谷委員 

 修繕については速やかにやっていただいたほうがいいと。ただ、１つ気になるのは当然湿度と

か水分が、お風呂ですから。基本的に毎日清掃するとか、日常的な管理。他は沢山ダクトがつい

ている施設が沢山ありましょうし、ほぼ日常的に１週間に１回掃除する時開けますよとか。 

 お風呂であれば、ほぼ毎日のように清掃時には１回開けて、空気の入れ替えをやっていれば、

そういった日常的に操作とかもしないでずっと置くと、今お話があったように錆がついていた

り、結露が出てきて、そこから腐食が起きていって不都合が出て。無理にやるとまたそこで壊れ

てという。現場での対応も含めて、修繕と伴って具体的にどういう形の中できちんと管理してい

くかということについても是非しっかりと指定管理業者の方と意思疎通を図りながらやってい

ただく。300 万円という単純な修繕じゃないですから大規模修繕が伴うものについては、実際

の管理、方法の手法論、物だけでなくて、そういったことについてもきめ細かなところで意を用

いてやっていく必要があるんじゃないかこのように考えますので対応をよろしくお願い申し上

げます。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 脱衣室に続いて浴室が連続して故障ということで、どの程度の頻度で開閉していた部分もこの

機会に確認しなければならないことですし、確かにおっしゃる通り、金額に関してもある程度ま

とまった金額でありますので、この分脱衣室、浴室、新しくなりましたので今後なるべく長期間

使えるような形で指導してまいりたいと思います。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 工事する時、利用は差し止めるという理解なのか、それとも利用はそのまま継続ながらの修繕

を考えるのか。それと足場を組むと申しましたけども、安全防犯上どうなのかなと。覗きとは言

わないけども上がれるような状態でそのまま一週間も設置するのが妥当なのか。細かい話ですけ

どもどのような形で考えておられるものなのか説明してもらいたい。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 今お話ありましたとおり、２月くらいに１日お休みいただきまして、浴室内の方に足場を組み

立てましてそれで工事をするという形を考えております。 

 ただ、浴室の中まで足場を組まなければなりませんので、そちらの方もあってほぼ１日かかる

ということで、１日お休みいただくということになります。継続して何日か足場を置くとか外に

も置くとかそういう形はとらないと理解していただきたいと思います。 

 

○池下委員長 
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 よろしいですか。他、ありませんか。それでは２点目、説明お願いします。担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 それでは２点目。指定管理施設経営安定化事業につきましてご説明いたします。３ページ目の

方でございます。令和２年２月から開始してございます同事業でございますが、令和２年度につ

きましては第１号補正におきまして 800 万円、第３号補正におきまして 700 万円、第５号補

正で１千 200 万円の計２千 700 万円を補正いたしまして 12 月経費分までの事業継続を行っ

ているところでございます。 

 実績といたしましては３ページにありますとおり、10月につきました支援額が不要となるま

で状況が良くなってきているという状況でございます。コロナウイルス感染症につきまして、本

年秋頃までには順調に封じ込めに成功しているかのような推移を見せていたところでございま

すが、10月以降爆発的な広がりを見せているところでございます。現在で北海道のステージ３

への移行、札幌市への GoTo トラべルの除外、GoTo イートの販売を一時停止及び使用制限な

ど取り巻く状況がだんだんと悪くなってきている状態でございまして、見通しがなかなか立たな

い状況となってございます。このような状況下におきましてさらなるコロナウイルス広がりの懸

念、年末年始の往来の自粛等によりまして、年明けに好転する可能性もかなり低いと考えてござ

いまして、12月分までの支援予定でありましたが支援期間を３月までに延長させていただきた

いと思います。見込み額につきましては 11月分から３月分までの５ヶ月間で現在１千 480万

円程度を見込んでございまして、現在、本事業で執行残となっております予算により行いたいと

考えているところでございます。以上で説明の方を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま担当より新型コロナウイルス感染対策費として指定管理者に対して支援安定化事業

ということで提案されておりますが何か御質問ありますか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 全体的な話として今回初めて予算をあげますから指定管理の関係について支援を継続してい

きたいと、特養とか老健だったり社会福祉の関係も継続していきたいという話と、それと並行し

ながら企画政策課が窓口になっている部分での町内の一般事業所の支援、その辺の全体バランス

というものはコロナ対策の本部の中で協議されて今回 12 月分については提案されてきている

のか。全体バランスをとりながらずっと前年度予算の２月の専決等も含めながら、町内の事業者

への支援と指定管理関係と、医療・社会福祉関係と並行しながら、その辺のバランスをかなりと

りながら積極的にやられてきたというふうに理解しているんですけども、その辺の調整が全体を

俯瞰して第３次と言われるようなそういった状況に入ってきた中において、指定管理については

年度末３月まで、それから福祉等の関連施設も３月までの延長を見ていく。一般事業者について

は今回直接的なものは出てきていない。今見たところ。その辺の調整等はこの対策の本部等を含

めて企画政策課との方でされた上で 12 月の補正として提案されてきているかどうか。その辺

の確認だけさせてください。 

 

○池下委員長 



‐12‐ 

 

 課長。 

 

○総務課長 

 全体的な調整というよりも各課において所管している部分で支援をしているもの、今の 12月

現在を鑑みて延長もしくは必要だというものは各課において提案させているところでありまし

て、全体的な総枠の中でとかそういうものではなくて今現在さらに必要なものということで御理

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 

 必要な支援をされていくというのは全然問題はないと理解しているわけなんですけども。見た

目によっては町が直接的に関連している、関与している指定管理と社会福祉施設、高齢者施設等

を優先しつつ、一般の事業者とか商店、事業所等については現在行っているプレミアム商品券等

の中で全部消化していくという。というのは制度趣旨がプレミアム商品券は違う趣旨だと思いま

すので、事業所の持続的な支援という形の中で、当然町民サイドから見れば指定管理ですとか、

そういった町が直接関与するところだけがかなり優先的に３月までされると見方によっては出

てくるリスクも背負うのかなというところでは町全体では議論されていないと理解してよろし

いんでしょうか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 うちの所管する部分でいきますと温泉施設等また福祉施設につきましては事業所として構え

