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第５回総務文教常任委員会会議録 

令和２年４月１０日（金） 

    開 会  午前 ９時 00分 

    閉 会  午前 10時 19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令和元年度新型コロナウイルス影響に係る緊急経済対策(総務課所管分)について 

②令和２年度新型コロナウイルス影響に係る緊急経済対策(総務課所管分)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令和元年度一般会計補正予算(第７号)専決処分について 

  ③令和元年度一般会計補正予算(第７号)専決処分について(企画政策課所管分) 

  ④令和２年度一般会計補正予算(第１号)について 

  ⑤令和２年度一般会計補正予算(第１号)について(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 

■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   ■企画政策課参与     阿部 真也 

■企画政策課主幹     新輪 誠一   ■地域振興Ｇ総括主査   山嵜 孝英 
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■まちづくりＧ主査    半澤  忍   ■まちづくりＧ主任    吉田 悠平 

 

  

○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 

  ただいまから、第５回総務文教常任委員会を開催いたします。 

 

○池下委員長 

 まず総務課より２点提案されておりますのでよろしくお願いします。課長。 

 

○総務課長 

 本日の総務課提出案件につきましては、今回の新型コロナウイルス感染症の発生に伴いまして

総務課所管の指定管理施設であります温泉３施設への経済支援策となっておりますので、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、管財グループ管轄の補正予算の主な概要を説明いたします。まず、１ページ目をお

開きください。令和元年度（第７号）補正予算でございます。こちら総務費新型コロナウイルス

感染症対策費、新型コロナウイルス対策費指定管理施設経営安定化事業でございます。 

 本事業におきましては新型コロナウイルス感染症の影響によりまして温泉施設におきまして

は相当の経営状況の悪化が懸念されてございます。このため、経営努力だけでは吸収し切れない

部分に対しまして支援を行うものでございます。予算額につきましては緑清荘、パパスランド、

緑の湯の３施設、こちら２月分３月分に対しまして 300万円の想定をしてございます。積算に

つきましては２月３月分それぞれ単月での比較としてございまして、過去５ヵ年分の平均値と比

較しまして収益が落ち込んでいるかどうかこちらにより判断するものでございますが、収益が落

ち込んだ分の差引分の 50％を考えてございます。 

 なお、金額につきましては現在３月ということで決算期でございまして、こちらの年度の数字

を固めなければならないということもございますので、確定するまでもう少々時間がかかるとい

うことでございます。以上でございます。 

 

○池下委員長 
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 ただいま各温泉施設に対しての補助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

問ありましたら。古谷委員。 

 

○古谷委員  

 基本的に方向性としては整理してもらっていいんですけれども、過去５ヵ年分という根拠。と

いうのは特に委員会の中で議論されてきたとおり、緑清荘等であれば具体的に言うと近年の自然

減が激しい部分が現実的にあるということを考えた時に、その過去５ヵ年分というのは基本的に

どこを根拠にしながらされているのか、そこの部分だけ明確に裏付けがあれば。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 先ほどご説明しましたが、今年の落ち込みが平年とどれだけ差があるのか比較するのに単純に

昨年との単年度の比較ということにはならないと思います。そこで何年かという部分で考えます

とやはり契約期間である５ヵ年トータルの中で平均した時にどれくらいの比較をした時に出る

ので５ヵ年ということで平均値をとって今年の部分との比較で差を求めております。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 契約期間の５ヵ年というのが逆に意味がわからない。基本的には昨年との比較というのがある

と思うんで過去５ヵ年という考え方自体が契約期間というのが合理性に欠ける感じであって当

然こういったコロナに対する影響というのは近接した前の年というのが現実的な話じゃないの

かなというふうに。今後他の事業も全て５ヵ年でやっていくのかという話ではなくて、きっと今

後出てくる企画等の話についても、直近との比較の中において行われるのが原則的な話じゃない

のかな。過去５ヵ年でということはそれ以外の影響も含めて飲み込むという話にならざるを得な

い。その辺の他の事業との合理性をきちんと整理された中で、支援することに対しては全然反対

ではないです。支援のあり方の合理性みたいな根拠は明確にしておいた方がいいんじゃないのか

なという考え方をするわけなんですけど、そこを明確にコロナ対策ということであれば。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 一昨年の部分となりますとブラックアウトがございました。その分での影響額も出てくるもの

ですからその部分も考慮しまして、その以前の部分で平均値を出して平年どれ位の収益、３月で

あればどれくらいの収益になっているのかというのを出しまして、前年度５ヵ年までの平均と考

えております。 
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○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 年平均であればブラックアウトいうのもあるでしょうけども、直近の２月・３月というのを直

接的にブラックアウトの影響云々というのは。だから合理性をしっかり整理して中身がいいとか

悪いとかじゃなくて今説明の根拠をしっかりと合理性をきちんとやった方がよろしいんじゃな

いのかなと。今後とも、他の事業との整合性も含めた部分についてこの部分だけ過去５年とか直

近ではない数字を使うことについての根拠はしっかりしておいた方がよろしいんじゃないかそ

のように考えますが。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 過去５年の根拠についてはまた整理したいと思いますけど、今考えていますのはブラックアウ

トで９月でしたけどその影響というのは９月単月ではなくて、見えない部分ですけど長い期間の

方に及んでいる部分と判断しておりますので整理はさせていただきたいと思います。 

 

○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ページ目をお開きださい。令和２年度第１号補正分でございます。総務費、新型

コロナウイルス感染症対策費、同じく新型コロナウイルス感染症対策費、新型コロナウイルス感

染症対策用品購入事業でございます。こちらの方につきましては、施設消毒用資材等の衛生用品

の備蓄購入をしていくものでございます。現在、衛生用品につきましては全国的な品不足のた

め、価格につきましてもコロナウイルスが発生する前に比べまして高騰してございます。入手に

ついても時期未定となかなか入手状況も難しい状況でございます。こちらも鑑みまして時期につ

きましてはできるだけ早急に整えていきたいと考えています。金額につきましては、記載のとお

り合計で 200万円ということでございます。 

 下段の方の指定管理施設経営安定化事業でございます。先ほど１ページ目の方で令和元年度の

第７号補正分で御説明しました内容と同様でございますが、こちらは４月５月分でございます。

４月５月におきましてもコロナウイルス感染症の厳しい状況については変わらないと想定され

るためこちらの方は 800万円を計上するものでございます。以上で、説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま２点目のコロナウイルスに影響にかかる緊急経済対策ということで説明がありまし

