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令和２年第６回清里町議会臨時会会議録（８月１８日） 

 

 令和２年第６回清里町議会臨時会は、清里町議会議事堂に招集された。 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番  岡 本 英 明    ６番  勝 又 武 司 

    ２番  古 谷 一 夫    ７番  村 島 健 二 

    ３番  伊 藤 忠 之    ８番  前 中 康 男 

    ４番  堀 川 哲 男    ９番  田 中   誠 

５番  池 下   昇 

 

２．不応招議員は次のとおりである。 

なし 

 

３．出席議員は次のとおりである。 

    出席議員は応招議員に同じである。 

 

４．欠席議員は次のとおりである。 

なし 

 

５．遅刻議員は次のとおりである。 

なし 

 

６．早退議員は次のとおりである。 

なし 

 

７．地方自治法第１２１条の規定により、説明のために会議に出席した者は次のとおりである。 

    町 長    引  政 明 

    教 育 長   岸 本  幸 雄 

     副 町 長   本 松  昭 仁 

    総 務 課 長   藤 代  弘 輝 

  企 画 政 策 課 長   伊 藤  浩 幸 

  企 画 政 策 課 参 与   阿 部  真 也 

    町 民 課 長   熊 谷  雄 二 

    保 健 福 祉 課 長   野呂田  成 人 

     産 業 建 設 課 長   河 合  雄 司 

    焼 酎 醸 造 所 長   永 野    宏 

    出 納 室 長   宮 津  貴 司 

        生 涯 学 習 課 長    原 田  賢 一 

    生 涯 学 習 課 参 与   三 浦    厚 
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８．本会議の書記は次のとおりである。 

    事 務 局 長      溝 口  富 男 

        書 記    世 良   奈都子 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

    議案第３８号  令和２年度清里町一般会計補正予算（第５号） 
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   開会  午前 ９時 30分 

●開会・開議宣告 

○議長（田中誠君) 

 ただいまの出席議員数は９名です。 

 ただいまから、令和２年第６回清里町議会臨時会を開会します。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

 

   ●日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（田中誠君) 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第 125条の規定に

より、議長において、５番 池下昇君、６番 勝又武司君を指名致します。 

 

   ●日程第２ 会期の決定について 

○議長（田中誠君) 

 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 本件について委員長の報告を求めます。議会運営委員会委員長 堀川哲男君。 

 

○議会運営委員会委員長（堀川哲男君)  

 議会運営委員会より報告させていただきます。本臨時会の会期は、提出される議案の件数及び

内容から判断して、本日１日間とすることが適当と思われます。 

 以上が、議会運営委員会の結果でありますので、報告いたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は、委員長の報告のとおり、本日１日間にしたいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日１日間に決定しました。 

 

●日程第３ 議長諸般の報告 

○議長（田中誠君) 

 日程第３、議長諸般の報告を行います。議会事務局長に報告させます。議会事務局長。 

 

○議会事務局長（溝口富男君) 

 議長諸般の報告４点について御報告申し上げます。 

 大きな１点目、議員の派遣状況及び会議・行事等の出席報告についてであります。 
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（1）令和２年度オホーツク圏活性化に関する要望活動について８月 11 日、北見市において開

催され副議長が出席しております。武部代議士に対し記載の事項について要望を行いました。 

（2）その他の会議・行事等について記載の会議・行事に議長をはじめ各議員が出席をしておりま

す。 

 大きな２点目、常任委員会及び議会運営委員会の開催状況について。 

（1）総務文教常任委員会から、２ページの（3）議会運営委員会まで記載の期日、案件で会議が

開催されておりますのでご報告申し上げます。 

 大きな３点目、例月現金出納検査の結果について。 

 令和２年７月分について、３ページのとおり掲載されております。適正であるとの報告であり

ます。 

 大きな４点目、令和２年第６回清里町議会臨時会説明員等の報告について。 

 ４ページのとおりとなっておりますので、ご参照いただきたいと存じます。以上で報告を終わ

ります。 

 

○議長（田中誠君) 

 これで議長諸般の報告を終わります。 

 

   ●日程第４ 町長一般行政報告 

○議長（田中誠君) 

 日程第４、町長一般行政報告を行います。町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 それでは町長の一般行政報告について申し上げたいと思います。まず大きな１の主要事業報告