ている部分に関しましては予測が立てやすいというか今後の部分ができるところで、今おっしゃ

られました個人の部分に関してはかなり予測は難しい部分だというふうに判断しております。 

 つきましては全体でというよりは各所管課において予測を立てての提案ですので、全く打ち合

わせを取ってないということもございませんが、その辺の部分に関しては各課、所管の判断によ

って行っているのが実情でございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員、よろしいですか。 

 

○古谷委員 

 はい。総務課に対してはよろしいです。そういった実情だという説明ですから。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 
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○勝又委員 

 一応 12 月までの支援だったものをさらに延長ということなんですけども、今までのその経

過の中で、古谷さんの方からも話出ましたけども一般業種等、町が指定管理でやってもらってる

部分のものとは違うのかなと思いますけど、ではその部分で経過を見た中で、どういうことが改

善されている、どういった形が進められたという検証がきちんと進められている部分の中で３月

までの見込み数字というのはどう弾き出したのか。そこら辺お聞かせ願いたいなと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 添付しました資料の中で 10 月の部分を見ていけばゼロということで、全体的な判断として

は、ほぼ前年に近づいてきたところと多少安堵をしたところですが、そこでこの３波が起きた中

で今後予想される部分としては、今現在もうなっております外出等の自粛、それによる減、また

会食等でこれからの忘年会、新年会 12月、１月への影響はもう必ず出てくるという判断のもと

１月から３月の収益を試算して計上させていただいたところでございます。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 施設を利用して十分なことをきちっとやった形の中での結果がこうですよと。今後もそういう

ことでやってもらうために、そういう形でお金を出していかないとやっていけなくなるような予

想されるという部分ですけれども。細かいこと言うんですが緑清荘の昼食のレストランが休んで

いたんですよね。やっぱりそういうもの利用してやることをやってきた形の中で出てきた部分で

あるから、それを補填してあげなければいけないという部分あるんですけど、今後そこらのこと

が改善されたのかどうなのかもわからないですけど、自分そういうことは自覚して今後とも指導

した形の中で間に合わないから補填するものはしていくんだという考え方に立たないと。それぞ

れの３施設あるわけですけど１つの均衡とれないのかなとそのように感じるところですけど考

え方お聞かせ願いたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今おっしゃいました緑清荘のレストランについても継続した問題と把握しております。毎月の

月締めの収支の報告を受ける時にお話はさせていただいているところで、現実的には再開出来て

いない状況です。その中でレストランの問題もありますがもう少し大きな部分でいきますと年間

とおしての収支がどうなるかという部分でのお話もさせていただいているところで、見込みとし
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てはかなり大きなマイナスが発生するというような見込みもある中で、その分を何とか今後の部

分で回収しなければならないというような話をしているところでございまして、レストランに関

しましても継続して要請は続けていきたいと考えております。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 要請を続けていきたいではなく、やっていることが当たり前のことだぞという形で捉えなくち

ゃいけない部分だと思うんです。やることをやっていないで町で補填していくのかという話にな

ってしまうんじゃないですか。それはやはり厳しくそういうことを言っていかないと。スタッフ

がいないからとかそういう理由なのかな、ちょっとわかりませんけど。今後とも要請を続けてや

れないからと言っていたらずっとそのままなんですか。どうなんでしょう。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 御指摘あるとおり、なかなか再開ができないまま 12月を迎えてしまいました。当初はホール

係の方の退職から始まった部分ですが、今現在それにプラスアルファで調理の方の体調不良も相

まってなかなか再開できないものが続いております。そんな中で、それはそれとして支援を継続

することはそれを抜きということにもなりませんので、その部分に関しましても要請の方は続け

てまいりたいと思いますし、一刻でも早く再開ができることを望む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 

 今回こういう形で指定管理における支援というのは完全に単発的な支援から１年を通しての

長期に渡る支援策は本町として潤沢に執り行っている状況だと思うんですけども、経営となると

会社にとっての決算期なりキャッシュフロー部分で厳しいと。特に、緑清荘に関しては年末年始

における会食等はもう全く皆無に近いというか、そういう予想がある中で経営環境はかなり逼迫

しているのかなと。ある程度アナウンスなり支援を行政として担保するのかどうなのか。 

 今、手元にある資料を見た中での算出基礎はわかりませんけども、年を明けて２月、３月とい

うのもコロナ禍の中の数値もたぶん入ってきているのかなと５ヵ年の中に。今年の２月、３月で

すから。だとすればもっと大きな影響があるのかな、そこは計算されていると思いますけども。  

 実際問題、経営もしっかりと見ながら、勝又委員がおっしゃったように経営改善もしっかりと

裏づけされた中での財政出動というのはやはり基本だと思うので、その辺つぶさに経営チェック

とは言いませんけども、四半期かなり落ちこんでいるというのは数字としてしっかり向こう側か

らも提示されてくればもしかしたらそれ以上のものが出るかわかりませんけど、そこら辺の経営
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判断というのは原課としてもしっかり対応していただきたい。密にやっているとは思いますけど

も、急に第３波がきましたからどのような認識を持っているかお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 この支援に関しましては今年の２月からスタートしてなかなかこれだけの長期になるという

のは予想していない中、現実的に１年を超えた形での支援をせざるを得ない状況となってまいり

ました。今後は今回追加させていただきます１～３月分に関しましても月の収入の減を見越した

中での支援額として計上させていただいたところです。 

 これが本当に３月で終わるのかという部分が我々にしても大きな問題で、終わって欲しいとい

う願いはありますがその通りになるか今回３波と言われていますけど４波、５波があるのかとい

うのがありますので、その中で波がくるたびにそれに同調して経営が落ち込んでその分の支援と

いうのも好ましい話ではないので、流行感染とは別に何らかの経営の部分での努力ができないか

という部分はこれから毎月収支を見て指導していかなければということも同時に考えていかな

ければならないと思っております。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 経営の中に介在とは言いませんけども、コロナ感染下の中における経営の中での細かな例えば

非接触型の部分の支援だとかそういうことも裏づけされながら経営改善の中で、こういう方向性

をきっちり行政の中でお願いする、あるいは取り組むということもやっていく時期かなと。 

 この予算執行の中で、あわよくばこの中で収まれば良いですけど、それ以上な部分、予算額が

不足というのが出た場合の対応も考えなければならないのかなと。そういう部分もこれから国の

第３次補正の中でコロナ対策費をつけるような方向性が国会の中で決議されて出てくると思い

ますからそれに向かってではないですけど、そういうような情報をリサーチ大変でしょうけども

しっかりとやっていただきたい。３施設の指定管理の中で精力的に同じようにやっていただきな

がら何としてでも立ち向かっていけるような体制づくりにも邁進して欲しいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 この１月から３月収入の減というものが必ず起きるというふうに判断していますので、減に合