たけれども、何か委員の皆さん御質問がありましたらお受けしたいと思います。 
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○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 コロナウイルス感染対策症の備品購入ということで、大変物不足の中で今回予算計上されてい

るんですけども、この中でどうなんだろうという部分で、ゴーグル、やはりゴーグルもある程度

の防疫関連であっても良いのかな、ちょっと思ったんですけどもそこら辺の検討はなされたのか

どうか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今回項目的にあげさせてもらったのはマスク、防護服、アルコールで大きな部分で挙げさせて

いただいていましたけど、ただ購入時期も今現在未定な部分ありまして実際の購入時期は再度必

要なものを検証しまして必要なものは買い揃えたいと考えております。 

 

○池下委員長 

 他にありませんか。岡本委員。 

 

○岡本委員 

 使い捨てマスクとかは、学校だったり医療機関だったり老人施設そういう部分の備蓄に充てて

いくものの備蓄という意味なんですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 この購入した分につきましては、すぐに各施設に配るというものではなくて、一応町として備

蓄すると。その中で例えばこの流行が続いて各老人施設でも物が足りなくて入手できないという

場合にはその分を支給するようなことも考えております。 

 

○池下委員長 

 良いですか。他にありませんか。 

 伊藤議員が質問したいということですが、よろしくお願いします。 

 

○伊藤議員 

 今の岡本委員の質問に付随していく形なんですけども、使い捨てマスクとか防護服とか色々あ

るんですけど、備蓄として押さえておいてどこか必要な機関で足りなくなった時のためのという
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話というふうに聞いたつもりでいるんですけど、例えば役場職員とかが使う部分とかはこの中に

含まれているのかお聞かせください。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 主な使い道としては防護服もそうですけど、実際作業に当たる役場職員が使う分を見込んでお

ります。各老人施設につきましても、まずは老人施設でも備蓄というものはしていると思いま

す。その中で今回のようにどこからも入手できないというような状況が生じた時には、もしうち

の方で備蓄したもので応急的に回せるものがあれば、そちらにも使えるというふうに考えており

ます。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 再度確認なんですけど、基本的には備品ですけども防護服はわかるんですが、使い捨てマスク

に関しては基本的には役場職員で普通に使って行く中でさらに余裕があれば回すためのものに

するのか、それとも回すためのものを備蓄しておいて、そこがある程度足りているのであれば役

場職員で使っていくのか。それとも丸っきり全部同じ感覚で持っているのか、もう１回確認した

いです。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 使い捨てマスクに関しては役場職員が普段の業務につけるものというのではなくて、何かしら

作業にあたる部分につける部分というふうな形でその中で余裕があれば、先ほど御説明しました

各施設の方で全く入手できないような部分があれば、そちらの方にも譲ることもできると考えて

おります。 

 

○池下委員長 

 ほか、ありませんか。私から１点聞きたいんですが、先ほどの 1番の 300万の補助と、下の

800 万の補助って４月、５月分という話なんですけども金額に開きがあると思うんですが、こ

れはどういったことで金額の開きがあったのか。課長。 

 

○総務課長 

 ２月、３月の部分に関しましてはまだ確定はできないんですけど、ある程度のお金の動きが把

握できますが、やはりこの４月、５月分に関しましてはまだまだ全く見えない部分がありますの
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で、あくまでも今後の予想値として計上しておりますので、その分である程度余裕も当然見込ま

なければなりませんので、その辺の現在できる入手できる数字の精査の部分でこのような差が若

干出来ております。 

 

○池下委員長 

 この部分に関して先ほども課長説明されていましたけども、過去５ヵ年の数字を見た上でとい

うことで、先ほどの答弁だったんですけどもこちらに関しても、過去５ヵ年の数字を検討した上

での数字だったのかとどうなのか。その辺はどうなんですか。課長。 

 

○総務課長 

 算出方法については同じく考えております。過去５ヵ年の部分で今後４月、５月の今年の収支

がどうなるか予想を立てまして、考え方としては同じ考えで積算しております。 

 

○池下委員長 

 新型コロナ対策ということの事業なんですけども、これは実際に終息はいつになるかわからな

いということで今後も４月、５月分だけでなくて今後もこの状況が続いたらずっと続けていくつ

もりなのかどうなのか、その辺はいかがですか。課長。 

 

○総務課長 

 その部分に関しては私の段階では明確にお答えできませんけど間違いなく４月、５月に関して

は影響があるというふうに判断しております。その後長引く６月、７月についても影響があると

なれば町全体の中で協議して決めていかなければならないことかなと考えております。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 付随して、その過去５ヵ年の平均となると今後の推移も見ていった時に、全体的な平均アベレ

ージは下がって行くと思う。余りにも統計学的にも数字的にもだんだん見えなくなってしまうの

かなと。やはり近々の中の比較検討の方が妥当な対象数字として出るんじゃないかな。よく５ヵ

年の平均でマックスと最低で除外した中の中間で対象数値として見るという比較検討あるけど

も。今回は完全にこの一気にダウンとしているというところをどう捉えるかであって、そこら辺

の趣を考えていかないとなかなか実態にあった数値が乖離するんじゃないかと。実態の金額と現

実は計算すればわかるんだけども数値の誤差はだんだん開いていくと思うんですよ。そこら辺の

検討今こういう形で出ていますけど、そこは注意しながら、制度設計なりやっていく。そういう

形で今回決定されていますからいいですけど、そこら辺もう１度丁寧な検討しないと数学的にや

っぱりちょっと無理があるとブラックアウトも長いという説明ありましたけども、でもそれはあ

る程度のスパンの中の経営が継続しているがゆえの影響であってある程度上がるというところ

もありますから、もう少し今回はこういう形で良いですけど検討されたらどうかなと思いまし

た。 
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○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今回５ヵ年の平均ということで提案させていただいて、ご了解いただけたかなと思いますけど

今後に向けてもこのような実態がまた起こらないとも限りませんので、そういう場合にどのよう

なものが的確に実際の経営を判断できるのかという部分も合わせて検討させていただきたいと

思います。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 色々な意見あると思うんですけど実際には差し引き分の 50％だから、そういう部分では僕は

やっぱり景気もうちょっと下火になってきた部分もありますから、そんな部分では使う元の数字

というかその部分についてやっぱりこの実態なんだからきちっとやっている大変な側に助成が

できるような形の数字を基にして使っていくのがベストじゃないかなと思うんです。そこら辺検

討していただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 他、ありませんか。それでは総務課何か通して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。よろしいですか。それでは総務課終わりたいと思います。どうも御苦労さまでした。 