についてであります。 

 １点目の新型コロナウイルス感染症対策につきましては、５月 25 日に全国すべての都道府県

の緊急事態宣言が解除されたことを受け、現在は新しい生活様式に基づく新北海道スタイルによ

り感染防止対策が実践されておりまして、新型コロナウイルスに強い社会づくりに取り組んでい

ただいているところでございます。新規の感染者数につきましては、緊急事態宣言が解除されて

以降ひと月程度は落ち着いた状況で推移をいたしておりましたが、７月に入ってからは東京都を

初め全国的にも感染者の増加拡大の傾向が著しく、第２波の到来とも言える状況となっているわ

けであります。こうした中、７月 17 日開催の北海道の感染症対策本部会議において北海道と札

幌市が共同でススキノの感染症対策チームを設置し、集団感染の拡大防止に取り組むことが決定

されたところであります。 

 また、国において７月 22日から実施をされますＧoＴoトラベルキャンペーンに関しては、道

民の皆さんには道内旅行に活用していただくよう呼びかけを行うとともに、東京との往来は東京

都が感染警戒レベルを最も深刻なレベルに引き上げたことや、国においてＧoＴoトラベルキャン

ペーンから東京都を除外したことなどを受けまして慎重に対処していただくようにとの方針で示

されたところでございます。本町におきましても、こうした状況を踏まえ、７月 20 日の本部会

議においてこれらへの対応と現在実施しております公共施設等の利用規制等について８月末日ま

で取り組みを継続することといたしまして、広報きよさと及びホームページ、お知らせメールな

どにより、町民の皆さんに周知をいたしたところでございます。 
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 なお、国からの特別定額給付金につきましては８月 11 日が本町での申請期限でありました。

