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第１０回総務文教常任委員会会議録 

令和２年７月８日（水） 

    開 会  午前  ９時 00分 

    閉 会  午前 11時 25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）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）について 

 

●企画政策課 

 ①地域おこし協力隊（高齢者見守り）について  

 ②清里町特産品消費応援事業について 

 ③令和２年度一般会計補正予算（第４号）について 

 ④令和２年度一般会計補正予算（第４号）（企画政策課所管分）について 

 

２．所管事務調査について 

 

３．次回委員会の開催について 

 

４．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 
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■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   

■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   ■総務Ｇ主査       吉田 慎治 

■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 

■まちづくりＧ主査    半澤  忍 

 

  

○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 10回総務文教常任委員会を開催いたします。 

 

○池下委員長 

 最初に生涯学習課より１点提案がありますので、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７月の臨時町議会に御提案申し上げます補正予算案について、ご説明

をさせていただきます。 

 補正予算は２点ございまして、１つ目は前回常任委員会等で詳細をご説明させていただきまし

た。GIGAスクールについての予算でございます。 

 ２つ目は、トレーニングセンターのアリーナにございます時計が故障してしまいまして、40

年以上経過したものでございます。大きな経費がかかるということで、修繕について補正予算を

提案させていただきたいと思います。では、担当より詳細をご説明いたします。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 GIGA スクールについてご説明をさせて頂きたいと思います。今回予算計上いたしました３つ

の予算科目について、これからご説明いたします。資料の方をご覧ください。 

 GIGA スクールにつきましては、その事業内容につきまして前回お話をさせていただいたとこ

ろでございます。児童生徒に１人１台端末、それから高速大容量の通信ネットワークを整備する

もので国の補助を活用しながら進めていくものでございます。今般のコロナウイルスの関係で学
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校休校もありまして子ども達の学ぶ機会の保障ということで早急に実現するためということで

国の方で補正予算を計上いたしまして、今年度一括して集中して行うということで、全国で導入

が進められているところでございます。 

 前回、委員会でご説明させていただいた時点から、そこからも国の方ではデジタル教科書の普

及の促進ですとかそういった内容をさらに出てきているところで、デジタル化が加速してくるよ

うな動きが見られているところでございます。こうしたデジタル化の暫定的な動きを初めといた

しまして、導入整備に向けた動きが活発化してきておりまして清里町におきましても端末機器等

の導入、それから回線整備等を年度内にできる限り早期に整備行うことといたしまして、今回の

補正予算を計上させていただいております。GIGA スクールでの整備内容、金額について中身を

ご説明させていただきたいと思います。 

 まず１つ目でございますけれども教育諸費に提示をしております GIGA スクール導入支援事

業でございます。こちらにつきましては専門技術者によります支援を受けながら学校現場での運

用方法を構築していくためにＩＣＴ技術者を有します企業への業務委託料といたしまして 435

万６千円を計上しております。その内容といたしましては、小中学校それぞれに専門技術者を半

年間に渡り月１回派遣いたしまして、それぞれ現地で直接指導、助言、または電話対応ですとか、

現在ですとオンライン、こういったものも活用しながら対応していくということでございます。

その中で使用マニュアルの作成ですとかセキュリティーポリシー、これは町の方でもありますけ

れども今回入れます学校側の方でも必要となってくるものでございますので、そういったところ

の整備、それから将来的な活用方法の助言ですとか提案、対象とする事業者には機器の取り扱い

の知識だけではなく、教育での活用についての助言・提案ができる、そういった事業者を選定し

たいと考えているところでございます。端末整備、回線整備についてでございます。 

 まず小学校費の教育振興費、こちらの方にGIGA スクール導入事業といたしまして 3千 705

万４千円を計上しております。その内訳といたしましては通信運搬費に６万２千円。こちらは整

備後のインターネットプロバイダー等の料金でございます。工事請負費に 799万２千円。こち

らが高速大容量ネットワークへの整備ということでそちらの工事費となっております。 

 次に備品購入費でこちらがタブレット型端末、児童に１人１台ずつ導入、それから教職員分、

あと予備分といたしましてこちらが 1千 860万７千円。 

 次に同じく備品購入費で学校内での保管庫、日常的には教室内で使用いたしますので充電機を

兼ねました金属製の保管庫の購入に 429万円。 

 次に同じく備品購入費で、遠隔授業等に用いますカメラ・マイク、これらを購入する代金とい

たしまして 53万９千円。 

 次に同じく備品購入費で、GIGA スクールモデルの方、機器導入に必要となります一括管理を

行います管理ツールの導入、この費用といたしまして 552万２千円。それから国の補助事業を

活用いたしますので、こちらの方事務費がつきましてトナー等購入ということで、消耗品費４万

２千円を計上しております。 

 続きまして中学校費の教育振興費に GIGA スクール導入事業費といたしまして２千 171 万

４千円を計上しております。内容につきましては先ほどの小学校と同様でございますけれども、

生徒数等に合わせまして金額の方が変わっております。まず通信運搬費は同額の６万２千円、工

事請負費で 795万３千円、タブレット等端末の購入費用としまして 923万５千円。 

 同じく備品購入費で収納庫分といたしまして 148万５千円。カメラ・マイクの購入費といた
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しまして 23万１千円、先ほどの管理ツールの導入経費といたしまして 207万６千円、事務費

といたしまして４万２千円の計上となっております。この事業に対します財源といたしまして文

部科学省の補助金、こちらの方を活用してまいります。 

 まず上段の導入支援事業に対します補助金が 115 万円。これは補助基準で４校に 115 万円

ということになりますので、うちの場合はその２校分ですので 115万円入って参ります。それ

から導入事業分といたしまして小学校費で１千 146万９千円。この中には端末購入費の定額分

４万５千 900円が含まれた形で計上されております。その他回線、それから収納庫、こちらに

つきましては、補助対象の上限額がございますので、その２分の１ということになります。 

 続いて中学校費でございますが、こちらも小学校と同じように補助金額が算定されておりまし

て、合計額が 653万２千円となっております。補助の内訳といたしましてはネットワーク関連、

端末の導入関連に分かれているため２本で入ってくる形となっております。予算内容については

以上でございます。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○生涯学習課主幹 

 続きまして社会教育グループ関連でございます。２ページ目をお開きください。９款５項２目

トレーニングセンター費の清里トレーニングセンター時計設備更新事業でございます。トレーニ

ングセンターの時計設備につきましては、設置から 40年が経過しておりまして、この度、故障

に伴い老朽化した時計設備の更新を行うものでございます。 

 予算計上額でございますが、通信設備、かけ時計の更新設置費用 48万６千円。財源は全て一

般財源ということでございます。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま一般会計補正予算（生涯学習課所管分）について、GIGA スクールの導入事業とトレ

ーニングセンターの時計整備事業ということで説明がありました。委員の皆さん何かご質問があ

りましたら、お受けしたいと思います。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 GIGA スクールについて何点か確認をさせていただきたい。前回常任委員会等において説明が

あったので、内容については十分理解しているところなんですが、まず１点目としては準備に相

当期間かけて学校現場とのすり合わせをしなくちゃいけないという形を含めて、具体的な準備、

設備のそういった導入とあわせたサポーターを個人委託なのか業者委託なのか明確ではないで

すけれども、導入をしながら、どういったスケジュールで学校との準備を行っていくのかという

形で、実際の運用をどのような時期から行っていくのか、スケジュールというのをどのように捉

えているのか事業全体のスケジュールも含めた中でその方向性をまず明示していただきたい。こ

のように考えますが。 

 

○池下委員長 
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 担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 導入までの準備ということでご質問いただきました。今回予算計上いたしました後、まず端末

導入、それから工事の契約等執行してまいります。その中で全国的な工事ということで、それか

ら端末導入も全国的な話ですので時期的にどの時点で完了するかという見通しはまだ立ってい

ない状況でございます。ただ、工事自体は回線内部の配線を張り替えたり、そういうもので短時

間である程度終わるというふうに聞いておりますので、始まればそれほど時間はかからないのか

というふうに思っております。ただその期間が明確に今申し上げられませんけれども、順調にい

けばひと月以内では終わるぐらいのレベルではあるかなと思っております。 

 端末の方につきましてはこれも全国的な需要でございますので、今のところ準備は国の方でし

ているというような情報も入っておりますけれども、時期については今のところはまだ申し上げ

られないという状況になってございます。 

 それから、実際の学校現場の方でございます。こちらの方、支援員ということで今回予算計上

させていただきました。この業者への委託という形になるわけでございますが、専門的な方を派

遣していただいて、その中で使用方法等の説明、そういったところをレクチャー受けつつ、それ

から実際現場で何をまずやれるのかというところ、そこからあぶり出しと言いますか、少しずつ

くみ上げていくという形になりますので、相当な時間数はかかるのかなというふうに今のところ

は見ております。私どももどういった事例、先進事例等あるのか見ているところでございます

が、その通り当然できるというものではございませんので、清里町内でできるもの、まずそこは

どの辺りかというのもよく話し合いながら、やっていきたいというふうに考えております。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 導入に関しては国の一定の方針の中に基づいて、特にコロナの部分で早期な対応を市町村に求

めているという中で理解しているところですが、現場実態等を含めた部分で焦らずしっかりと学

校現場、先生方、子ども達の実態、当町の実態に合わせながら着実に早急な成果を求めることな

く、着実に時間をかけるものは時間をかけてやっていっていただきたいということがまず１点。 

 それとあわせて今回初期導入の段階においてスクールサポーターを導入するだけなのか。恒常

的な運用が始まった段階においても、そういった体制をとって学校での運用について支援をして

いくという考え方を教育委員会が持っているのか。それを合わせて確認をさせていただきたいと

思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 基本的に現在各小学校、中学校におきましてこの GIGA スクールを導入するに当たっての委
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員会を立ち上げていただいております。そして、その中で学校でどのように活用するか検討して

いただき、小・中、教育委員会スタッフ含めた合同会議等も今後開催をしながら、具体的な利用

について進めてまいりたいというふうに考えております。 

 また、今般提案させていただいております導入支援事業におきますスクールサポーターにつき

ましては半年ということでございますので初期の導入、それから基本的な学校での使い方、これ

についてレクチャーをしていただき、学校現場での定着を図るという状況でございます。 

 この半年を過ぎた後につきましても今後何らかの形で学校現場の支援をしていけるよう検討

を重ねてまいります。ただし恒常的なということになりますと、実際にできる技術者がこの管内

等いるかという部分が非常に難しい部分ございますので、これにつきましては今後情報収集しな

がら次年度に向けた課題として検討してまいりたいと思います。以上でございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 最後確認といいますか要請ですけれども、当然初期導入におけるそういったサポーターの導入

については当然のことですが、やはり最終的には現場の先生方に新しいデジタル教材の運用とか

作成だとか、非常に時間的に既に働き方改革の中で学校におけるクラブ活動や部活動等々におい

て、見直しを行っている中において新しいこういったシステムが導入されたことによって過剰に

現場の先生方に負担が生じることのないように、実際の運用面にあっても恒常的に何らかの仕組

みをつくっていくというのが本来的な教育委員会の役割というふうに思うので、現場に任せるだ

とか現場に過重な負担を強いるだとか丸投げだというふうにならないように、やはり将来に渡っ

てある一定のサポートをきちんとしていくという仕組みをこの準備期間も含めながら構築して

いく必要に当たっては国の財源がなければ町の財源として他の事業の見直しも含めて、しっかり

そこは捻出してやっていくという体制をまず構築していただきたい。そういった考え方について

教育委員会として現時点においてどのように議論されているのか、また考えを持っているのか、

これが１点。 

 それと２点目として最後に財源の話、今回６千万を超える事業ですけれども、結局今説明があ

った通り、端末等の４万 5 千 900 円ですとか上限 2 分の 1 とか色んな仕組みの中で、ほぼ 3

分の 1 程度の国庫支出金、今回一般財源として４千万を超える部分で持ち出しをしているわけ

ですけれども、起債を今回計上しないと。国としては起債を認めらないという考え方なのか、町

として今回予算を計上する上で町債を計上していないのか、今後財源振り替えがあるという前提

に立つのか。今後違った形の中で過疎債等含めた部分での起債の申請をしながら財源的な負担を

軽減していくという考え方を教育委員会として持っているのか、あわせて確認をさせていただき

たいと思います。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 
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 まず学校内での普及促進の部分でございますけれども、学校の先生方に過重な負担をかけない