 

 

○池下委員長 

 それでは、企画政策課５点ほど提案がありますので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５点議案の方に提案させていただいております。１点目のコロナウイルス

の影響に係る部分については私の方から。２番から５番についてはそれぞれ担当から説明させて

いただきます。 

 １番の新型コロナウイルスに係る緊急経済対策企画政策課の所管分でございます。１ページを

ご覧いただきたいと思います。コロナウイルスの関係でございます。前回の委員会におきまして

貸付額 50 万円の小口融資につきまして説明をさせていただいたところでございます。今回追

加の緊急経済対策につきましてご説明をいたします。 

 １ページ、まず１番１つ目でございます。清里町中小企業融資制度の特例についてでございま

す。これにつきましては、３月の定例会後の議員協議会におきましても、１番最初に制度設計を

進めていた融資制度でございます。その時に簡単な概要は御説明させていただいたのでございま
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すが今回進めていくことで説明をさせていただきます。２ページから３ページに要綱を添付させ

ていただいております。現在、通常時行っております中小企業の融資制度の特例としまして別枠

でコロナ対策の中長期的な資金として限度額 500万円の融資枠を設定しまして、資金繰り等の

円滑化を図るものでございます。対象事業といたしましては、新型コロナ感染症の影響により直

近１ヵ月間の売上高等が前年同月比５％以上減少しており、かつその後２ヵ月間を含む３ヵ月間

の売上高等が前年同期比５％以上減少することが見込まれる事業所が対象となるものでござい

ます。貸付期間については７年以内、金利は 1.9％以内、0.1％を超える部分の利子補給を町で

補給、保証料を町が負担することになります。なお、融資の保証につきましては信用保証協会の

保証付きでございます。取扱期間につきましては、臨時会を予定されております令和２年４月

21日から令和３月 31日までといたします。１ページの２をご覧ください。 

 ２つ目、中小企業経営安定化支援事業補助金の関係でございます。これにつきましては、営業

売上が減少しております町内の中小企業への直接支援、経営を維持するための補助によりまして

経営の安定化を図るものでございます。（1）にありますとおり、中小企業者、小規模企業者の売

上減少に対しての経営安定支援、それと（2）の人的交流等の激減により大きく売上が減少して

おります宿泊業、飲食店、観光案内業には１の経営安定支援に加えて、経営費であります固定費

の一部を併せて支援を行うものでございます。記載のとおり、対象期間については元年度予算と

しまして令和２年２月分、３月分、令和２年度予算として令和２年４月分、５月分としておりま

す。４ページの資料によりまして説明をさせていただきますので、議案の４ページをご覧いただ

きたいというふうに思います。 

 先ほどお話した通り支援については２種類を行います。まず、①経営安定支援事業、これはす

べての業種に向けての支援でございます。前年同月比 10％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まして補助を行います。減少額の割合につきましては、２段

階で設定をしております。10％から 50％未満の減少率の場合については減少額の 30％の補

助、また 50％以上の減少率の場合につきましては減少額の 50％補助をいたします。各月の補

助率を用いた補助金額は 20 万円を上限といたします。２月分から５月分全ての月が 20 万円

の上限となりますと、１事業所最大で 80万円の補助額となります。 

 次に②、下の部分、経営支援事業でございます。先ほどの①の経営安定事業に上乗せしまして

特に経営が厳しい宿泊、飲食、観光案内業に特化して追加支援を行うものでございます。前年に

ついては同月比 15％以上の売上高の減少がある事業所を対象といたします。光熱水費等の経営

費に対しまして補助を行います。対象月の前年の経営費であります光熱水費、通信費、損害保険

料、地代家賃、器具借上料の合計の 90％を補助いたします。各月の補助金額は 30万円を上限

といたしますので、１事業所最大で 120万円の補助額となります。今回の支援事業補助金は町

からの委託事業、指定管理事業者及び前年売上高を 12で除した額が 500万円を超える大きな

事業所、年間だと売上が６千万を超える事業所になりますけど、それについては除くこととして

おります。期間については令和２年２月から、令和２年５月までの４ヵ月間といたします。なお

要綱を５ページから７ページに添付しております。１ページにお戻りください。 

 ３番目、３つ目の宿泊・飲食業消費拡大きよさとポイントカードの活用についてでございま

す。これの事業の主旨につきましては記載してございますが、きよさとポイントを活用しまして

宿泊業及び飲食店でのポイント付与拡大によりまして、宿泊飲食店での消費拡大、それから町内

の消費喚起を図るものでございます。事業の内容実施方法ですけども、宿泊業につきましては宿
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泊者１名につき千円のきよポンのギフトカードを配布、宿泊先でありますその時の精算時や町内

での買い物に使用していただくということを考えております。飲食店につきましては飲食代の

30％相当をポイントで還元しまして、そのポイントを精算時や町内また加盟店での買い物等の

使用により町内消費の還流を図ってまいります。今回の事務にあたり清里町商工会ポイントカー

ド委員会へのポイント付与負担金および周知も必要ですので周知ですとか管理事業費を合わせ

て事業補助金として交付を行ってまいります。事業の実施時期でございますが、現在北海道も集

中対策期間が５月６日となっております。本来であれば人の動きだすゴールデンウィーク前後が

良いと考えておりますが状況等については未定でございます。なるべく早く実施をしたいという

ふうに考えているところでございますが、まだ見えない状況でございます。この関係でございま

すけども、消費拡大期間は３ヵ月間としまして、各月で設定したポイント付与が満度に達した場

合についてはその月は終了することとしているところでございます。 

 以上、１から３番まで中小企業への新型コロナウイルスの緊急経済対策の追加支援でございま

すけども、現在まだコロナの感染症の終息が見えない状況となっております。感染症が終息しな

い場合につきましてはこれで対策は当然終わりというふうには考えておりませんので、状況によ

っては新たな対策の検討が必要ですし、説明いたしました５月までの経営安定化支援につきまし

ては６月まで延長しなければならないと考えてございます。なお、７月以降につきましてはこの

支援について延ばすのか延ばさないのか、また新たな支援等も含めまして、十分な検討が必要と

考えているところでございます。また、消費の下支えとしまして必要であれば国も色々今考えて

おりますけども全町民への定額のきよポン贈答カードの交付、これらも今検討しておりますが、

これについても実施する場合につきましては、委員会とも十分協議をさせていただきたいと思っ

ております。 

 いずれにしましても、今後コロナウイルス対策の関係につきましては適切な支援を検討しまし

て実施をしてまいりたいと思っているところでございます。以上で、１番目の説明について終わ

らせていただきます。 

 