わせて歳出、支出の方が同じですと、その分だけの赤字が広がりますので、あわせて収入が落ち

るのであればその分の歳出をどう抑えていくかというのも経営者とお話してまいりたいと思い
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ます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 今回の制度、収益の 50％を支援して落ち込んだという形で、２月からの緊急的な状況でかな

りざくっとした要綱の中で支援をずっとしている。ただ、先ほど来、他の委員の方からも御意見

あるとおり、かなり長期化してきているという状況の中において、支援の内容的なものの今回一

部見直しがされている高齢者施設等については出てきている部分があって、本来的に３温泉施設

がされてきて、当然公衆浴場が１つもないという形もありますし、住民の福利厚生的な要素もあ

るし、観光地域振興という要素も持っているという状況の中において、支援の具体的な中身を今

後のコロナの動向含めてどこにシフトしていくかということも、しっかりと考えていかなくては

いけない。 

 フルセットこういったコロナが日本中、世界的な部分で段階的には収まっていった段階におい

て、今の段階でどういったことが３施設として地域住民の福利厚生ですとか地域振興の中で出来

るところはどこなのかという形でそこにどういった形で支援していくという支援の仕組みの中

身もある段階で深掘りして見直していく時期にあるのではないか。 

 特に気になるのは事業の継続ということが１つあるかと思いますし、もう１つは働く人、雇用

をきちんと地域の中で守っていくという観点に立って、どこに支援を入れていくのか。単純に

50％という考え方だけで物事が進むというふうにはなかなか思えない部分があって、その辺の

仕組み作りをもう１回今後の経過の中で今回の支援していくことについては良し悪しは言いま

せんけども、そこをもう１回しっかりと構築し直すというそういったタイミングに入ってきてい

るのではないか、そのように考えますが、その辺の制度仕組みの根本的な、今すぐという意味じ

ゃないですけども長期化する中において、どういった仕組みとして再構築していくかという考え

方の検討はされているかどうか確認を含めてお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 この支援を始めた２月の時点におきまして支援をするということを決めて、そこでどれ位の支

援をするかという部分で検討させていただいた結果、50％という結論に達してそれを継続して

います。３月までにつきましては、この 50％という考えを継続してまいりたいと思いますが、

それ以降まだコロナの影響が続くようであればその時点で新たな考えで継続方法を考えなけれ

ばならないと考えております。 

 その中で話は戻りますけど 50％とした経緯といたしましては 100％支援する場合、会社側

としては一番良いんですけどその中で自助努力も促したいという思いもありまして半分という

決定をさせていただきました。 

 また、支援に関しましては今を古谷委員おっしゃるとおり単なる経営者だけの支援ではなく
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て、当然そこには従業員がいます。従業員の方にもこの分の支援が届くような形も考えなければ

なりませんので４月以降、もし発生する場合には改めて検討させていただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 誤解を生じるといけないので改めて言っておきますが、50％下げろとは私は言っていません

から。あくまでも町民の施設の目的がありますから、コロナの環境の中で本来の目的を果たす段

階的な部分でフルセットで本当に進めるかどうか含めた部分において、ある必要な部分、例えば

今課長から答弁いただいたように地域雇用、そこで働く人の雇用を守っていくことについては

90％なり 80％手厚くやっていっても良いと私は思っているわけで、それとあわせて先ほど来

他の委員から経営改善の考え方、そういったものを複合的に組み合わせていく、そういったもの

に対して支援をしていくという仕組みを再構築していかないと。ただ単に緊急的に、横へ流して

いくことについてはかなり厳しい状況も出てくるし、町民の皆さんの目で見ても、これは良い悪

いではなくて、指定管理施設や特定の施設に関してだけ町は手厚くやっていくと経営努力とかが

見えない、もう少し頑張って欲しいという町民の理解を得ていくというそういった部分でもそう

いった方向性をぜひ。もう来年度予算の編成に入っているはずですから早急に抜本的な部分も含

めて検討の作業に入っていただきたい、このように思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 この50％支援が丸1年継続したということでありますので１年検証して改めて50％の上げ

る下げるではなくて、それが妥当かどうかという部分の検討をさせていただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 他、ありますか。よろしいですか。それでは③について説明お願いします。担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 それでは総務課３点目でございます。４ページをお開きください。旧新栄小学校教職員住宅の

活用についてご説明いたします。６月より始まりました解体工事につきましては 12 月 10 日

を工期に完了する見込みとなってございます。解体後の取り扱いの件でございますが、図面にあ

りますようにＡの方が上斜里 274番地３の 2,004.6㎡、Ｂの方が上斜里 1393番地１の１万

5,307㎡の土地がございます。Ｂの方に平成 3年築の１棟１戸、平成 10築の１棟２戸、こち

らの方が残ってございます。 

 現在のところ前々からお話しているとおり、住宅につきましては水が A の方の土地にござい

まして離れている場所の井戸より供給されていること、あと、B の方の２線沿いの方の出入り

口、取りつけ道路の方ですが住宅出入り口の位置関係から横並びのため出入り口の方の分筆が難
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しいということなどから売却についてはなかなか困難でないかと考えてございます。 

 ４月の常任委員会でご説明いたしましたが、こちらの方の住宅につきましては現在のところ観

光協会等の団体に移住お試し事業などで利用できるように貸し付けを行いまして活用していき

たいと考えてございます。今後、土地を含めまして一体的な活用売却等、動きがあった時に支障

の出ない貸し付け方を行いまして維持管理もあわせて行って老朽化が進まないようにしていき

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 

 ただいま旧新栄小学校の教職員住宅の活用について担当より説明がありましたけども、皆さん

から何か御質問ありますか。堀川委員。 

 

○堀川副委員長 

 確認になりますけれども住宅については一般向けに賃貸、売買はしない方向で観光協会にお試

し住宅として利用していただくという提案があったわけですけども、想定としては一般に御貸し

するとかそういうことはしないということで進めていくのかという確認をしたいのと、あと土地

に関しての今後の想定の話になりますけども、どのような想定をされているのかわかる範囲でお

願いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 住宅に関しましては先にご説明しましたとおり、貸すという形での判断を現在しております。