給付額で３億９千 750万円、交付率で 99.9％を持って確定をしたところでございます。 

 また、焼酎醸造事業所で製造されております高濃度アルコールにつきましても現在で 272 リ

ットル、500ミリリットル容器換算で 544本の納品がされたところであります。引き続き、社

会福祉施設、温泉宿泊、観光施設、学校教育施設、役場ほか各公共施設等へ配布をしているとこ

ろでございます。 

 次に、２点目の網走厚生病院脳神経外科の運営状況についてであります。７月 29 日、網走厚

生病院にて１市４町の首長、担当部課長、ＪＡ北海道厚生連、網走厚生病院理事及び職員の出席

のもとに、今年１月から開設された脳神経外科の運営状況について報告をいただいたものでござ

います。①の脳神経外科の外来及び入院患者数、手術件数、応急対応件数等については開設され

た今年１月から６月までの各月ごとに実績報告をいただいたものでありまして、患者数、手術件

数ともに増加の傾向となっております。②の令和元年度の運営収支実績でありますが、２千 188

万８千円の収支不足となりましたので、協定に基づき各関係市・町の負担割合に応じて運営支援

を行ってまいります。③のその他の情報交換においては、令和２年度の経営見通しや収支の改善

策などについて質疑、意見交換が行われたところでございます。 

 次に、３点目のジャガイモシストセンチュウ植物検診及び土壌検診の結果についてであります。

（1）のジャガイモシストセンチュウ植物検診は７月８日から 15 日までの間で実施がされてお

りまして、７圃場、9.72ヘクタールの新規の発生が確認されたところであります。これにより、

既存の発生面積とあわせた全体の発生面積では６千 52.91 ヘクタールとなりまして、畑作面積

に占める発生割合は 75.13％となったところであります。 

 また、（2）のジャガイモシロシストセンチュウ土壌検診につきましては、神威地番区域の未調

査圃場 599 圃場において４月 13 日から 20 日までの間、土壌採取をするとともに７月末日で

検査が終了し、新たに 13 圃場 23.94ヘクタールの発生が確認されたところであります。なお、

シロシストセンチュウの発生圃場に係る防除、蔓延防止対策などにつきましては、植物貿易法に

基づき国、北海道をはじめ関係機関との連携のもとに全力で取り組んでまいる所存でございます。  

 次に、２ページをお開き願います。４点目の令和２年度オホーツク圏活性化に関する要望活動

についてであります。例年は夏季要望活動としてオホーツク圏活性化期成会において、北海道及

び中央省庁、道内選出国会議員に対し要望活動を行ってきたところでありますが、今年度は新型

コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、関係方面に要望書を提出するとともに地区選出の武

部新衆議院議員に対しましては８月 11 日、北見市ホテル黒部におきまして、全体での要望活動

を行ったものであります。なお、要望項目につきましては地方財政と地域振興関係で 10 項目、

農林水産事業関係で 16 項目、経済地域活性化関係で 10 項目の全体 36 項目と特別要望として

新型コロナウイルス感染症対策に関する要望を行ったところでございます。また、当日は活性化

期成会での要望活動のほかに、土地改良団体連合会オホーツク支部、北海道横断自動車道北見網

走間建設促進期成会など関係７団体の要望活動の実施がされたところでございます。 

 次に、５点目の女満別空港整備利用促進協議会についてでございます。８月 11 日、北見市ホ

テル黒部にて開催されております。本会議は、新型コロナウイルス感染症の影響にかかる対応策

について協議をしたものでございまして、①で定期運航便の１月から７月までの推移についての

報告をいただいたのちに、②で令和２年度の当初事業計画及び予算の見直しについて、③の新規

事業では女満別空港活性化プロジェクトの策定と各航空路線の減便復活及び利用促進支援対策な

どについて協議されたものでございまして、これらの具体的な事業計画と事業費及び負担割合等
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につきましては改めて幹事会で整理、協議のうえ実施に向けて取り組むことを確認したところで

ございます。 

 次に、大きな２の主な会議行事等の報告についてであります。清里町戦没者追悼式につきまし

ては７月 16 日、町民会館にて開催されたところであります。今年は、戦後 75 年の節目の年で

ありましたが、新型コロナウイルス感染症の関係から御遺族ご来賓の皆様にはお見えになられた

順に献花をいただき、終了後、順次お引き取りをいただいたものであります。最後に主催者及び

事務局員の献花、拝礼を持って式典を閉じさせていただいております。なお、登録されておりま

す戦没者の数は 75柱、64世帯であります。式典に出席の御遺族は 14人、ご来賓は６名であり

ます。  

 次に、令和２年度清里町固定資産評価審査委員会第１回の開催についてであります。７月 21

日、役場３階各種委員会室にて開催されております。議事において鈴木文雄氏を委員長に選出の

のち、令和２年度の地方税法の改正及び固定資産課税の概要、固定資産各評価台帳の縦覧結果に

ついて報告、説明ののち御質問をいただき、御意見をいただいたところであります。なお、令和

元年度における本審査委員会の審査の申し出件数についてはありませんでした。次に３ページを

ご覧ください。 

 第６次清里町総合計画策定審議会の開催についてであります。８月 11 日、町民会館と生涯学

習総合センター小ホールを会場に開催されたところでございます。今回の会議は、総合計画の基

本構想及び基本計画の方向性を決定する全体会議でありまして、今まで各委員からいただきまし

た御意見や御提言をもとに取りまとめ整理をさせいただいた内容についての確認をするための開

催でございました。当日は 45 名の委員さんの御出席と新型コロナウイルス感染症対策として２

会場での分散リモート会議方式での開催でありましたが、次回におきましては会議の手法を含め

十分に検討した中、開催をすることといたしております。なお、計画策定の進捗状況であります

が、新型コロナウイルスの影響の関係もありまして若干遅れてはおりますが、今回の基本構想基

本計画の審議に加え、展開方策の集約を進めている段階となっているところでございます。以上、

申し上げまして町長の一般行政報告とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 質疑なしと認めます。これで町長一般行政報告を終わります。 

 

●日程第５ 議案第３８号 

○議長（田中誠君) 

 日程第５、議案第 38号、令和２年度清里町一般会計補正予算（第５号）を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいま上程されました議案第 38 号、令和２年度清里町一般会計補正予算（第５号）につき

まして、提案理由の御説明を申し上げます。補正の総額は第１条第１項に記載のとおり、歳入歳
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出それぞれ１億 471 万１千円を追加し、予算の総額を 64億６千 287万６千円とするものでご