ということはまず大前提になることは思っております。デジタル化の部分につきましては、基本

的に効率化、先生方の事務の効率化といった部分にも結びついてくるところということを大前提

となっておりますので、そこの部分も重要視しながら進めていきたいと考えております。 

 またその実際にやっていただく業務の内容でございますけれども、その部分につきましても継

続していけるような内容、理想としてはこういうものがあるというのが沢山出てくると思うんで

すけれども、実際に清里町の教育現場の中で一定程度できるもの、定着して継続していけるもの

ということを今後の学校等とのやりとりの中で構築していきたいというふうに考えております。 

 また財源の部分でございますけれども、今のところ私達に入っている情報ですと、起債につい

ては今回のこの部分に丁度当たるものはないという状況でございます。ただ臨時交付金、コロナ

対策。これの部分が一部使えていくのではないかというような情報が入っておりますので、そち

らの方の活用等も財政部局との相談の上で考えていきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 1 点やりとりを聞いている中で教育委員会側として、これから学校の中で委員会等を立ち上

げて使い方等を検討していくということだが、どうも聞いている限りは、ではどんなことをして

いくのかという事が何もない中で、見切り発車みたいな感じでまずある程度どういうことを捉え

てやっていけるんだということが前提にないと決して安い金額のものではないと思うので、どう

もそこら辺が見えないんですけど。その辺について。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 勝又委員ご指摘の部分につきましては、前回もご説明いたしましたが、国としましては今後５

年間をかけてじっくりと内容を構築しながら徐々に導入していくという基本的な考えでござい

ました。しかしながら、今回のコロナの状況でこれが一気に考え方が変わりまして今年度１年間

で全国すべて導入をするという、そしてこの事業につきましては今年度限りということで国の方

で方針を変更したところでございます。 

 そのようなことから全国的にこの現場では具体的な利用方法についてなかなか決めきれない

状況があります。しかしながら既に学校、それから教育委員会、相当協議をしている中で今後の

利用について詰めているところでございます。既に学校の教科書には一部ＱＲコードが導入さ

れ、例えばそれをタブレットのカメラで読み込むことによって教科書にはない情報などを得るこ

ともできます。また家庭学習、このようなものについてもこれはあくまでも１つの例で、実際に

清里町で採用するかはわかりませんが、家庭学習などについてもタブレット上で出してそれをタ

ブレット上で先生方がチェックする。そのような機能もございまして相当これまでの授業の形態

が変わっていくのではないかというふうに考えております。 
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 今回この GIGA スクール構想のもともとはあくまでも学校に保管をし、授業の時間に使うと

いうことでスタートしたものでございます。しかし今回コロナの影響で家庭に持ち帰って遠隔で

の授業なり、遠隔での家庭学習のために使えないかということで国の方でも色々考えた部分があ

るようでございます。 

 本町といたしましてもコロナがなければ基本的には学校で通学となりますが、今後例えば吹雪

による休校なども予想されるところでございます。学校のみならず、家庭での使い方。遠隔授業

なのか、それとも家庭での家庭学習に活用するのか、幾つか方法がございますのでその辺につい

ても今後学校と協議をしてまいりたい。現状におきましては完全にやる内容が決まっているとい

うわけでは決してございませんが、このような現状でございますので御理解をいただきたいと思

います。以上です。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員  

 そこら辺は十分検討されたらいいかと思います。こういうことでやっていくという前提が先に

立った形の中での導入という、どうもそういう説得力に欠けるような部分というのが見えるよう

なところがあって、駄目だと言っているわけではなくて将来的にそういう展望が開けるだろうと

いうことはわかるんですけど、それらが先に打ち出された形の中で予算付けをして、こういう導

入を図っていくということがもう少し必要だったのかと思うんですけども。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 勝又委員おっしゃることは私どもも理解するところでございます。しかしながら今年度限られ

た時間の中でここまで導入までこぎつけなければならないという中で、学校現場、我々教育委員

会事務局、今急ピッチで進めておりますので、御理解とそれから御支援よろしくお願いしたいと

思います。以上でございます。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 僕の方からもお聞かせ願いたいのは、この GIGA スクール構想、こういうコロナの中での学

校現場での混乱ということで端末利用、ＩＣＴのタブレット等の活用で、家庭学習等に活用す

る。これは技術の発展的な、常に新しい技術を追求するというのは致し方ないかなと思う部分。

そして本町に限って言えば、この教育現場におけるタブレットの導入もかなり早い時期から、現

在経過している中で、またはＯＳも常に行政予算の中で変更している実態がある。確かにそれが

また１つの踏み台として駄目になるという前提が僕はあると思うんですけどもそういう部分で
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本当に悔しさもあるというか、究極こういう形になったと。かなり財政出動が今までもあります

から、そういった意味でこれが完結ではないでしょうけれども通信回線、そこら辺もやはり今後

の中で議論をしていただきたい。 

 それとやはりそれをどう使いこなすかのソフトの部分を充実する。皆さん他の委員からも出て

いましたけれども、そこはきっちりとやっていく方向で意見としていただきたいと思いますの

で、一番怖いのは５G の世界というのが想像を絶するほど思いもよらぬ方向性になっていくと

思うので、そこら辺の情報収集だけはしっかりと教育現場でやっていただきたいなと画像でもう

完全に処理できる時代が来るので今回は教育予算という中で話進めていますけども、これが他の

方面、福祉だとか色んな方面にも波及的に発展する可能性がありますから、そこら辺も情報共有

しながら進めていく方向で検討していただければと思っているところです。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 タブレット端末につきましては、これまでも特に、特別支援教育に活用するということをメイ

ンといたしまして、視覚的な効果を狙い導入を一部してきたところでございます。また、昨年、

小・中学校のパソコン教室のパソコンをWindows10に伴う総入れ替えをしたところでござい

ます。これにつきましては、簡単に申しますとパソコン教室のパソコンはワードやエクセルと言

ったパソコンのソフト、パソコンを基本的に学ぶものという位置づけで考えております。 

 また、今回導入するタブレットはある意味文房具という、ノートのような位置づけの中で活用

を考えております。しかしながら昨年入れ替えましたパソコン教室のパソコンにつきましても、

次回、同じような形で入れ替えがなされるのか、その部分については疑問があるところでござい

ます。今後、タブレット端末が普及し、日常的に使われるようになった暁には、パソコン教室と

タブレットについてもどこかで考え方を整理しなければならないと考えております。 

 また、５Ｇの部分でございますが今回小・中学校につきましては５G ではございませんが、大

容量の回線を全部敷設しなおしまして、全タブレットがネットにアクセスしてもスムーズに動く

ような状況にしてまいりたいというふうに考えております。５Gにつきましては、まだ私どもも

勉強不足ではございますが、一部都会ではスポット的に導入されたところでございます。果たし

てこれがどのような形で地方に普及するのか、当然民間の業者が採算を考えた中、地方というの

はいつの時も導入が遅れ、また国などの支援の中で光回線等も整備されてきた経緯がございます

ので、その辺の状況を担当の部署と連携をとってまいり、その中で新たな教育での活用方法、こ

れにつきましては常に注視しながら検討を進めてまいりたいと思います。 

 いずれにいたしましても、まずは今回導入いたしますタブレットの着実な活用に全力を傾けて

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。以上です。 

 

○池下委員長 

 他、ありますか。古谷委員。 

 

○古谷委員 
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 トレーニングセンターの小さな話で申し訳ないんですけれども、私もしょっちゅう利用してい

て、前から気になっていて時計が止まっていて、他の利用者の方からもなぜ直さないのかと。き

っとこれは集中管理している時計で事務所にあってアリーナとか外の時計もそうなんでしょう

か。そういったシステムとして動いているものだから、そこを直さないと。したがって今回も 50

万近くかかるという、ただ昔 40 年前使っていたものをそのまま直していくということが良い

のか、例えば具体的にトレーニングルームとか小さな部屋は壁掛けで十分なわけであってその実

態に合わせてもう少し修繕をしていったほうがいいんじゃないか。その方が管理しやすい訳であ

って、わざわざ全部事務所でコントロールして全部が動くような、例えば壊れた時にトレーニン

グルーム小さな部屋にある時計も全部止まっている状態でそれは普通１万円もしないで買って

きてパッと直せば直るやつが何ヵ月も直らない。もう少し実態に合ったとか、町民目線でなるほ

どというような手法論を考えた中で、今後の管理も含めてやっていって欲しい。当然アリーナの

高いところとか外に付ける時計で足場を組まなければ直せないという所については、それはやむ

を得ない部分があるでしょうけれども他の部屋のやつはやっぱり合理的に実態にあった修繕の

考え方とか管理の考え方をしていくのがこれからの時代もっと必要じゃないのか。昔作ったもの

を昔のシステムでそのまま新しいシステムに置き換えてやっていくなんて発想をしているとど

こか住民サービスの観点や経済的合理性の観点だとか、そう言ったものが欠けてしまうんじゃな

いか。そういった気が非常に強くして、一緒に利用している方からもおかしいようねと。１万円

もしないで直せるやつを何ヵ月経っても直さないということ自体がやはり極めて住民目線に立

った施設管理のあり方をと乖離しているのではないか。反対はしませんけれどもやはり今言った

ような手法論や内容といったものをしっかりと見直した中で取り組みを行っていく必要性があ

ると認識しておりますが教育委員会としてどのような見解に立っておられるのか御答弁を願い

たいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 トレーニングセンターの時計設備の更新でございますが、オープン当初から使っているものと

いうことで基本的にはアリーナ、１トレ等の高い位置にあるものについては集中制御の形で時計

も含め制御盤も含め全取り替えを行います。ただし、ロビーにある時計については安価な単独で

動く壁掛けの時計に変えてまいりたいというふうに思います。 

 しからば、少なくともロビーについてはすぐ修繕できたということになります。その部分につ

きましては、対応が遅れたということは認識をいたします。今後はそのようなことがないよう対

応できる部分については速やかに対応して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 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 



‐11‐ 

 

 基本的には教育委員会だけでなくて他の事業にもあって大規模事業でやった施設の付帯設備

については元の通りのシステムへ１回直そうとすると非常に莫大な経費がかかるのが実態であ

って、教育委員会、他の課長会議等においても色んな議論があろうかと思いますけど、施設管理

の今後のあり方の小さな話ですけれども、そういった視点をきちんとしっかりとらまえて行って

欲しいと考えています。課長の方から第１トレーニング室は高い所にあると言いますけど、手の

届く場所にあるんであって、そういったことも含めてしっかりと現場の実態について担当者はし

っかり見ていると思いますけれども、もう１度１回事業の前に本当に集中システムで管理システ

ムでどこが必要なのかということも含めて点検を入れた上で事業を実施していただきたい、この

ように要請要望いたします。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 今後の修繕含め、そのようにしてまいります。以上でございます。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 今、集中管理の時計管理ということで学校現場も同じようにこの集中管理の時計管理というこ

と実施されているのかと思うんですけども、そこは間違いないですよね。これは光岳小学校の時

に時計の修理という時に同じような事案が出たんです。教室と連動すると。やはり同じように予

算計上の部分と。やはりそういうことを考えるのであれば今のような指摘、今後における集中管

理がどこまで必要なのかというデジタル化でもあるしアナログが良いのか。そういう観点でやる

場合、そこら辺もあわせて今この場でどうのこうのではないですけど、同じ教育現場というか同

じ生涯学習課の中の案件としてその辺どうなのかなという問題提起としてとらえていただきた

いと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 申し訳ございません。小学校中学校制御方式なのか確認をしてまいりたいと思います。いずれ