理由と申し上げましたのは先ほどご説明しましたが分筆によって分筆費用また井戸の問題もあ

りますので、その辺の関係から選択としては貸すという形で。 

 観光協会と言いましたがその部分が一番利用度のある部分で。ただ個人的な貸し借りはしない

というふうに考えておりますので、何かしら公益性のものに関してのお貸しをするというような

判断をしております。 

 また土地に関しましては、今現在すぐ売るという判断はしておりません。校舎がなくなりまし

て広い土地と住宅は残っていまして、うちの町内の立地条件としては決して悪くない、かえって

良い位置の土地ですので、今は早急に売却するという考えは持っておりません。 

 

○池下委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川副委員長 

 先ほど井戸という話も出ましたけども、井戸が非常にネックになっているということは十分承

知していますけども、更地と言いつつ井戸の小屋が残っていて、それを動かすための電柱、電線

が残っている状況なんですけども、これが土地利用に関しても将来的にネックになってくると思

うんです。であるならば、やはりこれは町の責任で早めに撤去するべきものは撤去するという方



‐19‐ 

 

法をとっていくべきじゃないかなと思うんです。気象の部分は移動するという話はお聞きしてま

すけども、井戸部分がずっと残っているということは将来的には考えづらいことだと思うのでそ

の辺を十分に検討していただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 確かに今の井戸の位置というのはかなり離れたところで好ましい位置ではないというのは認

識していますが、住宅を貸す以上は水を供給しなければならないという部分で、今の井戸を廃止

にしますと新たに費用をかけて井戸を掘るという行為が発生しますので、その部分のことを考え

まして今現在、町有地の中ということでその間に関しましては、今の井戸の場所からの水の供給

というふうに考えております。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。他、ありますか。伊藤議員、どうぞ。 

 

○伊藤議員 

 今の堀川委員の質問に同じような形になってしまうかもしれないですけど、旧新栄小学校の今

後のあり方を説明していただいたんですけども、今目の前にある問題を何とかするために、ただ

やっている、厳しい言い方になりますけども、本当に職員住宅を残した意義とか今後、本当はこ

うした方がいいのにと思うことが一切ないような気がしてて、例えば先程言ってた出入り口の問

題ありましたね。そこの部分も今ここを普通に貸してしまうとそのあと、Bの土地自体をどこか

に売ると、ここの出入り口は誰が使うのかとか、そういう問題も出てくるかということだと思う

んですけど、分筆するとなるとまたお金がかかるとか、もっと考えて何とかしようと思えば色ん

なやり方はお金は掛かるかもとしれないけどある方、方法はいっぱいあると思うんです。そうい

う費用とかをかけないように今後どうしましょうかというふうに考えていると聞こえてしまう

ので、それだと家を残したのも意味もないし、どうもぼやけてしまう、今後未来に向けた話に聞

こえなくて。その辺もう１回色々と説明していただけたら、説明していただかなくてももう１回

検討してもらった方がいいような気がするんですが、どうでしょう。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 検討は継続していかなければならないというふうにはこの将来に向けては考えています。住宅

に関しましても今現在利用価値があるのではないかとのご指摘のもと残すこととさせていただ

きましたが、年数経過すればまた考え方を変えなければならないというふうに考えています。 

 残した部分の活用方法として今回提案させていただいたのは賃貸という部分で、お試し住宅と

しての要望はありますので、その部分での活用ということと、公益性があるという判断で判断さ
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せていただきました。お話は戻りますけど年数経過によってまた新たな考えもしなければならな

いと考えています。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 お試し住宅はお試し住宅で要望はあるので良いんでしょうけど、しからば B の土地、土地利

用もし誰かが買うということがもし決まった場合に、今言った例えば出入り口の問題とかありま

すよね。絶対やらなければいけないことになるじゃないですか。そういうのも先にちゃんとやっ

た方がいいのかなと。本当に想定されていますか。Ｂの土地を本当に活用する気があるのか。売

る気があるのか。ただ売る気はあるけども誰もいないです、ではなくて何とかしようという気か

本当に持っているのかどうなのか、凄い不思議です。どうでしょう。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 土地に関しましては今すぐ希望者を募って売るという判断はしておりません。理由といたしま

しては確かに今後、何に使うんだというところですけど、正直なところ次の活用というのははっ

きり決まっていないところです。ただ、校舎を無くした段階でまだ立地条件としては決して悪い

土地でないです。うちの町内にしては交通の便の国道にも近いですし、良い立地条件の土地だと

思いますので今後の活用も図られるのではないかとその部分からいきますと、焦って今購入者を

見つけての売却という行為が果たしてどうなのかという部分で町の財産としてすぐに売却では

なくて持っていても良いという判断を今考えております。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 これで最後にしますけど、多分そういうところの問題だと思います。新栄小学校も解体される

までにかなり時間がかかりました。ただ、もっと利活用もそうですし売却でもそうなんですけ

ど、もっと行政が積極的に動くべきじゃないのかなと思います。ただ、難しい現状も認識はして

おりますので、これ以上は言わないですけどもっと積極的に色々なことを行ってほしい、検討し

てほしいと思います。以上です。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 
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 新栄、江南につきましてもそうですけど、長い期間、利用を公募をかけたところでなくて結果

的にそのまま老朽化が進む中で新栄は今回解体ということになりました。今のところ残されてい

る住宅校舎まだありますので併せて利用価値の方を考えてまいりたいと思います。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 閉校してもう優に８年、今の課長の答弁の中で有効な財産だという話なんですけども、優に

10年も活用されていないで有効な財産っていう表現自体はっきり言って塩漬け状態です。その

方向性も今後の中でどうするかというビジョンもない中で、また同じように５年６年塩漬けもな

ったその時にまた同じように有効な財産という話ができますかってことですよ。常に公有財産を

管理する上では、どういう手法でどういう方向性を持って一緒に対案も考えながらやっていかな

いとなかなか今の現状こういう社会、コロナ禍になってきた時、余計大変厳しいと思いますから

やはりスピード感は持っていただかないと。登記がとか色んな説明もわかりますけども、登記費

用に 100万もかかりますかという指摘もここでしておきたいと思います。それ以上答弁はいい

です。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 担当課長としては非常に苦しい立場なのはよくわかるわけですけれども、やはり各委員から出