○池下委員長 

 ただいま①番の新型コロナウイルス影響に係る緊急経済対策の説明がありましたけれども、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。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 基本的には緊急性がありますしスピード感をもって補正も含めて前へ進めていただくことが

肝要かと思います。中身については色々議論があるところもありましょうけれども、今後国の対

策とかそういったものが結構遅くなってくるという可能性も無きにしもあらずの中において緊

急的な速報的な対応というのは必要かと思います。ただ、中身については議論があるでしょうけ

ども１つの店も潰さない形で地域の基本的なそういったお店、公共財的な意味合いを含めて維持

していくことについてはしっかりとやっていただきたい。 

 ただ、その前提に立って２点だけお伺いしておきたいのは、この前提となっている部分で、委

員会の説明ありましたけれども、商工会ないし町が全店の聞き取りをやって、具体的な売上の減

少とか課題というものを調査したってその結果については１回も報告されていなくて実態がま

ずどういう形できちんと整理されたのか。まず聞き取り調査、それから面談調査をやってきたわ
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けなんですけども、その結果が一度も。どれだけ落ちている状況なのかとか、どういった関係な

のかの報告がまだ一度も議会にはされていないと私は理解しています。 

 それと商工会の役員とか事務局とか、町と当局との協議を重ねてきた中で、最終的にその商工

関係者の方からの集約としてどういった要請が町にあったかについても。協議については聞き取

りや意見を聞いたことについては報告を受けていますけれども具体的に最終的な商工会関係機

関との要請事項というのはどこにあったのかという報告も受けていない。この２点御説明できる

範囲で、それが前提になって今回の対策が打たれたと思うのでその前提条件が見えない中で説明

されても。中身は良いんです。補正含めても良いんですけど、まず明確にしていただきたいと思

うし、必要であればきちんと資料を出したうえでこの対策については数字的な話ですから出てく

るのが妥当かなと思いますけどもその辺の説明責任のあり方も含めて御説明願いたい、このよう

に思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 前段の今回説明しました事業関係につきまして、今古谷委員からもありました。スピード感を

持って、国の対策の方も見ながらということもありますけど、やっぱり町として出来ることとい

うことで進めていきたいというふうに思っているところでございます。 

 それから、後段の２点の質問の関係でございます。まず１点目の影響額調査の関係について町

を通して色々な部分で商工会、また商工会未加盟の部分含めて聞き取り、また面談等を行いなが

ら調査を行っているところでございます。それによりますとやはり売上額が減少しているような

実態がいろいろ出てきております。個別のものまでは提案出来ませんけども、それ以外にも物品

マスク等の不足等もあるところもありましたし、そういうのも踏まえまして売上が減少している

のが見えました。特に飲食店、宿泊業等については大幅な売上減があるという形で調査を終えて

いるところでございます。それを踏まえまして商工会からでございますけども、実は商工会から

も何度も打ち合わせ、協議等も行っております。商工会から会長、役員を含めまして町に対して

も要望的なことということで上がってきているところでございます。中小企業の融資の拡充のお

願いですとか事業に係る固定費の補助、商工会からは実はいろんな部分で飲食、宿泊業がやはり

厳しいという実態を捉えておりましてそこに特化した部分の経営費の支援ということも実はあ

りました。ただ、町としましてはやはり飲食、宿泊業以外のところでも厳しいということで認識

しておりましたので、それらも踏まえて全事業所の対応の支援それから飲食、宿泊等に特化した

部分の上乗せを含めまして今回支援策を進めているところでございます。商工会からも色んな部

分で要望等がありまして、商工会独自としましても年末にやっているわくわく商品券の前倒しの

検討もされているようですし、色んな部分で消費喚起対策も商工会としてもやっていきたいとい

うことも踏まえまして町に対して支援のお願い等もありました。それらも踏まえまして今回この

経済対策の支援を行っていきたいということで御理解をいただければなというふうに思ってい

るところでございます。 

 

○池下委員長 
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 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 大体説明では全体的な状況というのは理解するところで、前から言っているとおり、基本的に

町としての説明責任みたいなもの、まず言ったようにきちんとした調査をやったとすれば単純な

形ではなくてしっかりとした資料としてこういった状況だという実態をまずきちんと資料的に

きちっと整理されたものをも含めて出すというのが基本的な議会に対する説明責任、それと商工

会の役員とのやりとりについては口頭でありましたけど具体的に文章化されたものなのかとか、

そういったのも含めてしっかりと出したうえにおいて、しっかりとした支援を議会に説明をした

中で今後の補正も含めてやっていくといった本来のあり方みたいなものをきちんと整理された

方がよろしいのかなと。実態についても今言ったような中では具体的に２月３月含めて聞き取り

面談でやってきた形でニュアンス的な話だけであってその実態の数字が全く出てこないという

ようなことも含めて、もうちょっとしっかりとした説明資料や説明責任を果たした方がいかがか

なというふうに思います。 

 本末転倒で話が前後しますけれども、また商工会がそういった強い今回要請があったとすれば

それも形に表した形で具体的な商工会側としてはこういうことを必要としているんだと明確に

文言を起こした方が町に来ているならばそこをきちんと議会へ提示するだとか、その中で併せて

今回の補正を提案されるだとかそういった基本的な行政のルールみたいなものをもう１度整理

されることをこの場を借りて要請したいと思います。 

 

○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あった関係につきまして、今後説明責任も含めまして今回だけで

はなくて色んな部分で必要なものについては提示していきたいと思っております。 

 商工会からの要請につきましては、文書によりまして町の方にありました。それらも含めまし

て今後商工会から例えば何日に要請があった等も含めまして提示できるものについては提示し

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 

 恐らく商工会の方とはかなり綿密に話はされて進めていることだと思います。前回私も実施の

時期についてのことを触れましたけど、タイムスケジュールとして実施の時期はどれくらいにな

るのか、そこら辺お願いします。 

 

○池下委員長 

 課長。 
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○企画政策課長 

 実施の時期でございますけども、１番の中小企業融資制度の特例の部分については、４月下旬

ということで 4月 21日から進めていきたいというふうに思っています。 

 ２番の中小企業経営安定化支援事業補助金につきまして、４月に支援ができる形で進めていき

たいというふうに考えております。聞きますと、やはり厳しいところもあるということを聞いて

おります。なるべく早くこの支援補助金ができるような形で進めていければなというふうに思っ

ているところでございます。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 ４月中に支援するということですけど、前回の委員会でも言いましたけど３月の支払い、大体