にしましても今回御指摘いただいた部分がございますので、今後、破損修繕が必要になってくる

部分があると思いますので、そうなる前に今後の時計などの修繕について方針は事務局でしっか

り持っていきたいというふうに思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 他、よろしいですか。伊藤議員が質問したいということですがよろしいですか。伊藤議員。 
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○伊藤議員 

 ２点ほどあります。まず１点ですが、トレーニングセンターの時計ですけど、もう１回確認さ

せていただきたいんですけど、アリーナにある大きい時計が主ということなんですか。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○生涯学習課主幹 

 今回の修繕ですけども、親子時計方式ということでまず事務室に管理をする小さな時計システ

ムから通信を介しましてアリーナにある大きな時計ですとか第１トレーニング室にある中型の

時計とかに連動している形です。今回、集中管理をしているものですから事務室にある通信が故

障したことに伴いまして大きい時計、第１トレーニング室の時計も動かなくなっている状態なん

ですね。今回、通信機器を変えるということでその通信機器に合わせた時計に 40年経過してい

るということもありまして更新するという形でございます。以上です。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 通信機能と言いますか、先ほど古谷委員もおっしゃっていましたけど、半分理解はできるんで

すけど通信機能をなくしちゃって１個ずつ単独で結構な金額になるのかわからないですがそう

やったらどれぐらい経費が削減できるものなんですか。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○生涯学習課主幹 

 具体的な経費の削減は実際算定していないのが実態ですけれども、今回トレーニング室、アリ

ーナの時計ですけどもアリーナの時計は皆さん御存じのとおり、高い所にありましてそこは手で

掛け替えもできないということで、やはり集中管理型の時計が便利かなというふうに考えており

ます。ですが先ほど古谷委員からもありましたとおり、手の届く範囲のホールや１トレ２トレと

いうのはわりと低い位置にあるものですから、そういった部分については今後掛け替え型の安価

な値段のものに掛け替えていくのも１つの方法かなと考えております。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員  

 高いところにあるというのは私も十分理解していますけれども、本当に集中管理って必要なん
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でしょうか。何かあった時のためのものという捉え方をしているんですけど、学校現場、教育現

場がとかは違うと思っていますが、同時にということもありますけど、そのために集中管理とい

うのはどうなんですかね。そうそう故障するものでもないような気もしますし、何かあった時に

手をかけられない場所にあるからと言いますけど、実際やろうと思ったらやぐらなり何なりの組

み方でいけるわけですから。これで 50万は正直凄いなと思ってしまうんですけど。もう１回最

終的な見解を聞かせてください。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 ただいまの伊藤議員のその辺の認識についてはそれぞれなのかなというふうに正直思います。

今回のこの金額のメインになりますのが、アリーナの大時計それ自体を変えることが非常に高価

で実は制御システム自体は非常に安価なものになっております。そのような中、現在 40年経過

していますので制御システムと 40 年前の時計、今回取り替える制御システムと 40 年前の時

計が連動しないということですので時計も替えざるを得ないというふうになっております。あの

位置にある時計は、はしごで直せばという御意見もございますが基本的には事務室まで配線は生

きているわけですから時間のズレですとか何かあった時につきましては大時計のところに行っ

て直すのか事務所に行って直すのか、そのようなことを色々考えた場合、事務所で直すのが効率

的でなおかつ制御システム自体は高価ではないという中から今回このような方法を選択させて

いただきましたので、御理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員  

 制御システムがそんなにお金がかかるものではないということで理解しました。もう１点です

けども、今の話少し連動してくるのかなと思っていますけど、GIGA スクールの方ですけれども

先ほど来皆さんおっしゃっている導入にあたっての今後の考え方ですとか諸々というのは、確か

に問題はありますけども、先ほど課長答弁あったようにもともと予定はあったけども、一気に今

年度内にと急遽決まったような話で色々現場サイドもバタバタするでしょうし、その辺は十二分

に理解しようと思っています。先ほど古谷委員もおっしゃっていましたけども、ただ現場サイド

の方で本当に負担にならないような形で何とか今後は構築していってもらいたいなと思ってい

ます。その中で細かいことですが収納キャビネットですが、先ほど担当の方からも説明あったん

ですけども、小学校で１1台、中学校で４台、あわせて 15台分。15台分に対して合計で 580

万弱位。収納でということなんです。１台当たりタブレットの数が 370～380くらいなので収

納キャビネット１台に対して 20 数台という収納になっていくと思うんですけどそんなキャビ

ネット１台約 40万弱位というのは、ここまで高価なものが必要ですか。 

 

○池下委員長 
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 担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査  

 ただいま御質問ございました収納庫について。まず収納庫がどういうものかというところで、

なかなかイメージが湧きづらいところで申し訳ないのですが、金属製のもので、そこに充電機能

も備えた形になっています。そこに必ず児童生徒みんなが使い終わったら入れて自動で充電され

て次の時に取り出してという形でございます。今回、この保管庫に収めて運用するというのがこ

の補助の前提となっておりまして、こちらに則った形において整備をさせていただくということ

でございます。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 半分理解はしました。その充電云々というのもわかるんですが、やりようによってはあるわけ

で、国の事業だからこういうことになっているけど、これは全部のことに繋がっていくんです

が、来たものをそのまま当たり前でやるならある意味誰でもできるわけで、そうじゃない何かし

らの工夫をしていくことが今後緊縮財政の中では非常に重要なことだと思っています。 

 その中で先ほど課長答弁にもありましたけども今回保管という形になっていますけど、今後の

使用の仕方によっては家庭学習をまだ何も決まってないとわかっていますが、ということも検討

していくでしょうしまた先ほどの吹雪の時のオンライン授業みたいなものと考えていくと多分

将来的には保管するよりは多分持ち帰りになっていく、そちらの使い方も結構出てくるのかな

と。今の段階でどうなるかわからないですが、考えられていく上で国がこういうものでと言って

いるのはわかるんですが、全部の財源が今回予算が国からの支出金だけではないわけで、やっぱ

り自主財源、一般財源が出て行く部分で考えていくと本当にこのことだけじゃないですけど、も

う少し考えようはないものなのかなということだけ最後に聞かせてください。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査  

 ご指摘の部分、確かに国の制度に則っていくと費用負担がかなり大きくなるのは我々も理解し

ているところです。今回、導入という形である程度国の縛りがこういった形で出てきているんで

すけども、今後これが普及していく中では伊藤議員おっしゃるように持ち帰りですとかそういっ

た形の運用方法がもっと普及定着していく可能性は十分あります。その中でタブレット自体が更

新というのは必ずやってくるものでありますのでこれを教育現場の中で永続的に運用していく

というものになると必ずしも今回の整備の仕方でずっと行くということは限らないことは思っ

ております。その辺は今後の使い方といった部分と加味しまして考えていきたいなというふうに

考えています。 
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○伊藤議員 

 よろしいです。 

 

○池下委員長 

 他、よろしいですか。それでは生涯学習課全般通して何か御質問があればお伺いしたいと思い

ますが。よろしいですか。それでは生涯学習課これで終わります。ご苦労様です。 

 

○池下委員長 

 それでは、引き続き、総務課を行いたいと思います。１点提案されておりますので、説明をお

願いします。課長。 

 

○総務課長 

 本日の総務課の案件につきましては、７月の臨時町議会に提案を予定しております一般会計の

総務課所管分の補正予算の内容となっておりますので、早速担当より説明させていただきます。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○総務課主幹 

 それでは、令和２年度一般会計補正予算総務課所管分についてご説明いたします。１ページを

お開きください。歳入 21款寄付金、１項寄附金、総務費寄附金、１節総務管理費寄附金につき

ましては新型コロナウイルス感染症防止対策に対する支援のため、７月６日 JA 清里町さんより

200 万円のご寄附を賜りましたので、今回補正するものです。総務管理費寄附金につきまして

は、先に網走信金さんよりご寄附いただきました 100 万円と合わせまして 300 万円となりま

す。以上です。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○総務Ｇ主査 

 続きまして総務グループ所管の歳出補正予算の概要でございます。１ページ中段でございま

す。２款総務費、１項給与費、１目職員給与費の会計年度任用職員雇用事業でございますが、こ

ちらにつきましては保健福祉課所管にて実施される高齢者訪問事業に伴い、フルタイムの会計年

度任用職員を追加任用し、円滑に業務を行うものであります。任用は８月を予定しており予算額

につきましては給与費で 160万円、社会保険料で 25万円を計上しております。なお、事業の

詳細につきましては所管課であります保健福祉課より、後ほど報告することとなっておりますの

で、ご了承願います。以上で総務グループ所管の説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 担当。 
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○管財Ｇ総括主査 

 それでは続きまして、管財グループ所管分の御説明をいたします。表の１ページ、表の下段で

ございます。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。すでに本年度１号補正におきまして

200 万円の補正をさせていただいているところですが、４号補正におきましては消毒用アルコ

ール等の資材類の追加購入するものといたしまして 150万円を補正するものでございます。 

１号補正にて購入しました資材につきましては現在各所におきまして消費運用しているもの

がございまして消毒用アルコールなど備蓄がなくならないように補充を行いながら運用してい

るところでございます。衛生用品につきましては大分解消してきておりますが、いまだ全国的な

品不足は続いてございまして価格もコロナウイルスが発生する前に比べまして依然として高騰

している状態でございます。品目によっては入手についても、いまだ難しい状況が継続しており

ます。時期についてはできるだけ早急に整えていきたいと考えてございます。 

焼酎醸造所で醸造しています消毒用アルコールでございます。こちらの方は現在総務課の方で

備蓄してございますが、運用としまして、老健、ケアハウス、清楽園等の福祉施設、学校関係、

コミット、きよ～るなどの観光施設、公共施設等に配布を行いまして使用しているところでござ

います。 

町内にあります宿泊施設につきましても、他地域からの宿泊客が予想されるために消毒液の配

布を行っているところでございます。また、配布しました各施設につきましては、資材が不足し

た場合には連絡をいただきまして追加の配布が必要な場合には相談をいただくようにお話しし

ているところでございます。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま令和２年度一般会計補正予算の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はありますか。堀川委員。 

 

○堀川副委員長 

 寄附金についてなんですけども、信金さん、農協さんから寄附金をいただいて非常にありがた

いというふうに思います。この寄附金ですけども、まず財政調整基金積立金の方に積み立てると

いう流れになっていますけども、新型コロナウイルス感染防止に対する寄附金ということで寄附

をいただいていることから考えると、この調整基金の方に積み立てるよりは直に支援の方に流れ

るような処理の方が正解なんじゃないかなというふうに思うんですけど、そこら辺はいかがなん

でしょうか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 寄附金につきましては財政とも協議の上進めておりますが、ひとまず財政調整基金の方へ積み

立てて、活用としてはコロナ対策の財源として活用していくというふうに相談しております。 
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○池下委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川副委員長 

 受け皿として、財政調整基金に一旦はなるのでしょうけども、寄附をされる側の立場からする

と目に見える形で使われた方がありがたいなというふうに思うんですけども、目に見える形にで

きればコロナに支援しましたよとわかるような形で使われる方が理想だと思いますが、そういう

ふうにはならないでしょうか。 

 

○池下委員長 

課長。 

 