たとおり学校の跡地等の利活用の関係については、閉校以前から様々な協議をされてきて閉校さ

せて、さらに閉校から 10年近く経って、今だにその施策的判断をされていないということ自体

の施策に対する決断力というものは全く見えてこない。最初の提案では全部壊すという提案がな

されて、そのあと議会の意見を参酌しながら利活用を求めていきたいという形できて、その中で

は個人売却等も含めた土地の売却も含めた話が出てきて、今回また元の逆戻りをしてお試しとい

う。特に町の第６次の総合計画を組み立てられていたり、また私も一般質問の中で、土地利用計

画だとかさらに公有財産の処分とか活用とかという考え方、あるいはもっと他の部分もあるわけ

ですから、ここである程度の方向性というものを町として施策展開としてこういった形でいくん

だ、土地利用をこういうふうにしていくんだとか、公有財産の処分より活用というのはこういっ

た方向でという明確なビジョンを示していただいて、その中で議会を含めて全員が全員同じ意見

なのは非常に難しいと思いますので、ただし理事者、町としての強い意志をもって進めていただ

く必要があるんじゃないか。 

 結局は課題の先送りは綺麗な言葉であって、責任を取りたくない、問題解決したくないという

その体質が、他の事業にも表れてくるという気が非常に強くしています。そういった意味で５年

６年の話ではないですから今の段階になっても決断ができないということ自体、施策展開におけ

る理事者の姿勢や町の姿勢が逆に問われている。そこをもう一度きちんと整理された上で、特に

第６次の 10 ヵ年計画は来年から始まるわけですし、その中で町長自身は土地利用計画もやる
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と言ってるわけですから、当然そういったことには処分も活用も含めた形の中で何に使うかわか

らんけれどもいつまでか持っていればいいことがあるんではないのかみたいな発想はやめてい

ただくということが必要ではないか、強く要請したいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今現在４つの学校が閉校した中で、その中で１番古い新栄の学校がこれだけの年数かかってや

っと解体に至ったことは、御指摘のとおりこれだけの年数かかった部分というのは反省しなけれ

ばならないと思います。また、他の委員さんからもいただいた御意見をもとに取り組んでまいり

たいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。それでは総務課、今日３点出ました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。私の方から１つ、質問したいのですが。１点目のパパスランドの施設の修繕

について、先ほど担当の方から２月あたりに１日休業をして工事をすると。その時に足場を組ん

でという話だったんですが、たった１日で終わるのですか。１日で終わるのであればこの 300

万円という金額が本当に適正なものかというふうに私思うんですが。課長。 

 

○総務課長 

 休業いただくのは１日です。その前段の準備は当然その前から行うことになりますので、それ

にあわせて工事期間としては１日だけではないというふうに判断しています。ただ、休業いただ

くのは１日ということで、ご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 全体として１週間位かかるのですか。どうぞ。 

 

○総務課長 

 現場での作業というのはその程度かという部分ですけど、工期的にはもっと長い工期となりま

して、資材が納品される期間も含めなければなりませんので、工事的にはそれほど。実際の現場

での工事はなるべく短期間で行うと考えています。 

 

○池下委員長 

 わかりました。それでは、総務課全般通して、何か質問したいことがありましたら受けたいと

思いますが。よろしいですか。それでは、これで総務課を終わりたいと思います。ご苦労様です。 

 

休憩  午前 10時 25分 

再開  午前 10時 30分 

○池下委員長 



‐23‐ 

 

 それでは引き続き再開します。企画政策課行いたいと思いますが２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分でございます。１点目が令和２年度の一般会計補正予算（第８号）と

いうことで、全体的な補正予算につきまして。それから２点目が企画政策課所管分の補正予算と

いうことで２点説明をさせていただきたいと思います。なお、本日追加資料としまして新型コロ

ナウイルス感染症対策事業の国の交付金充当しております一覧表を追加資料として提示させて

いただきたいと思います。よろしいですか。 

 

○池下委員長 

 どうぞ。担当。 

 

○企画政策課主幹 

 それでは企画政策課案件１点目の令和２年度一般会計補正予算（第８号）の概要につきまして

説明させていただきます。資料の１ページご覧ください。今回の予算補正につきましては、歳入

歳出それぞれ７千 821 万７千円を追加しまして、補正後の予算額を 65 億８千 320 万６千円

とするものでございます。歳入歳出それぞれ表の右側に今回の補正の主な事業を掲載しておりま

す。それぞれの事業の詳細につきましては各所管課より補正予算の概要に基づきまして説明があ

るかと思いますので、詳細な説明は省略させていただきます。 

 それでは資料下段の歳出から説明いたします。まず、総務費です。パパスランド施設修繕事業

300 万円。これにつきましては、故障したパパスランド浴室内の排煙窓を修繕するものでござ

います。 

 次に地域振興関係団体負担金事業 60 万円につきましては、女満別空港整備利用促進協議会

負担金を追加するものでございます。 

 次の消毒用アルコール町民配布事業、以下７項目につきましては新型コロナウイルス感染症対

策費でありまして合計でいきますと１千 999万８千円ということで計上しております。内訳と

いたしまして消毒用アルコール町民配布事業 732万６千円につきましては、コロナウイルス感

染症予防のために焼酎事業所で製造しました消毒用アルコール、これを町内各世帯に２本ずつ配

布するものでございます。 

 教育施設新型コロナウイルス感染症対策事業 301万３千円につきましては清里小学校、清里

中学校、生涯学習総合センターでの新型コロナウイルス感染症予防対策のため必要な資材を整備

するものでございます。 

 続きまして、社会福祉法人支援事業 180万円につきましては、社会福祉法人が感染症予防対

策として行う防疫物品の導入に対し、一部補助するものでございます。 

 高齢者等暖房費等支援事業 252万１千円につきましては、既に計上済みのこの事業につきま

して支援の対象者の見込みが増えたことによります増額を行うもので、50名分予算を追加計上

いたします。 

 妊産婦応援支援事業 70 万円につきましても、既に計上済みの事業につきまして母子健康手

帳交付者の見込みが増えたことによる増額を行うもので７名分の予算を追加計上いたします。 
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 次のマイナンバー事務円滑化事業 72 万４千円につきましては、申請窓口の混雑を防ぎまし