月末支払いなんですけど、かなり苦慮されているかなと思います。４月もまた支払の時期を迎え

るわけですので１つは敏速に対応できるような形をとっていただきたい。それだけ要望したいと

思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまの御意見等でございます。なるべく早く支援ができるような形をとっていければなと

思っております。 

 

○池下委員長  

 ほか、ありませんか。副委員長。 

 

○堀川副委員長 

 今回の対策は非常にスピード感もあって評価はできるというふうに考えています。色んな調査

とか聞きとり、相談については企画政策課、商工会を中心にやられていると聞いていますが、商

工会の会員さんを中心に話が進んでいますけども、商工会に入っていない事業所さんについても

商工会の職員さんが尋ねて行って色々相談に乗っているという話も聞いておりますので、そこら

辺も１件もこの町の事業所を潰さないというスタンスで行くということですので是非そういう

網からこぼれることがないようにということをまず１点お願いしておきたいということ。 

 そして、落ち着いてからの対策になりますけども、きよポンに対する上乗せポイントというこ

とですけどもここら辺もきよポンに加盟していない事業所さんもまだまだあるということなの

でそこら辺の進め方も今後よく検討していただいてこれを上手く回るように消費の拡大に繋が

るように抜け落ちることのないようにということで慎重な検討をさらに加えていただきたいと

思います。 
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○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまの御質問でございます。まず１点目、商工会に入ってない入っているは関係なく、商

工会を中心にまた観光協会とも連携しながらということでそれについては先ほどからお話もあ

りましたけども１件も落とさない形で進めていければいいのかなというふうに思っております。 

 それから２点目の関係でございます。きよさとポイントカードを活用した部分のでございます

けども、今現在も本当に商工会に加盟しててもポイントの方に加盟していないところもございま

すけども、それらについても特に飲食、宿泊の関係についてはカードを、またカードが入ってい

ないところについてはレシートを活用しながらそこについても消費喚起、町内で消費が還流する

ような形がとれるような形をとって行きたいというふうに考えておりますので、ご理解頂ければ

なというふうに思います。 

 

○堀川副委員長 

 きよポンカード非常に良いシステムだと思うので、是非有効に使っていただけるような感じで

良い検討を加えていただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまありましたきよポンカードの関係ですね。昨年の 10 月から稼働しておりますけど

も色んな部分で有効に活用できる形を検討して進めていきたいと思っております。 

 

○池下委員長 

 ほか、ありませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 ３業種、特に影響が大きいところを行くと月額両方合わせると、最大で 50万になっていく。

１月 50万。当面今回提案される４ヵ月で 200万、それは妥当な数字かということについても

十分に検討されたんでそれらは了承していきたいと思います。 

 ただ、もう１つだけ重要になってくるのは近隣町村全ての部分で商工事業者や飲食業含めた部

分でいくと中食だとか持ち帰りという形について具体的に商工会や飲食業の皆さんが積極的に

取り組んでる姿がしっかり住民に見えている形、だから応援しようという形、今回町含めて全体

的に応援していこうという形、やはりそういった一連の町としての動きも大事でしょうけども事

業者の皆さんについても大変な時期でしょうけれども自分たちもこれだけ頑張っているという

ことを早急に見える形にしていくことも今回の支援策と相乗しながら町民全体でこれは何とか

しようというそういった形を作っていくことを、どうしても近隣町村全てどの町でもうちだけ空
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白地帯でそれだけ大変な状況だってことも理解しているんですけども、その辺の働きかけも町と

して是非今回の支援にあたって立ち上げをまずお願いしたいという形と、商工会と町と役員との

情報交換はいろんな双方に情報を持ち寄ってやっていると思うんですけど、商工会の会員の皆さ

んにそういったことが課題を共有化されているかということが大きな課題になって、だから今回

こういった支援をやった時にうちは何も聞いてないわとかそんな話じゃなくてきちんと商工会

の会員の皆さん、それからもう１つは今、他の委員からもありましたが、商工会に加盟していな

いとか観光協会に加入していないとか、御商売を営んでいる対象となる皆さんの情報共有という

形も商工会が主体となりながらしていくという形も含めて、そうすると全体として町民としても

何とかここを皆で応援していこうというそういった環境が醸成されると思いますんでその辺の

働きかけについては本来町ではないとは思うんですけれども、今回の支援をするに当たってしっ

かりと連携を取り合っていただきたいこのように考えますが。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今の古谷委員からのご質問御意見でございます。本当にそれが大切かなというふうに思ってお

ります。町では支援を商工会と連携しながらやっていくということで、今回も提案させていただ

いているところでございます。商工会としても個店事業主、それから商工会としても自らも今回

のコロナ対策について自分のところからもきちんとやっていくよということを見せてもらうの

は当然ということでその辺についてはきちんと働きかけといいますかその辺も含めて行ってい

く必要があるのかなというふうに思っております。 

 それから各個店に今回の支援が伝わらないということはあってはならないというふうに考え

ておりますので、情報共有の部分についても商工会を中心にきちんと情報共有できるような体

制、そういう形を作ってもらうように町からも言ってその辺情報共有が行き届くような形をとっ

ていきたいというふうに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 

 ほか、ありませんか。議長。 

 

○田中議長 

 今回コロナ対策の支援ということで、色んな業種の方大変だというのはわかるんですけども先

ほど古谷委員からもありましたけど、やはり大変だというのはどの程度大変だったのか例年と比

べるとどれぐらい落ち込んでいるのか。そういう部分もこういう委員会の時にはやはり報告いた

だいてその中で議員の意見を聞くというのは大切かなと思います。支援するのは本当に早急な支

援が必要だと思うんです。それと行政が主になって色んな対策を組んで支援をされるわけですけ

どもこういう機会には古谷委員が言われたように町民全体が大変な人にできるだけ利用して一

致団結してこの危機を乗り越えていく。そういう政策が必要だと思います。そこら辺も全部行政

がやるんじゃなくて町民も協力してくれる部分については協力してもらわなければそういうこ

とも大切かなと。この機会を町民全体で乗り切っていく、そういう考えのもとで進めていただき
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たいなと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今の議長からのご意見、先程の古谷委員からのご意見と同じようなご意見かなというふうに思