○総務課長 

活用方法としてはコロナにというふうにしておりますけど、それが見える形となるとどういう

形が良いのかなと考えるところですけど、ひとまず調整基金の方に積みたてて使う用途としては

間違いなくコロナの方に活用していく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 

 財政上、指定寄附ですね。指定寄附でコロナ対策に指定をして寄附をされたものについては、

その事業に充当するということが本来的な財政の考え方になってくる。 

今、課長から答弁あったのは一時的に全体調整を図るのであくまでも財政としては財政調整基

金へ入れますけども、早い段階できちんと寄附者の趣旨に則ってきちんと財源充当を振替ではな

くして、あくまでも今回の 150万のマスク等の消耗品をやるわけですし、目の前の今回も補正

でできますよね。幾つも補正で出てくるのに財源充当して行かないというのは本来の趣旨に沿っ

たものではなく今後も指定寄附については指定の指示に則って、速やかにきちっと財源措置をす

るという考え方に立たなければ見えなくなってくる、堀川委員からもあったように寄附者の趣旨

に対してスピード感をもってやっていくというのが行政の基本的姿勢であると思うのでその辺

財政当局と総務課ばかりでさばけない問題だと思いますので、もう一度その辺の方向性の整理を

ぜひやっていただきたいこのように要請をしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今後のことに関しましても財政当局協議させていただきたいと思います。 
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○池下委員長 

 他、ありませんか。よろしいですか。総務課全般とおして何か御質問があればお受けしたいと

思います。よろしいですか。それでは総務課これで終わります。御苦労さまです。 

 

○池下委員長 

 引き続き、企画政策課を行います。４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４件につきまして、１点目は私の方から、２点目から４点目につき

ましては、主幹それから担当者の方から説明をさせていただきます。 

１点目、高齢者見守りに係ります地域おこし協力隊分の関係でございます。この案件につきま

しては３月の定例会におきまして令和２年度の町長の町政執行方針の中で高齢者の訪問事業の

強化のため地域おこし協力隊を活用した事業展開を図るとしまして提案させていただいたもの

でございます。４月以降、ホームページその他におきまして募集を行ってまいりましたが、応募

がなく見つからないこともありまして、地域おこし協力隊ではなく今後会計年度任用職員に変更

しまして事業展開を図ってまいりたいと思っているところでございます。 

この高齢者訪問事業につきましては、高齢化の進展等によりまして訪問を中心としました高齢

者の見守り、心配ごと相談等の必要性の観点から事業強化をしてまいりたいという考えは変わっ

ておりませんし、特に今般の新型コロナウイルス感染症の影響によりまして外出の自粛等により

まして自宅、家庭等で過ごす高齢者が多いことから心配事を含む直接の訪問によります顔を合わ

せた対応の再構築を早期に行うべく事業所を変更しまして事業展開を図るということで御理解

をいただきたいと存じます。 

なお、総務課より先ほど会計年度任用職員の補正があったと思いますが、先にこちらから事業

手法の変更を説明すべきだったというふうに考えております。説明が逆になってしまったことは

申し訳なく思っております。なお会計年度任用職員によります事業展開につきましては、この後

産業福祉常任委員会におきまして保健福祉課より詳細について説明をさせていただきますので、

合わせまして御了承御理解をいただきますようよろしくお願いいたします。 

１点目については以上で説明を終わらせていただきます。 

 

○池下委員長 

 １点目ただいま口頭説明でありましたとおり、地域おこし協力隊、高齢者の見守りについてと

いうことで説明ありましたけれども、何か御質問ありますか。所管が違うところもありますけど

も。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 課長から説明あった通り、もう１回見直しをきちっとしたということは評価をさせていただき

たいと思いますし、今後とも地域おこし協力隊の制度の趣旨だとか方向性というものを、もう１

回一般質問、または色んな決算、予算の中でも多くの委員の方から議論があるところであって、

そこはやはり理事者側の受け止め方が非常に違っているんじゃないかと危惧しております。 
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本来の趣旨がどこにあるか。というのは現在いる協力隊の方が３年間の任期を目の前にしてい

ることもありますし、今後、地域疲弊の中において地域振興においてどうやって活用していくか

ということの展望を開けていないという状況で、やはりもう１回地域振興における地域おこし協

力隊の位置づけだとか活用の手法論というのを軽々しく扱わないでしっかりと正面から受け止

めて転換していく。 

それからもう１つは関係団体等々の調整についても積極的にやって、やはり町が責任をもって

行っていく、きちんとスタンスを明確にしながら今後の取り組みがあるとするならば、取り組ん

でいただきたい、このように考えますが、担当課長としての考え方、今後の地域おこし協力隊の

そのもののあり方の考え方について、現段階において町としての見解があればお示しいただきた

いと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまの地域おこし協力隊の関係の御質問でございます。古谷委員からもありましたし、過

去言われたとおり多くの委員さんからもこの協力隊の関係ついては御質問がありました。今言わ

れたとおり今来ていただいている協力隊についても今年度が最終年度、観光の部分で来ていただ

いたと思いますが、そういう形になっています。 

委員からもあったとおり、この地域おこし協力隊は過去の部分も再評価というか再認識をしま

して本当に今言われたとおり地域づくり、地域振興まちづくり、どういう形で、この地域おこし

協力隊を位置づけて活用するか。当然、地域おこし協力隊だけではなくて、会計年度任用職員や

色々な部分で、本当に必要なものについてはどういう形の人的活用が必要かということも含めま

して、この関係についてはいま一度再検討と言いますか制度設計も含めまして活用方法について

は十分に全体的な人的な部分も含めて検討しなければならないというふうに思っておりますの

で、その辺今後進めていきたいと思います。 

また後段ありました関係団体と調整とか連携についても十分行いながらできればというふう

に思っておりますので、ご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 

 他、ありますか。田中議長。 

 

○田中議長 

 今の地域おこし協力隊の件ですけど、本来の趣旨というのは３年間この地域で生活されて、最

終的には定住をしていくとそういう目的かと思う、国の考え方だろうと思うんです。今回、この

地域おこし協力隊がこの高齢者見守りということで保健福祉の方で高齢者の見守りを３年間や

って、そういう仕事に携わっていただくのだろうと思うんですけども、３年過ぎたあとは町とし

て何かの形で仕事で残ってもらう、そういう考え方があるのか。それとも３年終わったらもう終

わりですよという形なのか、そこら辺。それと３年間ここで過ごして高齢者の見守りをしていた

だいてその後定住するなんていうことが本当にどうなのか疑問に思うんですけども、そこら辺の
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考え方があれば聞きたいです。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 御質問ありました地域おこし協力隊の関係でございます。先ほど口頭での説明になりましたけ

ども、当初は高齢者の見守りにつきまして地域おこし協力隊で行いたいということでしたけども

手法を変更しまして後程保健福祉課より説明ありますけれども、地域おこし協力隊ではなく会計

年度任用職員として今後事業の方を展開していきたいというふうに思っております。 

それで地域おこし協力隊でありませんので、会計年度任用職員ということで、まずは令和２年

度中に８月１日を目途に採用しながら事業展開の方を保健福祉課の方でも考えてございますけ

どもまずはそこの部分の中で基本的には令和２年度について高齢者見守り事業をコロナ対策含

めまして高齢者の見守り、心配事相談等を行っていくということでございます。 

当初、地域おこし協力隊ということで基本的には継続して３年間までできる事業でございまし

たけども、その辺も含めまして全体的な高齢者見守り事業の在り方を再検討させていただきまし

て今回会計年度任用職員ということで人を採用しながらこの高齢者見守りの部分について行な

っていくということでございまして、令和３年度以降については今後の課題かなというふうに思

っております。後程高齢者の訪問事業について保健福祉課より説明等事業実施の内容等について

も説明があるかというふうに思いますけれども、当面は会計年度任用職員ということで令和２年

度の分の会計年度任用職員を採用していくということでご理解をいただきたいというふうに思

います。 

 

○池下委員長 

 田中議長。 

 

○田中議長 

 この地域おこし協力隊の件ですけども、やはり３年後いかにここに残って定住していただくか

ということ、そういった隊員にもやはり町としても３年間終わったからあとは自分の力でという

のではなくてサポートも３年間しながらどうしたらここにいついてくれるか、定住していただけ

るかということも十分に考えた上での地域おこし協力隊というのを町の方でもやっていただき

たいなとそんなふうにお願いをしておきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 全体的な地域おこし協力隊の関係かというふうに思います。先ほど古谷委員からも御質問あり

ました。この協力隊の関係につきまして、どうやって今後地域づくり、まちづくりに関わってい

けるかも含めまして協力隊員の位置づけ、活用も含めまして、いま一度今言われたことも含めま
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して十分に検討して将来的にはこの目的は定住に繋がればということは当然認識しております

けれども、その辺も含めましてどういう形でこの制度を活用できるかをもう１度検討させていた

だければなと思っております。 

 

○池下委員長 

 他、よろしいですか。それでは２番目、清里町特産品消費応援事業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点目の清里町特産品消費応援事業につきまして、事業の

概要を説明させていただきます。資料１ページをご覧ください。なお、この事業つきましては、

この後補正概要のところでもご説明いたしますが、事業実施に当たりまして７月補正予算で計上

を考えている事業となってございます。 

まず、事業概要①目的でございますけれども、新型コロナウイルス感染予防の関係で、全国的

な自粛ムードそのような影響を受けまして町一番、町最大の特産品であります、じゃがいも焼酎

この売り上げが激減しているとそのような状況であります。町といたしまして、まちづくりを考

える担当部署といたしましても、これに対しまして何かできないかということで考えまして、ま

ずは地域住民に愛される特産品である、そのようなことを PRしていきたい、進めていきたいと

考えております。そして、そういった住民の考えを再認識を促しながら飲食店で飲んでいただけ

る、最終的にご自宅で自分で買って飲んでいただくような形で少しずつ再認識していただきたい

なというふうに考えているところでございます。 

今回の事業につきましては飲食店でまずは飲んでいただけるような消費応援券、そのような物

を配布いたしまして特産品の消費拡大、そして飲食店の利用増加、この２点を図ることを目的と

しております。事業名でございますが、清里町特産品消費応援事業といたしまして③事業内容で

ございますけれども、まず１つ目、20歳以上の町民に飲食店で使える焼酎の利用できる券、こ

れを１人２枚ほど配布を考えてございます。また、町内の宿泊施設に宿泊する 20歳以上の方こ

れにつきましても、１泊当たり一人１枚配布をしていきたいというに考えてございます。協力さ

れる飲食店につきましては、まだ仮称ではございますけれども例えば清里応援水割りとこのよう

な名称で売り出して行くというような協賛を呼びかけていきたいというふうに考えてございま

す。事業の精算といたしまして利用された券を町の方で回収いたしまして協力店からの請求に基

づいて券代を町が支払うとそのような流れで進めていきたいというに考えてございます。 

事業実施期間につきましては、この令和２年８月から 10 月末までの３ヵ月間この位を見込

んでいるところでございます。予算計上する経費の内容でございますけれども、協力店に補填す

る交付金といたしまして 20 歳以上の町民の数これに２枚分、そして宿泊し利用する券を利用

する見込み数ということでその方々に１枚分、それに 500円を乗じた金額ということで合わせ

まして 400万円分を見込んでございます。券の印刷に 17万９千円、文書、チラシの印刷に 20

万円、協力店で掲示するポスターの印刷に 10万円、あと町民への郵送代ということで 14万９

千円と新聞折込み５千円、予算額の合計といたしまして 463万３千円こちらを計上を予定して

ございます。 

事業の実施に当たりまして企画政策課、焼酎事業所、また商工会等も通じながらそれぞれ連携
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により実施していきたいというふうに考えてございます。以上、簡単ではございますが清里町特

産品消費応援事業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②番、清里町特産品消費応援事業ということで説明がありましたけども、委

員の皆さん何か御質問がありましたら、堀川委員。 

 