て住民がコロナウイルスに感染するリスクを減らすため、マイナンバー事務に利用する端末を１

台追加購入するものでございます。 

 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助事業 391万４千円につきましては、老健きよさ

と施設での面会制限時に家族とのコミュニケーションをとるための ICT機器の導入であったり、

感染症予防のための衛生用品の購入に対し補助を行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おります。以上、総務費の合計としましては２千 359万８千円を計上

いたします。 

 次に、民生費です。清里町社会福祉協議会補助事業 53万１千円につきましては、補助対象と

なる事務局職員の変更に伴う人件費差額分を増額するものでございます。 

 清里町福祉医療従事者人材確保事業 10 万円につきましては、支援事業での就学資金貸付者

が増えたことに伴う増額を行うものでございます。 

 国民年金システム改修事業 24 万２千円につきましては、税制改正に伴うシステム改修を行

うものでございます。 

 次の年金生活者支援給付金支給業務取扱交付金返納金事業５万１千円につきましては、令和元

年度分の精算に伴う返納金を計上するものでございます。民生費の合計としましては、92万４

千円で計上いたします。 

 次に、衛生費です。診療所備品購入事業 968万円につきましては、診療所で使用している電

子カルテシステムと、レントゲン用のスタンドを更新するものです。 

 後期高齢者医療特別会計繰出事業 69 万６千円につきましては、税制改正に伴うシステム改

修経費の一般財源分ということで後期高齢者医療特別会計に繰出しを行うものでございます。衛

生費の合計としまして１千 37万６千円を計上いたします。 

 次に土木費、道路橋梁指定管理委託事業 82万７千円につきましては、指定管理者に貸与して

おります建設車両の修繕経費の増額に伴いまして委託料を追加するものでございます。 

 次に消防費です。斜里地区消防組合清里分署負担金事業４千 60万７千円につきましては、緑

地区第３分団に配置しております消防８号車の過積載状態解消のために車両更新を行うもので

ございます。 

 次に教育費、中学校教材等整備事業 188万５千円につきましては、令和３年度から使用開始

となります中学校の教科書の改訂版に係る教師用の教科書と指導書などを購入するものでござ

います。 

 続きまして、歳入を御説明いたします。地方交付税につきましては、今回の補正の一般財源分

といたしまして２千 197万７千円を計上いたします。国庫支出金につきましては、国民年金事

務費委託金として 24 万２千円と、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の第２

次分が 11月 25日付で決定したことに伴いまして１億９千 676万４千円を計上いたします。 

 道支出金につきましては、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金として 391万４千

円を計上いたします。繰入金につきましては、財政調整基金繰入金を１億８千 68万円減額いた

します。内訳としまして新型コロナ対策事業に係る一般財源分として１千 608万４千円。また、

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の計上に伴う財源振替分ということで１億

９千 676万４千円を減額という形になってございます。 

 町債につきましては、消防債として３千 600 万円を計上いたします。補正額の合計が７千
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821 万７千円で、補正後の予算額が 65 億８千 320 万６千円となります。なお、追加資料で

新型コロナウイルス感染症対策事業一覧ということで、別紙でお配りしておりますのでご覧くだ

さい。これまで令和２年度に実施している新型コロナウイルス感染症に対する事業の予算額と財

源内訳をそれぞれまとめたものでございます。表面、総務課の欄から始まりまして裏面、中ほど

までの表につきましては、新型コロナウイルス感染症対策費ということで科目計上した事業でご

ざいます。ただ、この表の最後に記載している特別定額給付金関係は国の事業ということで、太

枠で囲っているところでございます。 

 また、裏面の中ほどからの表は、対策費とはまた別な科目ではございますけれども、新型コロ

ナウイルス感染症対策事業ということで実施いたします事業でございます。 

 また１番下の段、ここに国の実施事業分を除いた町の事業としての合算した全体事業費記載し

てございます。全体の事業予算が３億３千 399万円。その財源内訳としまして一般財源が５千

185 万７千円。特定財源が２億８千 213 万３千円で、この特定財源のうち新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金の分が２億５千 412万６千円となっております。 

 現在、国の第３次交付金の詳細情報はまだ届いてはございませんけれども現状の予算ベースで

の参考ということで新型コロナウイルス感染症対策事業に関する資料としてご覧いただければ

というふうに思います。 

 次に議案資料の２ページ、３ページにお戻りください。横長の資料でございます。先ほど御説

明いたしました主な事業の内容、財源内訳について記載しております。事業の詳細につきまして

は各所管課よりそれぞれ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。 

 次に、資料４ページをご覧ください。第２表、繰越明許費補正でございます。８款消防費、１

項消防費の斜里地区消防組合清里分署負担金事業でございますけれども、緑地区第２分団に配置

されている消防８号車の車輌更新にかかる負担金ということで、未収入の財源ということで過疎

対策事業債３千 600万円を繰出しまして、残りは一般財源という形でございます。 

 続きまして資料５ページ、第三表、債務負担行為でございます。まず上段、清里町学校給食セ

ンター業務委託事業につきましては、安定的に学校給食を提供するために債務負担行為を設定す

るものでございまして、令和３年度から５年度の３ヵ年で設定いたします。限度額につきまして

は８千 250万円を計上いたします。下段、パパスランドの指定管理業務につきましては、契約

更新に伴いまして債務負担行為を設定するものでございます。令和３年度から７年度の５年間で

設定いたします。限度額につきましては、４千 488万円を計上いたします。 

 続きまして、資料のページをご覧ください。第４表、地方債補正でございます。消防債でござ

いますが消防８号車の車両更新に係る財源ということで、３千 600万円を計上いたします。以

上で、企画政策課案件１点目の令和２年度一般会計補正予算（第８号）の概要説明とさせていた

だきます。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいま主幹の方から補正予算の説明の中で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金の説明及び資料の提示をさせていただきました。この臨時交付金につきましては、先ほども
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お話しましたけども２次分の交付金が 11 月 25 日で決定をしたところでございます。すでに