っております。説明の部分、後段にありました今回の支援について商工会にもできることについ

ては当然やってもらうということ、そして町民にもきちんと応援してもらえるような体制、そう

いうような情勢を作っていくことが大切というふうに思っておりますので町全体でこの危機を

乗り越えるようなことで進めていくように今後も色んな支援また商工会とも十分連携しながら

対策に当たっていきたいというふうに思っているところでございます。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。伊藤議員が発言したい旨よろしいですか。伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 今回のコロナウイルス対策で色々とやっているわけですけども、国全体レベルで考えるとスピ

ード感が一番大事ということだと思います。その中でこの清里町においてもコロナによって倒産

企業を１件も出してはいけないという思いで皆さん動いていたと思います。ですから私は逆に今

回色々ありますけれども町として今回この対策で１番何が大切かというと要綱とかもそうです

けど、いかにスピード感を持って動いて作りあげていくかということだったと思いますので、私

は逆にすばらしい対応をしたのではないかというふうに評価しております。 

 ただ、１点だけお聞かせいただきたいのが、この宿泊業、観光案内業の追加支援の中で要綱が

色々載っているんですが、この中に人件費みたいなものは含まれていないのかなと思います。な

かなかこれも難しいと十分理解した上で、その部分どういうふうにお考えなのかお聞かせくださ

い。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今回の中小企業の経営安定化支援事業の関係だというふうに思います。特に経営費支援事業、

宿泊業、観光案内業の追加支援の部分ですけども先ほど説明したとおり経費の中の光熱水費、通

信費、損害保険料、地代家賃、器具借上料をこの固定費としまして積算をしているところでござ

います。今言われました人件費につきましては、国の方で雇用調整の補助金がありますので、そ

ちらの方で対応をいただきたいということで、これについては今回の町の事業の中では人件費の

部分は入れず固定費、商工会とも十分協議をした関係でございますけども、それらについてそこ

の部分が店を開けていても開けていなくてもかかってくる部分ということで、ここに記載の６つ

の部分の経費について 90％補助をしていくということで、先ほど古谷委員からもありましたけ
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ども、いろいろこの内容については色々あるかと思います。事業内容とか支援の中身については

色々あるかなと思いますけれども、今回出させていただいたということでご理解いただきたいと

思います。前段スピード感を持ってやっていただいたというようなお話もありましたけども、今

後必要な時期に必要な支援ということでスピード感を持ってやっていければ良いかなと思って

いるところでございます。 

 

○伊藤議員 

 ということは人件費の話になりますけれども国の方で何とか見てもらえると。そちらで対応で

きるのではないかという意味だったと思うんですけども、それもかなり時間もかかる部分もある

のかなと思ってはいるんですが、国のことなので。その中でそこの部分は国からということで今

回こういう形の緊急対策を町として打つことでそこまで何とか持ちこたえられるだろうという

ことで良いのかな。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今回の支援につきましては一応特に今説明しました安定支援事業については２、３、４、５月

分までということで積算をして今後このあとに専決また補正予算についても説明させていただ

きます。先ほど最後の方にもお話しさせていただきました。今後またどうなるかわからない部分

もございますので支援についても最低１ヵ月延ばす、また４月以降についてもまたどんな支援が

必要かというのが出てくるかなというふうに思っていますので、またその段階でまた新たな支

援、またいろんな部分で考えていかなければならないかなと思っております。 

 雇用調整については商工会の方でいろいろ動いてそれについて何とか活用できるような形を

進めているというふうにも聞いておりますので今言われたことを踏まえて今後も新たな支援が

必要であればまた検討しますし、今後状況に応じて国の動向等も見ながら町としてスピード感を

持ってやることについては検討していきたいと思っております。 

 

○池下委員長 

 他、よろしいですか。それでは②番、令和元年度一般会計補正予算（第７号）の専決処分につ

いて説明をよろしくお願いします。担当。 

 

○まちづくりＧ主査 

 それでは私の方から令和元年度一般会計補正予算（第７号）についてご説明をいたします。第

７号補正につきましては地方自治法第179条第１項の規定に基づきまして３月26日付で専決

処分をいたしておりますのでご承認を賜りたいと思います。それでは８ページをご覧ください。

今回の補正内容につきましては、先ほどご説明をいたしました新型コロナウイルス感染症にかか

ります緊急対策事業でございます。補正額につきましては歳入歳出それぞれ２千 500万円を追

加いたしまして、予算の総額を 51億１千 107万２千円とするものでございます。はじめに歳

出の補正内容から御説明を申し上げます。総務費でございます。中小企業経営安定化事業につき
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ましては、中小事業者、小規模事業者へ経営安定支援を行うもので、２千万円を計上いたしてお

ります。 

 指定管理施設経営安定化事業につきましては、温泉指定管理施設の経営状況の悪化に伴い、経

営の安定化を図るための支援を行うもので 300万円を計上いたしております。社会福祉法人支

援事業につきましては、感染症拡大予防のために、社会福祉法人が事業を休止したことに伴いま

す経費の補助といたしまして 200万円を計上いたしております。上段の歳入をご覧ください。

歳入につきましては一般財源分といたしまして、財政調整基金の繰入金２千 500万円を計上い

たしております。それでは９ページをご覧ください。９ページには補正予算の事業ごとの概要を

掲載いたしております。９ページ左上の科目の欄をご覧ください。２款総務費に新たな項と目と

いたしまして 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

を追加いたしております。こちら事業が３つ載ってございますが、ただ今ご説明いたしました事

業の内容、財源内訳について掲載をいたしておりますので後ほどご参照ください。 

 続きまして 10 ページをお開きください。債務負担行為補正の追加についてご説明をいたし

ます。こちらの補正につきましては中小企業小口融資事業の開始に伴いまして、融資の金融機関

との損失補償契約の締結によりまして債務負担行為を設定するものでございます。表をご覧くだ

さい。事項の令和２年２月から５月までの間の新型コロナウイルス感染症に伴う対応資金融資に

係る貸付事業者への損失補償でございますが、損失補償契約に基づきまして融資金融機関でござ

います網走信用金庫、釧路信用組合に対しまして、期間を融資の最終償還期限到来後 90日を経

過した後といたしまして設定をいたします。限度額につきましては元金、利子及び遅延利子を対

象として融資総額として設定をいたします。以上が令和元年度一般会計補正予算（第７号）の概

要でございます。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま②一般会計補正予算（第７号）の専決処分について説明がありましたけど、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③説明をお願いします。担当。 

 

○地域振興Ｇ総括主査 

 それでは私から令和元年度の一般会計補正予算（企画政策課分）の説明をさせていただきま

す。11 ページをお開きください。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、中小企業経営安定化支援事業でございます。中小企業者への