○堀川副委員長 

特産品の消費拡大というものと飲食店を応援しようというその趣旨は十分理解はしますけど

も、果たしてこの 20歳以上の人に 500円分の件を２枚ですから千円分を配るというその手法

が果たして正しいやり方なのか、それがまず疑問なのと、その効果を考えた時に、おそらくは飲

食店は使ってもらえるだろうと思うんですけども、焼酎の売り上げに繋がる効果が期待できるの

かというと、そこもかなり疑問が持たれるところであります。 

７月から景気アップ大作戦ということで３割プレミアムの事業も始まっていますけども、それ

が始まっている中でなおかつこの若干似たような事業が提案される、そこの理由というのも疑問

があるので、まずこの特産品消費応援事業が必要なのかどうなのかというところをまず景気アッ

プ大作戦との兼ね合いも含めて説明していただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○企画政策課主幹 

 委員からご質問があった関係で、まずこの焼酎の売り上げの部分に関してでございますけれど

も、直接的な売り上げどれだけ効果があるかというところでいきますと、なかなか先が見えると

ころでございませんがまず担当部局といたしましてはやはり地域に愛されるものにならなけれ

ば今後の消費も繋がっていかないのかなと。今回だけ消費拡大ということだけではなくて、もと

もと愛されるものになっていかないかなというところでまず見直していたところ、やはりお店で

飲む回数が減ってきているのではないかというところで、そこを少し盛り上げるための事業が打

てないかということでこのような消費応援の券を配布してはどうかというところで進めてまい

りたい。それによって特産品の焼酎をもともと愛着されるものになっていければということで今

後のまちづくりにも繋がっていければなというふうな考えが１つというところでございます。 

あと手法のところでもございますが、さまざまな内部でも検討したところでありますが、やは

り焼酎だけの売り上げで考えればいろいろ別な方法もあったんですけれども、やはり飲食店も今

疲弊しているという状況で今別の対策も打っているところでありますが、関係者とも協議してこ

のような事業ということで素案の段階で打ち合わせした段階でもいろんな相乗効果も期待でき

るのかなという話もありましたので、まずはこの券を配って、時期も２カ月間８月、９月の重複

する部分にもなるかなと思いますけれども、この事業につきましては、さらに広く住民に対して

は使っていただけるかなとこういうふうに思っておりますので、できるだけ執行率はあげていき

たいなというそんな思いから、３カ月間という期間を設定させていただいたというところでござ

います。 
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○池下委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川副委員長 

 20 歳以上の町民全員に配るということ自体が何となく地域振興券的なそういう感覚を持っ

てしまうんですけども 20 歳以上といってもお酒を飲まない方もいるでしょうし、その辺の整

合性といいますか。果たしてどうなんだろうっていうとこもあります。先ほど言いました景気ア

ップ大作戦と被っているのではないかという話をさせてもらいましたけれども、景気アップ大作

戦、始まって日にちもそんなに経ってないですけども非常に好評で月末を待たずに予定額の

200万円に行ってしまうという心配もあるというお話も聞いています。200万円いった所で恐

らくストップした形をとられるのか、それとも予算の前倒しになるのかちょっとわかりませんけ

ども、そこら辺の景気アップ大作戦のお金が不足しそうだという中で、できればそっちの方の効

果を期待したい。あれは本当に飲食店を応援するためにお金を支払ってプレミアムをもらって、

そのプレミアム分を町内の商店街に還元する非常にいい流れだと思うんですね。それがお金不足

で途中でストップになるくらいであれば、この予算をそちらに回すという方法もありなのかなと

思うんですがどうでしょうか。 

 

○池下委員長 

担当。 

 

○企画政策課主幹 

お酒を飲まない方の関係と景気アップ対策の関係の２点かと思います。まずお酒を飲まない方

の関係、やはり内部でも協議をいたしたところでございます。ただ宜しければそれは知人、友人、

一緒に行かれる方、飲まれる方とそういう方と一緒にいて、ほぼ使っていいよという形で譲渡を

禁ずるものではないような形にしようということで制度設計を考えておりますので、消費に繋が

ればいいなというふうに思っております。 

 ２点目の景気アップの事業の関係で、まず私の方も事業 200万の上限の部分がせまってきて

いるという話は聞こえてきております。今後どうするかというのは私の方からは回答はできない

んですけれども、私の方としては、この事業盛り上がっているという中でだからこそ飲食店に行

っているのでそこで焼酎を飲んで欲しい。焼酎を飲まなかったらやはり焼酎の売り上げにも繋が

らないですし、愛着心というのにも繋がらない。ぜひ飲食店に行くタイミングだからこそ、この

焼酎にも目を向けていただきたいなとそのような形で合わせた相乗効果を狙った形でというこ

とで考えておりますので、その分ご理解いただければなと思います。 

 

○池下委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川副委員長 

 焼酎の応援ということでできれば焼酎を頼んでいただきたいということなんでしょうけども、
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これは食事にも有効ということなんですよね。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○企画政策課主幹 

 あくまでも今仮定しているのが例えば清里応援水割り１杯 500円というようなグラスもの、

各店共同で作って設定していただいて、それに使えるような形ということでしていきたいなとい

うふうに思っております。飲食店に行ったからその他の料理も含めということではなく、券を使

ったらこのグラス割り水割りが出てくるといったそのような形かなというふうに想定はしてお

ります。 

 

○池下委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川副委員長 

 基本的には反対なんですけども、百歩譲るとして焼酎を応援したいということであれば甲類焼

酎も使えるですとか清里焼酎を酒屋さんに行って買うのにも使えるだとか、もうちょっと効果的

な手法があるのかと思うのでちょっと検討していただきたいなと思いますけども。 

 

○池下委員長 

担当。 

 

○企画政策課主幹 

焼酎の小売りの方ですね、実際に町民が買う方、実際にお店で買って自宅で飲める、そのよう

なことの取り組みも内部では協議をして、どのような事業が組めるかなというところも協議はし

たところでございます。その部分については、具体的に進められるものであれば現場といたしま

しては検討していきたいなと思っておりますので、その部分も含めて検討してまいりたいと思い

ます。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 確実に焼酎に関して特化した件ですね。焼酎だけということ。 

 

○企画政策課長 

 はい、そうです。 

 

○池下委員長 
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 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 関連して、堀川委員から話があったとおり焼酎消費拡大だとか在庫のダブつきでこの後焼酎か

ら産福で報告あると思いますけども毎月500万ほど落ちているという実態の中で消費のダブつ

きがあってなかなか先の見通しがつかないという中において、もう１回町民にしっかりと清里焼

酎を認識してもらって消費拡大に繋げていこうという趣旨については理解していきたいと思い

ます。ただ先ほど来あるように高齢者、お酒を飲まない方を含めて町民に 2,350 人に 500 円

券２枚を配るという手法論が町外の宿泊者に対してはいいでしょうけど、その辺の手法論はどう

なのか。過去にも色々焼酎キャンペーン消費拡大で。町民の行動としては先ほど追加的な堀川委

員から質問があったとおり、過去にも議論があった部分で町民還元という形の中にダブついてい

るなら今、小売価格で 1,500円弱でしょうか、樽で消費税含めて。そういったものに対してあ

る一定の期間を設けながら町民が買いやすい形の中で消費のダブつきを減らしながらいくだと

か、そしてもう一度町民にきちんとそういった焼酎の存在というものを認識してもらう、もう少

しダイナミックにしていく、もう１つ言いたいのは今やっている飲食店の７月１日から始まった

部分、宿泊の助成だとかその前にやった中小企業の事業者に対する支援だとか、その今後のロー

ドマップが全く見えてこない、小出しに様子見でやられるということ自体の有り様がやっぱり不

安だなと。やるのであればダイナミックにきちっとロードマップを示して、少なくとも年度内の

３月までのロードマップ、できればコロナが長期化するのであれば地域における中小企業、飲食

店、一般的事業者含めた部分の経済対策、雇用対策、少なくとも年度内のロードマップだとかさ

らには、１年半、２年半かかるロードマックを示しながらきちんとやっていくその中において今

言った特産品の焼酎の消費拡大、町民還元を含めてやっていくと。もう少ししっかりダイナミッ

クな施策にしないと小出し、様子見でやっていくことに対して不安感が私としては非常に思って

いるわけで。手法論、例えば具体的に言うと我々飲食店に行ってもグループで行くとグラス買い

はしませんよね。ボトルで入れて例えばその分で千円分は直接的に飲食店に補填されるであると

か割引段階でしょうか購入の段階で少しそういった仕組みをつくってくだとか、町外から宿泊さ

れる方にはクーポン券を配布するだとか、それと一般町民に対しては千円配るではなくて、違っ

た形で町民還元をダイナミックにある一定期間やってみるだとかもう少し大きな経済の動きに

繋げていく施策をとらないと小出し、そして次の施策何がくるのか見えてこない形、今回７月の

補正ではきっと中小企業等については全く今回は触れていませんから、当然従来やってきた支援

型のものについては、一旦半年、ここで１回おさめるという考え方で町はいるのではないかと推

測するところですが、そういった形。それから国から２次補正で枠配分があったと思うんですけ

れども、それが幾らなのかも含めてそういったものを財源としながら町単独で先行した分も含め

て全体的なやっぱりロードマップを示した中において、地域の消費、雇用改善維持をやっぱりき

ちっと示していく必要があるのではないか。やること自体に反対はしませんが中身の手法論につ

いては少し幼稚すぎるんじゃないか。他町村の動きを見るとわかるとおり、非常に消費拡大と雇

用確保に向けて人が流れる形をそれも町外も含めて消費してもらうという極めてわかりやすい

形でいっている。先程堀川委員が言ったとおり７月１日から始めた飲食店の関係で言うと、土曜

日曜は入れないぐらい人がいたというのは事実であって、逆に言えば地域振興券的なことではな

くしてそういった消費拡大に繋がっていく行動につながる支援策をどの段階で打って行くのか
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ということを明確に町が示していかないと駄目じゃないか。非常にその辺の危機感、商工会自体

があまり危機感を持っていないようですから、逆に町がきちっと先導しながら施策展開を打つ必

要性があるのではないかと考えるところなんですけども担当課としての考え方をお示ししてい

ただきたいと思います。 

 

○池下委員長  

 担当。 

 

○企画政策課主幹 

古谷委員から御指摘ありましたとおり、今回この事業に関しましても内部協議、理事者協議を

行っていく中で私の進め方でやはり今御指摘のあったロードマップ、年度内のロードマップが見

えないのではないかそのような御指摘というところも内部でもあったところでございます。 

ただ現場といたしましては、まずこのタイミングだからこそまずやれることをやっていかなけ

ればならないかなというようなことで何かできないかとの思いで進めてきたというところでご

ざいます。焼酎を飲まない方、高齢者の関係はどうするのかと。グラス飲みはなかなかしないの

かな、確かにそのようなところの話も内部では出ていたところであります。 

ただ、今このコロナの状況ということで、これまでのその飲食店の使い方も今後変わっていく

だろう、コロナが収束した後も、ウィズコロナ、アフターコロナということでもちろん従業員の

マスクの着用やソーシャルディスタンスを保ったり、大声での発言も避けなければならないのか

なと、そういった中で長時間滞在するというよりは短い時間で飲むというようなことも今後起き

てくるのかな、そういったニーズに対応できるという部分でグラス売りというのも今後は伸びて

いくのかなとそのような考えもありながら少しでもそういったことへの試験的な支援というこ

とも含めこのグラス飲みというところも支援できればなと考えているところでございます。まだ

まだ事業を詰めなければならないところもございますが、御理解いただければなと思います。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 ウィズコロナとかアフターコロナとか新北海道スタイルとかソーシャルディスタンスとかそ