充当済みの１次分、５千 776 万２千円。今回２次分、１億９千 676 万５千円合計この交付金

としまして２億５千 412万６千円を充当しているところでございます。これにつきましては、

予算ベースの充当でありますので各事業の実行状況と精査していくことになりまして執行残が

生ずるのかなというふうに思っております。 

 また、先ほども言いましたけれどもこのあと３次分の国の臨時交付金が予定されてございま

す。現在の事業精査も含めましての整理、そして３次分の交付金につきまして、これは額、内容

は３次分になりますけども、しっかりとコロナ対策事業として各課と連携しながら必要な施策対

応をしてまいりたいと思っているところでございます。 

 それから全国的な第３波と言いますか、コロナ感染症拡大によりまして年末年始を迎えまして

本町の商工業者等も含めまして、特に飲食店関係が厳しいということを聞いておりますし、把

握、認識をしているところでございます。現在、プレミアム商品券等を消費喚起を行っていると

ころでございますけども、例えば GOTOイートの販売の一時停止ですとか人数制限での飲食等

ということで、一番かき入れ時の年末年始が利用のある時期が厳しい状況であるということを認

識しております。現地の状況のリサーチをしながら今後の見込み支援を行うのであれば、過去や

っていた支援が良いのかも含めまして、それらをきちんと精査、また商工会とも連携しながら必

要であれば対応していかなければならないと思っております。その辺また個店の状況、それから

商工会とも連携する中、つぶさに現況を把握しながら対応してまいりたいというふうに思ってお

ります。 

 12 月におきましてもコロナ対策におきまして補正をしてございますけども国の交付金今後

のコロナ感染症の状況等を見ながら対応、必要があれば状況によってはまた１月にもしかしたら

臨時会をお願いすることになるかもしれません。状況等を把握しながら対応をしていきたいとい

うふうに思っています。当然、経営支援だけではなくて町民への生活支援も含めて、また公共施

設等のコロナ対策、色んな部分含めての対応が今後状況によっては生じる可能性もあります。そ

の辺については各課と連携する中、事業展開が必要であればご協議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と思います。 

 

○池下委員長 

 ただいま担当及び課長より①の令和２年度一般会計補正予算（第８号）について説明がありま

したけれども、委員の皆さん何か御質問ありますか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 今回の補正でコロナ対策の関係、資料別紙いただいたので明快に具体的にどういった事業にそ

れぞれ国の交付金か臨時交付金が充当されたか、またあわせて一般財源がどのように充当された

かというのが明確に理解することが出来るというふうに思っています。課長から説明あったとお

り、今３次の補正の配分の関係ですとか第３波の流れ、町内の今の様々な状況、そういったもの

を総合的にもう１回整理された中において１月、２月、年度内の関係へ向けての対応策、それか

ら他の課の方で質問させていただいた部分あるわけなんですけれども、やはり町内全体の状況を

事業者、一般事業者も含めた部分、あとは生活者という町民の方も含めた部分できちんと総体を

俯瞰した中で対策本部と企画政策課の財政担当の方がもう少し密に組む形で予算編成、そして事
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業執行という方向の中で是非検討していただきたい、今回良い悪いは言いませんのでギガスクー

ルに１千万とか焼酎特別会計繰り出しに３千万とか、その良し悪しは言いませんけれども一番苦

しんでいるところはどこなのかとか、どこが今度こういった支援をすることによって持続的に事

業を継続できるのか。町民の生活不安は消えていくのかというところをしっかりと各課から出て

きたからそこに予算配分するという考え方ではなくして、全体通してのあり方を念頭に置きなが

ら町長一般質問等の中で答弁いただいたとおり、臨時交付金は臨時交付金としてそうしたものに

充てていく。さらに加えて一般財源としての町単独財源というものでそういった不安が起きない

状況に持って行くんだということを明言されているわけですからテクニカル的にただ単に国か

ら来たお金をここ引っ込んでいるからここ財源充当して補完しようという発想ではなくしてそ

の辺の取り組みについてまだ１月、２月、３月ありますので、さらに新年度予算もありますので

その辺の構築に当たっていただきたい。強く要望をしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいま古谷委員から御意見があった関係につきましては、おっしゃるとおりかなというふう

に思っております。今回、国の臨時交付金についてはこれらの事業に充当しているということで

示させていただいたところでございます。お話あったとおり、第３次の国の補正、先ほど申した

とおり２次分についても当然、今後の事業の執行残とか執行状況等でも残が生じるかというふう

に思っております。それらも含めてきちんとした支援、国の臨時交付金あるなしに関わらず、し

っかりと一般財源も使いながら必要なものについては必要な施策を打っていかなきゃならない

かなというふうに思っています。 

 それから、コロナ対策については総務課の方で対策本部ということで動いていただいておりま

す。予算が伴うもの、また事業については企画も一緒になって、それ以外の課も連携する中で行

なっていかなければならないというふうに考えておりますので、それらについては十分に今まで

以上に十分連携をとりながら対策を行なっていきたいというふうに思っております。事業者だけ

ではなくて生活者も含めました町全体のコロナ対策について十分俯瞰しながら中身等状況を把

握しながら事業展開を行っていければなと思っておりますのでご理解いただければと思ってお

ります。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 コロナの関係の対策などをずっとしてきて一覧表も出たわけですけど、古谷委員からも話あり

ましたけれども、今後もどこが一番困っているんだということをつぶさに気をつけながら注視し

てそこへ支援が届くような形を望みたいところです。 

 それともう１つ、今札幌方面で増えているわけですけど、一時から見ると札幌方面、旭川方面

からのお客さんも減ったような気がするんです。依然として来ていないことはないわけですか
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ら、今、北海道スタイルの店舗を構えているところはそれに準じた形で対応してやっているとは

思うんですけど、若干やっている度合いの温度差があるような気がするんです。今は宿泊施設等

だと体温測定は当たり前のことであってそういうのもやられているところ、やられていないとこ

ろあるようですけれども、地元の人たちが地元には恐らくそんなに外に行って持ってこない限り

発症者もいないわけで、ただそういう方々が出歩いて他の地区から来た方々がいると少し違和感

を感じる部分もありますので、そこの部分でいわば店側が北海道スタイルでやることはきちんと

やっていると。その中でどこから来るお客さんも対応しているということでしないと、自ずから

地元の客が出歩かなくなってしまうような傾向が表れるんじゃないかなと思うんです。ましてこ

の年末のかき入れ時でかなり落ち込むようなことも予想されるわけですけど、今町場にすごくお

客さんの出が悪くなっているわけで１波、２波より深刻な状態になっていることだけは確かです

ので感染対策はしっかり取りながら何とか年末年始含めて切り抜けていけるような形のものプ

ラス支援を含めてとっていただきたいなと要望したいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 まず前段の部分でございますけどもコロナウイルス感染症対策、どこが一番困っているかをつ