経営安定支援及び追加支援として経営費支援を行います。令和２年２月及び３月分として経営安

定支援補助 700 万円、経営費支援補助１千 300 万、合計２千万円を計上しております。財源

は全額一般財源でございます。以上で説明とさせていただきます。 

 

○池下委員長 

 ただいま一般会計補正予算（第７号）の企画政策課所管分について説明がありましてけれど

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④、説明お願いします。担当。 
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○まちづくりＧ主査 

 それでは私の方から令和２年度一般会計補正予算（第１号）につきまして御説明をいたしま

す。12ページをお開き下さい。今回の補正内容につきましても、令和元年度第７号補正予算と

同様に、新型コロナウイルス感染症に係る緊急対策事業でございます。補正額につきましては歳

入歳出それぞれ５千 295万４千円を追加いたしまして、予算の総額を 49億７千 95万４千円

とするものでございます。 

 はじめに歳出の補正内容から御説明を申し上げます。総務費でございます。中小企業融資事業

につきましては500万円を上限といたしまして中小企業融資特別枠に係る利子補給と信用保証

料分の補助といたしまして 330万円を計上いたしております。中小企業経営安定化事業につき

ましては、令和元年度からの継続事業でございまして中小事業者や小規模事業者へ経営安定支援

を行うもので２千 855万４千円を計上いたしております。宿泊・飲食業消費拡大支援事業につ

きましては、きよさとポイントカードを活用し宿泊及び飲食業の集客支援を行うもので 900万

円を計上いたしております。中小企業小口融資事業につきましては 50 万円を上限とした中小

に企業融資に係る利子を全額町が補助するもので、10万円を計上いたしております。新型コロ

ナウイルス感染症対策用品購入事業につきましては、施設消毒用の資材など、備蓄用の衛生用品

を購入するもので 200万円を計上いたしております。指定管理施設経営安定化事業につきまし

ては、令和元年度からの継続の事業でございまして、温泉指定管理施設の経営状況の悪化に伴

い、経営の安定化を図るため、支援を行うもので 800万円を計上いたしております。 

 社会福祉法人支援事業につきましても令和元年度からの継続の事業でございまして、感染症拡

大予防のために社会福祉法人が事業を休止することに伴う経費の補助といたしまして200万円

を計上いたしております。 

 次に上段の歳入を説明いたします。歳入につきましては、こちらの一般財源分といたしまして

財政調整基金繰入金５千 295万４千円を計上いたしております。 

 次に 13 ページから 14 ページにつきましては、補正予算の事業ごとの概要を掲載いたして

おります。13ページ左上の科目の欄をご覧ください。令和元年度と同様に、２款総務費に新た

な項と目といたしまして 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

染症対策費を追加いたしております。また、こちらにも只今ご説明いたしました事業の内容や財

源内訳について掲載をいたしておりますのでご参照ください。以上が令和２年度一般会計補正予

算（第１号）の概要でございます。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま④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⑤の補正予算（第１号）の企画政策課所管分について説明お願いします。担当。 

 

○地域振興Ｇ総括主査 

 それでは私の方から令和２年度一般会計補正予算（企画政策課所管分）について説明させてい

ただきます。15 ページをお開きください。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、中小企業融資事業でございます。500 万円の特別

枠の中小企業融資に係る利子補給と信用保証料を町が補助いたします。融資予定件数は 20 件
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で、利子及び保証料補助として 330万円を計上しております。財源は全額一般財源でございま

す。 

 次に中段の中小企業安定化支援事業でございます。令和元年度からの引き続きで中小企業者へ

の経営安定支援及び追加支援として、経営費支援を行います。清里町商工会の受付事務委託料と

して 35万４千円、令和２年４月及び５月分として経営安定支援補助 720万円、経営費支援補

助２千 100 万円、合計２千 855 万４千円を計上しております。財源は全額一般財源でござい

ます。 

 次に後段の宿泊・飲食業消費拡大支援事業でございます。きよさとポイントカードを活用した

宿泊・飲食業への集客支援を行います。宿泊業への支援といたしまして 200万円、飲食業への

支援といたしまして 600万、合計 800万円を事務費補助として計上しております。 

 また、清里町商工会に対し企画事務補助といたしまして 100 万円を計上し、合計 900 万円

を計上しております。財源は全額一般財源でございます。16ページをお開きください。最後に、

中小企業小口融資事業でございます。50万円上限の中小企業融資に係る利息を全額町が補助い

たします。融資予定件数は 10件で、利子補助として 10万円を計上しております。財源は全額

一般財源でございます。以上で説明を終わらせていただきます。 

 

○池下委員長 

 ただいま担当より補正予算（第１号）の企画政策課所管分について説明がありました。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。副委員長。 

 

○堀川副委員長 

 １点気になることがありまして、コロナ対策の安定化支援事業ですけども、前年同月比を基準

にということですけども、例えば、何かの事情で昨年のこの月に売上がものすごく減ったお店が

あったりだとか、例えば去年の春から事業を開始した事業者があったとしたら、２月３月４月が

例えば売上がゼロだったりだとか、あるいは事業開始して間もなくでまだその月が売り上げが少

なかったり極端に売上が予定しているものよりも少なかったりした場合の救済策というかそこ

ら辺もカバーする必要があるんじゃないかなと気になったんですけども、そこら辺はどうでしょ

うか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいま副委員長からの御質問でございます。今回の支援については、コロナの関係によって

売上等が減少したところの支援というふうに考えているところでございます。その辺についてき

ちんと商工会の方にこの関係事務を行ってもらいますので、きちんと精査なり整理してまいりた

いというふうに思っておりますし、後段の方で言われました昨年の途中からとか、例えば事業所

を営んだとかの部分があるのかなというふうに思いますけども、国の方でも色んな融資とかあり

ますがそれについても同じようなことがありまして、国の融資等を参考にしながらきちんと精査

できるような形で進めていきたいというふうに思っているところでございます。 
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○池下委員長 

 副委員長。 

 

○堀川副委員長 

 ちょっと余分な話になりますけども、テレビでインタビューされていた方の話ですけども事業

を始めようとして準備をしていて、その人はバーかライブハウスか何かを開店準備をしていて数

千万の借金をして開店準備をしていた矢先にコロナの影響で開店ができなくなって途方に暮れ

ているという経営者のインタビューなんかも見たんですけども、どっかで線引きはしなきゃなら

ないのはわかりますけども例えば救ってあげられるのであれば、例えば年間売上を 12 で割る

とか基準になる月の売上が比較の計算の分母にならないようなものだとすれば、何かしらの方法

はやっぱり取ってあげるのがもし救える方法があるとすればその辺の検討も必要なんじゃない

かなというふうに思うんですけども。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 いろいろご意見等あったかなと思います。基本的にこの経営安定化の支援の関係につきまして