れはそれでよろしいと思いますが、実態としてきちんと現実的な何のためにやるのかという明確

な目標と目的がきちんとあってそれが戦略化されているのかどうか。今言った中身から見てもと

りあえずできることをこれが本当にとりあえずできることなのか本当にとりあえずできること

なのかどうなのか、もっととりあえずできることは他にも沢山あるのではないか。その辺の危機

認識だとかそれと商工関係者、観光関係者、事業関係者今まで支援してきた方とのコミュニケー

ションが新しい方向性についての今マスタープランやロードマップみたいなのが全く町民には

見えてこない。この後半年過ぎて厳しい環境が、半年１年進むとするならばある一定の方向性の

中でもう少しダイナミックに見える形でインパクトを与える形で行動規範がきちんと守りつつ、

新しい行動規範を守りつつ人の動きが出てくる形、町民の動きが出てくる形を具体化していかな

いとお金が流れていくことをしていかないと。単純にできることをやっているのであれば、それ
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は行政としての姿勢としてどうなのかという非常に厳しい言い方ですが、やはりしっかりと経済

と雇用をそういったものをきちんと回していく仕掛けになっていかないと意味がない。やりまし

たという事実だけつくるのは誰でもできることであって、もう少し前向きに関係者含めて中身の

精査をしていただきたい、その上で執行していただきたい、このように強く要請をしたいと思い

ます。あわせて、この種のことであれば再度申し上げたとおり、堀川委員からもあった通り町民

還元用の焼酎を売るという方策も含めて早い段階で小出しでは無くあわせてやっていくべきで

あってそういった何か先を少し出してその後もう１回出すというそういった小さな出し方もあ

るかと思いますけど、今求められているのは町としてはこういった焼酎だけでなく地域振興と焼

酎を町民の財産としてきちんと活用していこうという方向性が大きく動いているとわかる形で

やっていただきたい、このように強く要望したいと思いますし、あわせて最後、国の２次補正の

臨時交付金の枠というのは、１次は約６千万弱だったと思うんですけども、幾らの枠できている

のかホームページ等ですでに出ていますけれども確認をさせ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 

 先ほどの堀川委員、今の古谷委員からの御質問、色々ありました。今回のこの特産品消費応援

事業につきましては特産品の消費拡大、飲食店の利用増を図るということで、進めていきたいと

いうふうに思っております。 

今お二人からも色々ありました町民還元用の焼酎等の小売店へという内部でも色々検討した

感じでありまして今後またそれについてもどういう形でできるかについては検討していかなけ

ればならないかなと思います。 

それからこれだけコロナ関係が長期化している部分でありまして、先ほど古谷委員からもあり

ましたロードマップ的なものということで、当然コロナ対策については中小企業のそういう支

援、消費喚起、雇用の部分含めて全体的にそれらを考えた中での継続的な支援とか事業展開が必

要かなというふうに思っているところでもございます。今後、十分に今いろんな意見御指摘をい

ただきましたその辺を十分念頭に入れながら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。 

それから後段説明がありました地方創生臨時交付金の関係でございます。後程、補正予算の中

でも追加で私の方から説明させていただこうというふうに思っておりました。１次については５

千 700万程度の配当ということで上限がありました。２次については、先日内示がきたところ

でございますけども、２次配当額としましては、約１億９千 600万の内示があったということ

で、これらについては１次もそうですけども、２次についてもコロナ対策の関係についてきちん

と事業の中で充当しながらコロナ対策で行っていくということを色々内部でも企画だけではな

くて役場全体でコロナ対策どういう形でこの交付金を使っていくかということを今やっている

ところでございまして、それら２次分も含めましてきちんとした形の中で対策に充当していきた

いというふうに思っているところでございます。 

 

○池下委員長 
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 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 最後にあったとおり国の１次補正で６千万弱あって、今回２次補正１億９千万、全部合わせる

と２億５千万程度の補正があって、当然１人あたり 10 万円を除いた分で町の補正を見ても現

段階において、今回の補正を加えても１億数千万、３千万程度の形でまだまだ財源的には余裕が

あるし、前段で申し上げた通り令和元年度の補正の部分と１次補正については町単費で財源振替

しないでやっていく方向でも、まだまだ財源的には余裕があるはずです。 

そういった中においてある一定の今年度におけるロードマップとか中期的な展望にたっても

っとインパクトのあるモノの動かし方、具体的に言うと４月１日から消費の行動が少しずつ町民

の中にも動き出してきて飲食店、車がたくさん並んでいるし、なかなか断られて入れない状況に

ある、そういった中において消費雇用確保をしっかりと確保していくためにもどの時期にどの段

階でどういう形でやっていくかということを具体的に。 

非常に最近気になるのは町外からの色んなチラシが斜里や小清水や網走だとか近隣町村から

のチラシとインターネットの配信とかそういった意味ではなかなかそういった部分ではうちの

町の見える形の施策展開、非常に厚い手当てをやっています。中小企業の支援については持続化

支援については非常に手厚い。きっと日本で一番手厚いんじゃないかという支援をやっています

けど、次のステージを見つけなくちゃいけないのに、そこの取り組みがお互いにやっぱりきちん

と商工観光関係者含めた中でもう１回きちんと組み直した中でダイナミックにきちんと見える

形でやっていく。しかもそれはばらまきにならないできちんと消費行動にうつって、例えば４千

万がただ単にして１人１万円配るとかそういった愚策ではなく、それを３割クーポン、４割クー

ポンによって消費拡大が３倍４倍に繋がっていくだとか新しい方向性だとか先ほど申し上げた

焼酎もダブついて実際在庫の問題も困るわけであってそれは急に回復するわけではない。じゃあ

どこで消費するかと言うと町内消費も含めてもう１回やって行こうとか、もう１回ダイナミック

に動かしていただくと清里に対する外からの関心も違ってくる。そういった本来の戦略的な施策

の打ち方を担当者レベルでは非常に苦労されているのはよくわかりますんで、それは良いとか悪

いとかは言いませんけど、もうちょっとダイナミックに戦略化した２億５千万円のお金、町単費

のお金を足して３月末まで年度末で３億なら３億の枠組みを作りながらどういう形をやってい

くのかということを明確に示していく必要性がやっぱり町としてはあるんではないか、このよう

に考えるところですけど現時点における考え方をもう一度示し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 

 ただいまの古谷委員からの御質問、御指摘でございます。国の１次及び２次補正も含めまし

て、今後、必要な事業に充当していくわけでございます。その中にもありましたダイナミックな

事業展開という御意見もございました。それらも含めまして今後交付金、またそれプラスアルフ

ァもあるかと思いますけども、それらについてしっかりとした形で今後コロナ対策において企業

の支援それから消費喚起、また雇用色んな部分含めた事業展開が必要かなというふうに思います
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ので、もう一度内部でもきちんと精査をしていきたいというふうに思っているところでございま

す。 

 

○池下委員長 

 他、よろしいですか。伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 確認だけさせてもらいたいんですけど、先ほど堀川委員からの提案と言いますか、飲食店だけ

じゃなくて小売店でもうまく使えるようにしたらどうですかで検討をしてみますということで、

それはどんな検討になるんですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 小売店関係ですけども、内部でも実は検討した分については、例えば一人何本か本数を決めま

して、ある程度安く焼酎が小売店で購入できる形、例えば一人３本とか５本とかできるかどうか

も含めて検討中ではありますが、ある程度定価より安い値段で町民が購入できるような形とかそ

んな形で町民の方が焼酎を購入できるような施策等をできないかなということで考えていると

ころでございまして、実際どうなるかはわかりませんけどもそういう形を検討した経過でござい

ます。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 もし、それを今後検討して何かしら考えていくのであれば、この券を使って飲食店だけじゃな

くてこの仮称ですけども清里応援水割り１杯500円使って小売店でも使えるようにするとかっ

てことではなくて、別予算を立ててやるということですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今ご質問あったとおり、今後そのような町民還元用にある程度町民にメリットのあるような焼

酎の購入については別予算を立てながらもし実施するとなれば、そのような形で検討をしていき

たいというふうに思っております。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 
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○伊藤議員 

 ということは、先ほど来、古谷委員から言われているとおり、小出しじゃなくてもっと大胆に

戦略的にというところですけど、小出しにやって行くというイメージなんですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 現在については今回７月の補正予算についてはこのグラスワイン的なものを飲食店また宿泊

施設で焼酎を飲んでもらうような形でということで進めていければというふうに思っています。 

先ほど言った町民にある程度還元できるような施策については、小出しというか今後の事業展

開でどうできるかってことを全体的なコロナの消費喚起を含めてもう一度、その辺は精査させて

いただきたいというふうに思っておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 そこの部分の理解はまだできませんが、そういうことだということを理解しました。この清里

町特産品応援事業という形で予算総額 460万くらい、先ほど来、色んな方々からもお話あるん

ですけど大体これはコロナ禍対策なのか特産品対策なのか、何なのかよくわからないです、正

直。そこをもう１回説明していただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○企画政策課主幹 

 確かにおっしゃる通り、欲張っている部分はあるかもしれません。今このコロナの状況だから

こそというところが出発点ではございます。その中で焼酎の売り上げが落ちているというような

ところで、やはりその部分では焼酎への対策というふうにも考えてございます。またやはりその

特産品ということで町民にもう１回再認識していただきたい、そのような形での事業でもありま

すし付け加えて飲食店の利用増と、色んな部分を組み込み過ぎたというところがあるかもしれま

せんが、いろんなところを狙っているというところで御理解をいただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 結局ぼやけてしまって何だかよくわからないし、そこまで費用対効果に対してそこまで効果を
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欲張るのであればこの予算は少なすぎるし、正直何をしたいか、先程担当者もおっしゃっていま

したけど、今やれることをやるということは凄く理解はします。理解はするけど方向性が違うか

なと正直思ってしまいまして、特産品で考えるなら町民に PRしていく、特産品をもっとコロナ

禍で落ち込んでいるのか実際落ち込んでいるのかは置いておきますけど、そこの町民にＰＲして

いくというのは全然違う手法、先ほど来何名かおっしゃっていましたけど、違う手法があると思

いますし、ただ宿泊客に対する水割りは良いかなと思います。思うんですけどもそこの部分でそ

んなに金額はそうでないと思いますし、ぼやけすぎていて本当にこのまま予算計上して良いのか

というのが正直言葉はきついかもしれないですけど、厳しいんじゃないかなと。もう少し何か明

確なものを打ち出していくなり対策としてはあれなんだけど、効果としては何を望んでいるのか

だとか全体的にぼやけていてもう少し練りようがあるんじゃないか、手法にしろ予算額にしろと

いう気がするんですけど、ここまで早急に７月の臨時会でと言うよりはもうちょっと揉んだ方が

さらに良いものと言いますか、これが絶対的にだめだとは言いませんけども、もっと効果の得ら

れるようなことも考えられないのかなと思いますけど、どうですか。本当にこのまま出していく

のか聞きたいんですけど。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○企画政策課主幹 

 今回さまざまな委員の皆さまから御指摘いただいたところというところは今後の事業展開の

部分ではしっかりと考えていかなければならないかなと思ってございます。今回のこの事業に関

しましては色々な御指摘の部分があろうかというふうに思いますが、まずはこのタイミングで今

できること、小出しの部分というところの御指摘があったかもしれませんけれども、まず実施に

向けて御理解いただければなというふうに現場としては考えているところでありますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 今までこの問題に関していろいろと極端に言うと、反対意見が多く出ているわけなんですが、

７月 16 日の臨時議会に向けて日にちもあまりありませんけれども、各委員から言われている

ようにもう一度じっくりと時間をかけて練り直した方が良いんじゃないかという意見が多少あ

りますけどもそれを押し切ってでも出すというふうに捉えていいのか。課長答えていただきたい

んですが。課長。 

 

○企画政策課長 

 今主幹の方からも答弁をさせていただきました。色んな皆さんから委員さんからいろんな御指

摘等あったわけでございます。ダイナミックな展開とか戦略的な部分また小出しではないかとい

うことも含めて色々ありました。それらについては十分に今後の事業展開については反映をさせ

ていきたいというふうに思っております。今回のこの焼酎の関係につきまして、町内の消費喚起

とそれから飲食店の部分、コロナ対策を１部含んだ部分、先ほど目的についてもぼんやりしてい

るのではないかというご質問がありました。事業を展開するには目的の明確化も必要ではないか
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というふうに思っております。今ポイントの部分も行っており事業展開も行っておりますのでそ