ぶさに把握しながら支援を行っていければと思っております。 

 後段の部分の新北海道スタイルの部分でございます。町内の事業者の関係、札幌とかと比べて

温度差があるというお話もございました。その辺についてはまた商工会や個店とも十分連携する

中、町も新北海道スタイルの事業所の改修設備等の支援の事業等も行っているところでございま

す。個店等でも努力をしてもらって町民を守ることにも繋がるというふうに思っておりますので

対策をしっかりとやっていただく、それとあわせてどこまでできるかわかりませんけど、個店で

はすテイクアウトや少人数に対応したメニューとかも含めてそういう対応をみずから町も色ん

な部分で支援は行いますけども、過去も行ってきましたけども、それも含めてしっかりとした新

北海道スタイルとかそれぞれのメニューになるかテイクアウトになるかその辺も含めてきちん

と個店にも努力をしてもらうような形が必要かなというふうに思っておりますので、今言われた

御意見等も参考にしながら対応に当たっていきたいと思っております。 

 

○池下委員長 

 他、ありませんか。ないようですので２点目の企画政策課所管分についてお願いをいたしま

す。担当。 

 

○企画政策課主幹 

 それでは企画政策課案件２点目の令和２年度一般会計補正予算（第８号）の企画政策課所管分

概要ということで資料７ページをご覧ください。 

 ２款総務費、３項開発促進費、１目企画振興費、地域振興関係団体負担金事業でございます。

こちらにつきましては新型コロナウイルス感染症の拡大によりまして運航に影響が出ておりま

す女満別空港の利用促進支援を行うために女満別空港整備利用促進協議会に対する負担金を追
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加するものでございます。補正額につきましては 60 万円で財源は新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金、これが 44万円、残りが一般財源ということでございます。事業の概

要を資料添付しております。 

 資料８ページをご覧ください。今回のこの負担金の事業の内容は大きく３つに分かれておりま

して、まず１つ目が女満別空港就航航空事業者支援事業でございます。新型コロナウイルス感染

症の影響によりまして減便が余儀なくされてございます。航空定期便の関係、従来の便数への復

元を促すとともに運行便の維持に必要な搭乗率の回復への支援ということで７月から３月の期

間中に復元した便数に応じまして、航空事業者に応援金を交付するものでございます。清里町の

負担額はこちらの分が 32万円になってございます。 

 次に９ページ、２つ目になりますが、女満別空港就航路線拡充支援事業でございます。都市部

からの新規路線を誘致する、またその利用者が連携する他の空港とのレンタカー移動、こちらも

利用料の支援を行っていく事業でございます。清里町の負担額は 12万円となってございます。 

 次に、10ページ、３つ目の女満別空港新規路線定着支援事業でございます。新規路線を誘致

するに当たりまして就航１年目から安定した運行環境で開始しまして路線が定着できるように

周知 PR費用、また燃料費等の支援を行うものでございます。この分の清里町の負担額が 16万

円となってございます。 

 なお事業の１つ目と２つ目につきましては、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金、これを活用することが協議会で協議されてございまして、この清里町の負担の合計が

44万円という形になってございます。以上で、企画政策課所管分の概要説明とさせていただき

ます。 

 

○池下委員長 

 ただいま担当より企画政策課所管分についての説明がありましたけども、何か御質問あります

か。堀川委員。 

 

○堀川副委員長 

 新規路線の関係でお伺いしたいんですけどコロナが止まらない中で、２月からピーチが成田＝

女満別線が２月から就航されるという記事が載ってちょっと驚いたんですけども、コロナが続い

ていくことによって計画変更ですとか支援金の増額だとか、そういうことが将来的に考えられる

のかどうなのかということをお伺いしたいんですけども。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまの新規路線の関係でございます。新聞にも載っていましたけど、ピーチアビエーショ

ンが成田ー女満別が来年の２月からということで、１日１往復で開設するというようなことで新

聞等でも報道がされたところでございます。これについては２月からということで月初めからの

就航計画を今のところしていると聞いております。 

 今お話あったとおり新型コロナウイルスの関係がありまして、まずはそれが月初めからになる
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のか、今後就航便については調整するということの連絡が来ているところでございますし、もし

かしたら状況によっては２月ではなくということもあり得るかなというふうに思っています。 

 また支援金の関係についてはまだ現状では２月からということでこのような形の支援、各町村

の負担金できていますけど、これについては協議会の方で今後のコロナの関係等どういうふうに

なるかも含め状況によりまして、また協議会の中で検討していくということになるかなというふ

うに思っておりますのでご理解いただきたいというふうに思います。 

  

○池下委員長 

 よろしいですか。他にありますか。前中委員。 

 

○前中委員 

 質問なんですけども就航路線拡充支援の中で東北海道、カッコ書きの釧路・女満別空港または

新千歳空港を利用してというくだりがあるんですけど、東北海道ってどういう形の括りなのかわ

からないんですけども。中標津、紋別という空港は最初から除外という理解でよろしいですか。 

 除外している理由が何かあればわかっている範囲で良いんですけど。この２つの空港は関係な

い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 

 申し訳ありません。詳細まで理解していない部分ありますけど、空港の民営化等いろんな部分

があってこういう形になったのかなというふうに思いますけども、いずれにしても釧路・女満別

と連携しながらということで今来場した方ということで、ただ、来た方についてはこちらの方に

来てもらう形でいろいろ空港を利用してもらってそれぞれの町村の観光だったり経済に繋げて

いくということで、今これらの事業を協議会の方でやっているということで、また詳細について

はこちらの方でも調べていきたいと思っております。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。他、ありませんか。ないようですので企画政策課全般とおして何か御質問あ

りましたら受けたいと思います。よろしいですか。 

 それでは企画政策課これで終わりたいと思います。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、今のところ１月 21日に木曜日を予定しております。ただ、臨時

会の話が出ておりますので状況によっては日程の変更ということもありますので、御含みおきい

ただければと思います。 
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○池下委員長 

 それでは最後に大きな３番、その他について何か。何もありませんか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

 〇池下委員長 

 それでは第 16回総務文教常任委員会をこれで終わります。ご苦労様でした。 

 

 （閉会  午前 11時 05分） 

 