ざいます。第２項につきましては後ほど事項別明細書によりご説明申し上げます。それでは、歳

入歳出補正予算の内容につきましてご説明いたします。はじめに、今回補正提案させていただく

主な事業の内容につきまして、御説明いたしますので別冊の審議資料を御用意ください。審議資

料の１ページをお開きください。 

 補正予算の主な事業の概要を御説明いたします。なお、補正額内の上段の括弧内の数字は補正

後の当該事業の予算総額であり、財源につきましては財源内訳欄に記載しておりますので、省略

させていただきます。 

 ２款総務費、11項新型コロナウイルス感染症対策費、１目新型コロナウイルス感染症対策費、

指定管理施設経営安定化事業１千 200 万円の補正につきましては、新型コロナウイルスの影響

による経営悪化に対し、温泉指定管理施設の施設維持のための継続支援を行うための経費でござ

います。避難所等感染症対策資機材整備事業 929万５千円の補正につきましては、避難所等にお

ける新型コロナウイルス感染症へ対応するために必要な段ボールベット等の消耗品、サーモセン

サー等の備品等資機材を整備するものでございます。 

 次、中小企業経営安定化支援事業 924万円の補正につきましては、売り上げが減少しておりま

す町内事業者への経営維持等を図るための支援につきまして、支援要件となります事業所の売り

上げ減少率を見直しの上、２ヵ月間支援を継続するための補助金等でございます。 

 プレミアム商品券発行事業４千 200 万円の補正につきましては、地域における消費喚起を図

るためプレミアム率 50％のポイントカードによる商品券を発行するための事業でございます。

なお、商品券の使用できる期間につきまして先の常任委員会の説明時より１ヵ月間延長し 12 月

から１月までの３ヵ月間の期間といたしたいと思いますので、ご理解をいただきたいと存じます。

財源につきましては、道補助金 800万円を充当してまいります。 

 次、新北海道スタイル店舗事業所改修等事業 900万円の補正につきましては、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大防止を図るため、新北海道スタイルに対応するために必要な備品購入、設

備導入及び店舗等の改修等を実施する事業者に対し補助率 90％、限度額 30 万円として経費の

一部を補助するものでございます。２ページをご覧ください。 

 きよポンカードポイント還元事業 630万円の補正につきましては、町内の消費喚起、経済の活

性化を図るとともに、きよポンカードの普及等も兼ね、現金チャージ時に 10％のポイント還元を

３ヵ月間行うものでございます。 

 医療機関等感染症対策支援金交付事業 180 万円の補正につきましては、新型コロナウイルス

の感染拡大の影響が大きい町内の医療機関や老人福祉施設、薬局などに対し、感染拡大防止対策

等の実施等地域医療機関の安定的な事業運営に向けた支援を行うものでございます。 

 次、妊産婦応援支援金事業 262 万円の補正につきましては新型コロナウイルス感染症の不安

を抱える中、定期受診をされる妊婦の方、無事出産を迎えられた産婦の方に対し、安心して出産

育児ができるよう応援するため、妊産婦の方に応援支援金を支給するものでございます。 

 社会福祉法人支援事業を 665 万円の補正につきましては、新型コロナ感染拡大予防により社

会福祉法人が事業を休止した期間に要した人件費、施設維持管理費、予防対策に係る消耗品等の

経費につきまして、８月から 12 月まで継続支援を行ない経営の安定を図るものでございます。

３ページをご覧ください。 

 斜里地域子ども通園センター通園費補助事業につきましては、通常、通園費の支援として公共

交通機関の交通費分を補助しているところでございますが、現在、新型コロナウイルス感染予防
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のため、公共交通機関ではなく自家用車により通園せざるを得ない状況のため、令和２年度に限

り自家用車使用による算定を行い補助するものでございます。総合戦略費で当初予算計上済みの

21万５千円を減額し、新たにコロナウイルス感染症対策として 42万２千円を計上いたします。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、診療所備品購入事業 559万９千円の補正