れとの連動も含めましてこの焼酎に係る特産品の応援事業については進めさせていただきたい

というふうに現場では思っているところでございますので、御理解いただけたらなというふうに

思っているところでございます。 

 

○池下委員長 

町の方では今課長答えたとおり、このままの状態でまずはやりたいということなんですが、そ

れを踏まえて意見ありましたら。岡本委員。 

 

○岡本委員 

 個人的に賛成ですけども皆さんからもありましたけど、このタイミングというのを私も大事な

ような気がしていて、意外と私は効果あるのではないかと思います。膨大な収益には繋がらない

と思いますけど私は利用される方は多いのではないかと思いますので、やっていただきたいなと

思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今のご意見等をいただきながら事業展開が図れれば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 

 岡本委員。 

 

○岡本委員 

 伊藤議員からもあったんですけど、ぜひ購買に繋げられる部分をこの中で含めても私は良いの

ではないかと思うんですけど、実際に飲まれない方もいると思うんですけどこれを使ってもらっ

て購入してくださいという先ほども譲られる方もいると思うので、そういった部分でも利用され

ると思いますのでお願いします。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまの岡本委員からのご意見等もございました。先ほど他の委員さんからもいろんな部分

で同じような形、また新たな施策を打った方がということもありました。その辺今後の事業展開

では何度も同じような答弁になってしまうかもしれませんけども、十分に反映させていきたいと

いうふうに思っているところでございまして今回この焼酎の関係について特産品の消費の応援

事業について事業展開をいろんな部分ご意見等いただきましたけど、展開していきたいなという
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ふうに思っているところでございます。 

 

○池下委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川副委員長 

 賛成意見が出たので反対意見を述べたいと思いますけど、じっくり揉んでという話もありまし

たけど、こういう時期にはタイムリーな時期とかそういうやっぱりあると思うんでじっくり揉む

よりはタイムリーなやり方でやった方がいいと思うんですよね。これをもしやるのであればまど

ろっこしく郵送料までかけて1,000円の券を送るくらいだったら清里応援水割り１杯100円、

あとの 400円は補填しますみたいなことでも十分いけると思いますし、もうお盆が近いんだか

ら、お盆用のお中元で是非地方の人に清里焼酎を飲んでもらいましょう、お中元キャンペーンと

かで、ちょっと値引きしてあげるだとか、涼しげな飲み方の紹介、ハイボールでも何でもパンフ

レットを入れてお中元キャンペーン、冷麦などとセットでも良いですし、そのようなお中元キャ

ンペーンとかそういうことにお金を使った方がいいんじゃないかと思うんですけど、検討してい

ただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 色々な今後の焼酎の消費拡大について御意見とアイデア等もいただきましたので、全体的にま

たこちらの方でも十分にどういうことができるのかを検討していきたいというふうに思ってい

るところでございます。 

 

○池下委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 色々と各委員から意見が出ていますけども、課長のお話だと 16 日の臨時議会にあげるとい

うお話されましたけど、聞いていると他の町のことを言うのも申し訳ないんだけど、小清水町な

んかはコロナに対しての 10万円出る前の話ですよ。もうやっているんですよ、商品券５千円と

か、食事券２千円とか、そういうことを大胆にやるのであればやらなければ、後、国からの２次

の関係でも１億何千万というお金が来ているでしょう。そういうのであれば大胆に使わないと。

基金に積んでいれば良いというものじゃないです。こういうような時こそ使うのはやっぱりうち

の町の行政のやり方なんですよ。先ほどから出ていますけど、飲まない人もいるだろうし飲む人

もいるかもしれない。喜ぶ人もいるでしょう。でも、こういうことではやっぱり他の議員からの

話聞いていると、これは私は今まで 22 年間議員やらせてもらっているけど反対したことはな

いんです。だけど今回は反対します私は。だから 16日提案してくるんだったら、してきても結

構ですけど私は座っています。だからもう少し相談して委員会でこういうこと意見がたくさん出
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ています。だからもう少し大胆にやるんだったら商品券の５千円でも７千円でも出した方が良い

んじゃないですか。私は思います。どうですか。執行権は町側にあるから出してもいいですよ。

私は出すなとは言わないけど出して結構です。だけど余りにも小出しで町民に還元する意味があ

るならもう少し大胆にやらなければ駄目だと。これは千円だけども、話聞いたら２次で１億何千

何がし来た、お金が来たと。そういうお金があるなら大胆にやらなければ。これで一時逃れしよ

うと思うのは駄目ですよ、はっきり言って。コロナに対してのことを考えて町がやるのであれば

もう少し大胆にやるべきだと。何かあったら言って。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今回のこの特産品消費応援事業につきまして、色んな意見を各委員さんからいただきました。

ダイナミックにとか戦略的にとか色んな部分で含めました焼酎を応援するなら違う手法もある

んじゃないかということもありました。皆さんからの御意見等も踏まえまして、もう１回持ち帰

って精査をさせていただきたいなというふうに思っております。 

それから村島委員から色んな関係で御質問がありましたけども、それらにつきまして国からの

１億９千万、２次分につきましてそれについて内示があって、今後お金が入ってくる予定になっ

ておりますので、それについてもどんな形でそれが必要なコロナ対策についてできるか。小清水

でやっている部分、他の町でやっている部分についても把握しながら行っているところでござい

ます。 

先程、古谷委員からもありました単純に地域振興券的なものをまくのが良いのか。それだけで

はなくてプレミアム的に券であればもっと効果が出るような形も含めましてどういう形がいい

のか、それは今後になるかもしれませんけども今回のこの特産品消費応援事業についてはもう一

度持ち帰って精査をさせていただければというふうに思っておりますので、大変申し訳ありませ

ん、ご理解いただければと思います。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 持ち帰って精査するということですけど、もう１点要望しておきたいことですが、コロナの関

係でどの業種もいろいろ大なり小なり影響があって大変なことは事実だと思います。そんな中で

やはり今回もこの話の中で出ていましたけど、飲む人もいるし飲まない人もいる。ましてや焼酎

を取り扱っているとこもあれば、取り扱ってないとこもあるわけですよね。そういう部分で大変

時に不公平感を生むようなことは避けて通るべきでないかなと思います。やはり町民、そして業

者の方々にもなかなか平均してという事は難しいですけど、そういうような形で１つの町からの

支援そういうものを受けられる１つの恩恵を受けられるような形をぜひとも取ってもらいたい

なということを１つ要請として提案しておきたいと思います。 
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○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今、勝又委員からも要望がございました。事業展開を行っていく上ではどんな効果があるのか

も含めましてきちんと精査しながら行っていければなというふうに思っております。 

 

○池下委員長 

 ②番につきましては今後もう一度考えるということで、③続けていきたいと思います。令和２

年度一般会計補正予算（第４号）について説明お願いします。担当。 

 

○まちづくりＧ主査 

 それでは私の方からは令和２年度一般会計補正予算（第４号）について説明させていただきま

すが、今ありましたとおり特産品消費応援事業については１度持ち帰らせていただきますのです

が、今ここに載っておりますので１度説明させていただいた方が良いですか、それとも省いた方

がよろしいでしょうか。 

 

〇池下委員長 

 省いてください。 

 

○まちづくりＧ主査 

 合計等が変わりますので今後またもう１度やらせていただいますが、今の段階で１度やらせて

いただきます。それでは資料の２ページをご覧ください。今回の補正につきましては、現計予算

額 60億４千５4万９千円に、現在３億２千 224万９千円を補正するとなっておりますが、こ

こがずれますので御了承ください。 

まずは総務費でございます。会計年度任用職員雇用事業 185万円につきましては、高齢者訪

問事業の実施に伴い、会計年度任用職員を雇用するものでございます。寄附金基金積立事業 200

万円につきましては、JA清里町よりいただきます寄付金を財政調整基金に積立を行うものでご

ざいまして、こちらは積み立てた上で財政調整基金から繰出しを行い、コロナ対策事業費に充当

しております。 

続きまして新型コロナウイルス感染症対策用品購入事業 150万円につきましては、マスクや

消毒用アルコールなど感染症の対策に必要な物品の追加購入を行うものでございます。引き続

き、特産品消費応援事業は省略させていただきます。 

１番下の段デジタルコンテンツ機材購入事業費 47 万６千円につきましては、カメラなどの

デジタルコンテンツに必要な機材を購入するものでございます。総務費の合計は１千 45 万９

千円を計上しておりますが、こちらの方は変わる予定ですのでご了承ください。 

 続きまして農林水産業費でございます。畑作構造転換補助事業４千 436万８千円につきまし

ては、ジャガイモシロシストセンチュウの抵抗性品種の栽培に対する補助事業でございまして、

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。産地パワーアップ補助事業２億

381 万２千円につきましては、JA 清里町が所有しておりますコンバインの入れ替えと、自動
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操舵システムの導入に対する補助事業でございます。この事業につきましても全額北海道からの

間接補助となってございます。農林水産業費は合計で２億４千 818万円を計上しております。 

続きまして教育費でございます。GIGA スクール導入支援事業 435万６千円と、その次の段

の GIGA スクール導入事業５千 876 万８千円につきましては、国が進める GIGA スクール構

想による補助制度を活用いたしまして、ＩＣＴ教育を導入するために小学校と中学校へタブレッ

ト端末等の配置や環境整備を行うものでございます。清里トレーニングセンター時計設備更新事

業 48万６千円につきましては、時計設備の故障による更新を行うものでございます。教育費は

合計で６千 361万円を計上いたしております。 

続きまして上段の歳入をご説明をいたします。まず、地方交付税といたしまして 233万７千

円を計上いたしております。 

 次に国庫支出金でございますが、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金といたし

まして５千 776万２千円、こちら１次分ということで内示がありましたので、４月から補正予

算で計上いたしております新型コロナウイルス感染症対策費の方に全額充当いたします。 

 次に、公立学校情報通信ネットワーク環境整備施設整備費補助金 851万１千円、公立学校情

報機器整備費補助金１千 64万円、国庫支出金の合計といたしましては７千 691万３千円を計

上しております。 

次に道支出金でございます。畑作構造転換事業補助金４千 436万７千円、産地パワーアップ

事業補助金２億 381 万２千円、道支出金の合計といたしましては２億４千 817 万９千円を計

上いたしております。 

 続きまして繰入金でございますが、財政調整基金繰入金といたしまして、新型コロナウイルス

感染症対策費と GIGA スクール導入事業の一般財源分といたしまして５千 58 万２千円と地方

創生臨時交付金の財源振替分として５千 776 万２千円の減額差し引きで 718 万円の減額とな

ってございます。寄附金につきましては総務費寄附金といたしまして 200万円を計上いたして

おります。 

続きまして資料の３ページからでございますが、ただ今説明いたしました補正予算事業の概要

を掲載いたしております。各担当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。以上で令和２年度一般会計補正予算（第４

号）の概要説明とさせていただきます。 

 

○池下委員長 

 一般会計補正予算（第４号）について今説明がありましたけども、何か御質問ありましたらお

受けしたいと思います。よろしいですか。それでは引き続き、企画政策課所管分について説明お

願いします。担当。 

 

○まちづくりＧ主査 

 それでは令和２年度一般会計補正予算（第４号）の企画政策課所管分につきまして、御説明を

いたします。資料６ページをご覧ください。はじめに上段、２款総務費、２項総務管理費、２目

財産管理費、寄附金基金積立事業に 200万円につきましては、JA 清里町からの寄附金 200万

円を財政調整基金に積立てを行うものでございます。１段とばして下段、デジタルコンテンツ機

材購入事業 47 万６千円につきましては、web サイト等における新たなデジタルコンテンツを
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構築するためにカメラ等の必要な機材を購入し需要への対応を図るもので、財源はすべて一般財