は、この中では商工業を主たる事業として且つ令和２年２月 28 日以前より営業を行ったとい

うことで設定をさせていただいております。色々ありました関係、極端に支援はできないのかな

というふうに思いますけど、中身を精査しながら検討しなければならないというふうに思ってい

ますので十分その内容等見ていきたいなというふうに思っているところでございます。 

 

○堀川副委員長 

 現実にこの町内に当てはめてあるのかはわからないですけども、そういう不利になる人が出な

いような調査や検討を是非お願いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 おそらく先ほどから執行の部分もあったんですけど、若干時差があって執行していくような形

になっていくと思うんです。経過を見てというのもありますけど。 

 最悪、うちも飲食業関係で定年を迎えて年金もらってやっているというような人もいるわけ

で、これをこの機会に辞めましたってなった時に辞めた部分の支援というのはどういうことを考

えられている部分かなとそこらもちょっと聞いておきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 
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○企画政策課長 

 今の御質問ですけども、実はまだ辞めた部分については正直な話、検討していないということ

で御理解いただきたいと思います。ただそういうこともゼロではないのかなというふうに思って

いますけども、その辺十分検討させていただきたいなというふうに思っております。 

 

○池下委員長 

 他、よろしいですか。私の方から１点聞きたいんですが、この 16ページの中小企業小口融資

事業について、融資予定 10件というふうになっているんですが、現在の段階で何件ぐらい相談

があったのか。できる範囲でよろしいのでお知らせいただければと思うんですが。課長。 

 

○企画政策課長 

 相談があったのは今のところ６件から相談あったところでございます。 

 

○池下委員長 

 それらの６件の方は皆さんが皆さん飲食業とかそういう関係ではないということですか。課

長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまの６件については、飲食業だけではありません。その他の業種の方もおります。 

 

○池下委員長 

 わかりました。企画政策課、今日は５点提案ありましたけどもこの５点で聞き漏らしがありま

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、企画政策課通して何か御質問ありましたら古谷委員。 

 

○古谷委員 

 これはコロナ対策だけではなくしてコロナに関連して全体の町の経済が止まっている形の中

で、これは総務課担当なんでしょうけど聞くところがなかったので。 

 公共事業の前倒し発注という対策は具体的にもう動いているのかどうなのか。コロナについて

は飲食業だけでなくて一般の普通の事業所が小規模事業所、個人事業所の仕事が町内ほとんど動

いていないという実態の中で３月定例会の中でも一般質問させていただいたんですけれども、当

然コロナも含めたりとかベニヤの状況があったりとか色んな部分で全体が止まっている形の中

で、少なくとも町の公共事業発注については早め早めに前倒し発注をしていくという方向性を出

されていたはずなんですけれどもそういった準備が進んでいるのかどうなのかまず確認を。全般

的な部分で結構です。 

 

○池下委員長 

 課長。 
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○企画政策課長  

 今古谷委員からご質問ございます。公共事業の前倒しという関係でございますけども、３月の

対策本部の中、課長会議、いろんな部分で公共事業の２年度に予算ついたものについては、前倒

しだったりとか少額の部分の物品購入その他の部分についても早目早目の対応をとるようなこ

とで内部の中では協議が終わっているということで、それぞれ前倒しなり経済が循環する形をと

るべくそれらについても進めていかなければならないというふうに財政サイドとしては思って

いるところでございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 支援は支援で当然これでいいんですけど、同時にやっぱり通常的な業務でしっかりと経済まわ

していかなければならないというのは当たり前の話であって、物品の購入なり、工事発注なりは

早くする。もう１つ、非常に全体的な部分で停滞している部分で考えると、ある意味では分割発

注、言い方悪いですよ。入札に伴わない特命随契はどうか分割発注だとか、この経済対策、緊急

対策的な、きちんとして要綱を定めながら従来型の一般的な入札だけでなく、地域限定型の分割

発注を特別発注だとかある一定の工事を分割して２分割３分割しながら早めに連休明けから仕

事が回っていくような対策を並行してやっていかないと、これだけの対策じゃ上から落としてい

く対策だけでは経済はまわらないと思うんですよね。その辺についても、企画政策ですから全体

的には総務と連携取りながら早めの公共事業とか物品購入とかそういった人を動かすとか雇用

の環境とかいうものを早急にと同時に動かして欲しい、それでなければ上から落としていくだけ

の交付金や補助金や支援金だけでは経済まわりませんから、まずそれが一番、そうすると今度は

人の動きが出てくるという形になってくるので、その辺の対策も並行しながら忘れないように進

めていただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今、古谷委員が言われたことは大変大事かなというふうに思っているところでございます。公

共事業についても４月に見積りなり入札を進めている部分もあります。今言われました工事の発

注ですとか物品の購入についてほんとに経済が循環する形、また町全体、役場全体の中で情報共

有しながら、総務とも連携を取りながら今言われたことを進めていける体制を早急に取っていき

たいと思っております。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 
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 従来の入札制度とか見積り制度だけでは今は動かない部分があって非常に時間を取られる。国

の緊急経済対策とか地域限定において特命随契も良いですよとか、分割発注して小口に分けてそ

れぞれ振り分けて地域の事業者に仕事が生じるようにというのがOKで来ているはずですから、

そういった従来の手法に拘らず実際に止まっている地域の経済を動かすには知恵をもう少し使

って動かしていただくことがやはり今回の支援対策と相乗効果と言いますか総体として地域全

体の経済が動いていく形になろうかと思いますので、その辺も含めて是非企画政策課が中心とな

りながら他の関係課と理事者とも協議しながら前向きに進めていただきたいと考えますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 最初の質問の中でもその分が入っていたかなというふうに思います。今言われたとおり分割発

注とか特命の話も出ておりました。どういう手法がとれるのか今後経済が循環するような形で色

んな手法を検討していきたいと、他の課とも連携しながら行ってい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 

 他、何かありますか。それでは企画政策課を終わりたいと思います。ご苦労様でした。 

 

○池下委員長 

 大きな２番、次回委員会の開催について。局長お願いします。 

 

○議会事務局長 

 次回委員会でございますが、４月 21日火曜日この会場で予定しておりますので、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５回総務文教常任委員会を終わりたいと思います。どうもご苦労様でした。 

 

 （閉会  午前 10時 19分） 

 

 