源となってございます。以上、令和２年度一般会計補正予算（第４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。 

 

○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説明がありましたけれども、何か御質問がありま

すか。よろしいですか。それでは、企画政策課全般とおして何か質問ありましたらお受けしたい

と思います。よろしいですか。前中委員。 

 

○前中委員 

 全般ということで数字的なもののわかっている範囲で説明願います。高齢者福祉タクシーの件

の発給状況だけ。新年度の新規事業ということで進められる中で、今の状況を説明していただけ

ればと思います。あわせて、それに伴い現場の中で利用されている高齢者の方々が不都合が生じ

た案件だとか、そういう部分を多少なりとも現場では上がっているかと思いますので、きっちり

とどのように押さえているかあわせて説明していただきたいと思います。わかる範囲で良いで

す。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○企画政策課主幹 

 まず、前中委員の方からありました。ハイヤーの利用助成券の交付事業の関係で、交付実績で

ございます。４月の交付で 152 件、５月で 30件、６月で 16 件、合計 198 件、今のところ

交付をしているところでございます。また、この事業実施に当たっての不具合等々、現場でなか

ったかというところでありますが、やはり事業実施に当たりまして様々な問い合わせ等もあった

のは事実でございます。申請の手法とか、できるだけ簡素化で、現場で利用者、申請者が困らな

い形で柔軟な対応をしてきたというところもございます。 

また、実際の利用に当たっても券の利用方法で今は本人のみが使えるというところがありま

す。その部分の問い合わせもあったところであります。介護者は使えないのかというお話があっ

たところです。その部分につきまして今年度につきましては、利用者本人がいれば使えますよと

いうことで進めておりましたので、今年についてはそのような形で、本人がいれば使えます。 

代理が行くというところではご了承いただくというそのような対応を取ったのがあったかな

というふうに思っております。まだまだ細かな現場でのやりとりもあったかなというふうに思い

ますが、今把握できている部分ということでお伝えいたします。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 交付申請の見込み数が恐らく 480、470でしたか。その中で交付率と捉えるのであれば５割
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に満たない実態ということで、こういう数字になってまだまだ今後申請があるかなと思います

し、そこら辺もう一度改めての啓蒙活動。それともう１点が、今の現場での普通いろんなトラブ

ル、あるいは申請に対しての券の問題もつぶさにあるのも実態であると思いますし、今説明の中

で同居の高齢者の配偶者で、やはり福祉である程度の高齢者の方々でお互い免許を持っていな

い、それは現場サイドで交通事業者、要するに運行事業者の段階である程度のそういうものが行

政として把握してあるんであればそういうような利便性、本人が例えばかなり重度の疾患でもっ

て、ましてコロナの中で肺に患いを持っていると、どうしても本人の投薬の薬だとかは代理の奥

さんが高齢者で免許もない、そういう実態もありますし介護をされている現場で認知症を患った

そういう場合も多々あった時になかなか本人が行きたくなくて配偶者である高齢者の奥さんが

出向く、その逆もありますけども、そこら辺本当に目の届く福祉の町としてのニュアンスで捉え

るのであれば現場サイドである程度情報共有できるそこら辺の融通とは言いませんけども不正

ではないですから、やはり柔軟な対応を今後の制度の中に求めていきたいと思いますのでそこら

辺十分認識した中で情報収集当たっていただきたいと思いますけどもその２点また同じですけ

ども。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○企画政策課主幹 

 まず、今前中委員からお話ありましたとおり、交付率の関係でございますが、まだまだ上がっ

ていないなということで７月の広報誌でも再度周知を図らせていただいたところであります。町

といたしましては、制限をかけるものではありませんので、100％を基本的には目指す方向だ

というふうに思っております。予算の段階におきましても今回初年度でしたので最大限の予算で

見積もっていたというところもございます。実績の部分として乖離が生じてくる可能性もござい

ますが、こちらといたしましては最大限まだまだ周知を図っていきたいと思っております。 

 また２点目のやはり利用者が利用しやすい形の制度にというところにおきまして、これまでの

委員会でもお話ししましたとおり、この制度を１回つくったから終わりというふうには考えては

ございません。必要に応じて修正もしていかなければならないと考えてございます。まずは今、

現場でできる柔軟な対応はもちろんさせていただくよう検討はさせていただいております。 

 また、もう少し詰めなければならないところにおきまして、次年度に向けて制度を大きく変え

ながらというところも考えなければならないと思っておりますので、現場でまだまだこれから色

んな状況が出てくると思いますので、その辺も十分に検討しながら進めてまいりたいと思ってお

りますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員  

 新規の制度ということで、評価の高い地域もそういう声もいただいている部分もありますし、

またそうでない部分もあるということだけは担当部署としても認識いただいた中で、制度の中の

充実に向けて制度をしっかりと確認、進めていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。 
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○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長  

 ただいま前中委員からありました御意見等参酌しながら、このハイヤー利用制度については見

直しをかけながら充実した内容にしていきたいと思っておりますし、６月の一般質問等でありま

した地域交通についてはこれで終わりではなくて、これが１つ手段でございますので地域交通含

めた全体的な交通施策については、しっかりと今後進め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いうふうに思います。 

 

○池下委員長 

 他、よろしいですか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 １点だけ実態を教えていただきたいんですけど、きよポンの関係でちょうど半年を経過して

10月からですからそういった状況にあると思いますけど、その辺の普及率はどのようになって

いるのか。それによって売上がどのような形で伸びてきているのか、停滞しているのか。 

 心配になったのはキャッシュレス決済の考え方の中で、６月いっぱいで５％の独自還元が終わ

った。きっと商工関係者からは持続して継続してこういった消費の落ち込みだからやっていきた

い、あわせてキャンペーンの中の 30％の関係で、料飲店等のがあるんですけども、その流れと

か一連の形の中で消費がまだ完全に戻っていない中で行きたい、ただ財源が無いので全国的なレ

ベルと同じように自主的な財源の中でやってきたものについては打ち切りですよという話があ

ったんですけども、その辺の検証とか協議というものを導入の段階で町が全面的に支援してやっ

たわけで、その辺の検証やキャッシュレスの５％独自の継続を打ち切る、その代わり逆に言えば

７月の１カ月だけ２％ポイント入れると。先ほどから言っているように商工振興対策とコロナの

関係でいくと幼稚に見えるんです。せせこましい話ばかりであって先ほど来の部分で商工振興雇

用と言いながらも、町の財政支援だとか導入段階においてあれだけ強力に町がやったわけで、そ

の後始末だとか持続的な支援だとか、それと現況下における新たな展開というのは、非常に小さ

く閉じこもってしまっていて、現場レベルは違う話だと思うんですけれども、もう少しそこを大

胆にと言いますか、勇気を持って先ほど財源的に無いわけではなくて、財源としては国からの緊

急対策で非常にある訳であってそれをどのような形の中でもう１回積極的に使っていこうかと

か、それを関係団体と調整していこうかという姿勢がやっぱり今の新しい流れの中だとどうして

も必要になったと思いますので、縮こまって施策や事業をしないでいただいて、先ほど来議論に

なっている焼酎についても駄目という話じゃなくてもうちょっと大局的に見て経済効果や施策

効果がきちんと町民に還元、地域に還元できる形がもっと良いのではないかという応援的な委員

さんの意見だと思いますので、そこを現場は縮こまっていなくて理事者段階での色々判断もあり

ながら非常に大変な思いをしていると思うんですけど、もう少ししっかりと実態に即した形の中

でスピード感を持って効果性の高い施策として組み立ててぜひ提案を積極的にいただきたい。そ

れについては私個人としては基本的に賛成していきたいし応援したいという気持ちはあります

ので、その辺について実際のところ財政も一緒に持っているわけですから企画政策は。財政も抱
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えながらやっている意味はそういった意味だと思うんです。きちんと戦略的にそういった財政的

に裏付けも担保しながら企画政策課として新しいセクションができてもう４、５年になるわけで

すから、そこで施策展開をきちんと結びつけなくては意味がないんじゃないか、企画政策という

課の存在そのものに意味がなくなってくるんじゃないかと逆に思うところもありますので、しっ

かりと取り組みを勇気を持って前に進めていただきたい、このように考えます。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 まず前段のきよさとポイントカードの詳細の資料は持ち合わせていませんけども、カードの発

行状況については約 2,700 というふうに聞いております。10 月から６月までということで今

年の 10 月には１年経過しますので、その段階では新たな１周年の事業展開等も行っていく考

えでは商工会と話をしているところでございます。お話にありました電子マネーでの支払い５％

還元は６月 30 日で終了したということで、また商工会の方では２％の部分で新たな部分で継

続をしていった部分がございます。これについても施策的にももっとダイナミックという意見等

ございました。商工会とも十分に連携をとりながら去年の 10 月から新たに始まったこのポイ

ントカード事業については、町もきちんと連携する中また支援をする中行っていきたいというふ

うに思っております。会員の購買金額の関係についても、２月に農協さんが入った段階では多く

なったんですけど、それ以降も新たなお店屋さんにも加入をいただいて進めているところでござ

います。５月、６月の部分でいけば会員の購買金額については約６千万位と認識をしておりま

す。また、７月についても今いろんな事業展開していますので、またそれが伸びることを期待し

ているところでございます。いずれにしましても、色んな事業展開、今日は色んな御質問ご意見

等がありました。それらをきちんと企画政策課の位置付けの関係もありましたけども、財政の裏

づけをしながらしっかりとした事業施策の展開、地域町民にきちんと還元されるような見える化

ができるような形で積極的な事業展開ができればなというふうに思っております。今日いただき

ました御意見等を十分に参酌していきたいというふうにも思っているところでございます。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 議案にありませんけれども札弦ベニヤの関係でございます。北海道新聞の方に掲載されたのか

なというふうに思います。６月 30 日をもって、本社工場の合板製造の方は終了してございま

す。それで今現在まだ事務的な職員も含めて７月 20日まで勤務される方が８名ございます。 

 新聞等でもありましたけれども今日現在でまだ就職だったり高齢の方は退職もされる方もお

ります。今後の決まってない方は今日現在６名ほどおられるようです。ただその中で民間業者等

が入った求人をたよりに今後会社の面接とかいろいろ受ける方もその中にも当然いますのでま

た今後どうなるかはわかりません。その中で清里を離れる方が何名かわかりませんけれども、決

まっていない方もいますけども白糠に行かれる方が新聞に載っていたように４名います。それ以
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外で清里を離れて違う場所で就職される方を含めて今のところ 10 名程度かなというふうに思

っています。まだ決まってない方でまた数名いるのかなということで、たぶん 10数名が清里を

離れてしまうのかなというふうに思っています。うちの町の人口から言えばその人数というのは

当然大きいかなというふうに思っておりますし、今後の雇用対策を含めてそのような地域の企業

の支援のあり方についても十分検討が必要かなというふうに思っています。今現状での札弦ベニ

ヤの関係について御報告をさせていただきました。 

 

○池下委員長 

 それでは企画政策課終わります。 

 

○池下委員長 

 大きな２番、所管事務調査について道外所管事務調査について説明お願いします。局長。 

 

○議会事務局長 

 道外所管事務調査についてですが、本年の 11 月に実施する予定でおりました東北方面への

所管事務調査でございますが、最近のコロナの状況ですとか特定警戒区域の北海道から感染者の

少ない東北方面に行くということに関しまして、受け入れ先等のご迷惑等も考えまして、今年度

の実施については見送りさせていただきたいと思いますので、次年度以降の実施について御了解

いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。そういうことで次年度ということになりますのでよろしくお願いします。 

 

○池下委員長 

 ③番、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、８月 18日火曜日、午前９時から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 

 ４番その他、何かありますか。よろしいですか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

 〇池下委員長 

 これで第 10回総務文教常任委員会を閉じます。どうも御苦労さまでした。 

 

 （閉会  午前 11時 25分） 