につきましては、診療所のレントゲン撮影機器につきまして劣化等により故障が頻回しており診

察及び健康診断等の業務に支障をきたしていることから、レントゲン撮影システムの更新を行い

診療業務の効率化と患者サービスの向上を図るものでございます。 

 それでは次に別冊の事項別明細書によりご説明をさせていただきますので、令和２年度補正予

算に関する説明書を御用意いただき、３ページをお開きください。 

 歳出よりご説明を申し上げますが、審議資料におきまして補正概要の中で御説明させていただ

きましたので、詳細ではなく概略の説明とさせていただきますので御了承いただきたいと存じま

す。また、特定財源の内訳につきましては、記載されているとおりでございますので省略させて

いただきます。なお、説明につきましては慣例により目ごとの説明とさせていただきます。 

 ２款総務費、10項総合戦略費、１目総合戦略事業費、21万５千円の減額補正につきましては、

先ほど審議資料でご説明いたしました斜里地域子ども通園センター通園費補助事業につきまして

新型コロナウイルス対策費への予算の組み替えにより総合戦略費で当初予算計上済みの 21 万５

千円を減額補正するものでございます。 

 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、補正額９千

932万７千円につきましては、先ほど審議資料で御説明いたしましたが新型コロナウイルスの感

染症対策事業としまして、指定管理施設経営安定化事業の指定管理業務委託料１千 200万円、避

難所等資機材整備事業の消耗品費、修繕料、器具購入費合計 929万５千円、中小企業経営安定化

支援事業の業務委託料、支援事業補助、合計 924万、プレミアム商品券発行事業の商工振興事業

補助４千 200万円、きよポンカードポイント還元事業の商工振興事業補助 630万円、新北海道

スタイル店舗改修等事業の店舗改修等補助 900 万円、社会福祉法人支援事業の社会福祉法人補

助 665 万円、斜里地域子ども通園センター通園費補助事業の通園費補助 42 万２千円、４ペー

ジをご覧ください。 

 医療機関等感染症対策支援金交付事業の支援金 180 万円、妊産婦応援支援金事業の支援金

262万円、以上合わせましてコロナ感染症対策 10事業に係る所要額を計上してございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、補正額 559万９千円につきましては、審

議資料でご説明いたしました診療所備品購入事業のレントゲン撮影機器購入の所要額を計上して

ございます。 

 それでは歳入につきましてご説明いたしますので１ページにお戻りください。先の審議資料に

おける説明記載及び事項別明細書の歳出における特定財源内訳におきましても、詳細費目が記載

されておりますので、総括の表でご説明いたします。10款地方交付税につきましては、普通交付

税 559万９千円の補正、15款道支出金につきましてはプレミアム付き商品券発行支援事業費補

助金として 800万円、17款繰入金につきましては、財政調整基金繰入金として、９千 111万

２千円をそれぞれ補正計上してございます。よって、補正総額、歳入歳出１億 471万１千円の補

正でございます。以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから質疑を行います。古谷一夫君。 
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○２番（古谷一夫君) 

 コロナ対策に関する 10事業に関する総体的な質問をさせていただきたいと思います。 

 ７月の臨時会の補正予算について町長に質疑をさせていただいたところですけど、当初切れ目

のない支援という形の中で、基本的には９月定例会を考えていきたいが、地域の状況、感染症の

状況、さらに地域の経済状況、雇用状況を見たときに、必要あればそれにこだわらず長期的な対

策をとりたいという答弁をいただいて、今回８月の臨時会の中において 10 事業を補正していく

という姿勢、考え方については非常に是としたいと思いますし、しっかりと取り組んでいただき

たいというふうに考えております。 

 そういった中で３点にわたって内容の確認をさせていただきたい、このように思います。 

 １点目は切れ目のない継続的な支援という形で７月の臨時会の私の質疑の中においては、個別

的な事業所等の支援については一定の区切りをつけて、新しい形の中で経済雇用とか地域振興と

いう観点に立っての支援を中心にいきたい、切り替えをやっていくというお話でしたけども、現

実的に今回、継続的な支援という形の中で事業所・商店を含めた各事業所の関係、それから社会

福祉法人への支援、あわせまして３温泉施設、指定管理施設に対する支援、そういったものを行

っていく形になっている。 

 それで先の常任委員会において様々な資料を出していただいて説明を受けたところですけれど

も、実際的な売上とか利用の減少とかコロナの影響というのは客観的数字の資料提出されたもの

について読んでいってもなかなか見えない部分があって、実際のところ半年様々な支援を行って

きているんですけれども、具体的にコロナの影響による商店、または福祉事業所関係、指定管理

者における影響というものがどのような形で現在なっているのか。そういった中で減少率とか回

復率という客観的数値をどのように町として押さえられて今回それぞれ２ヵ月、さらには 12 月

まで支援の延長を決められた客観的な数値の押さえというものをある程度お示しいただきたい、

根拠をお示しいただきたい、このように考えます。これが１点目です。 

 商店関係とか聞いてみますと、既にほぼ特定で、非常にしんどいところもあるけれども、ある

程度戻ってきているというお話を聞いたり、例えば身の回り品だとかそういったものが初期の段

階では４月、５月、学校休みだったということもあって、非常に人の動きが鈍かったんですけれ

ど、どうしても必要なものについては必要な時期に買わなくちゃいけないということがあって、

７月、８月と戻ってきている。さらに町の支援の中で行われた飲食店の関係についてもそういっ

た流れの中で全てと言いませんけれども、ある程度戻ってきている。逆に伸びているというそう

いった小売りや飲食の声も直接このお盆前後で聞いておりますし、逆に言えばコロナそのものの

影響から若干脱出する部分の動きもあるのではないかというのが実態となってないかどうか。 

 その辺の実態を含めた数値の押さえと言うものを前提として今回補正を掛けられたのか。それ

とも今後さらに影響が拡大する部分においてセーフティとして安全対策としてかけられたのかと

いうことも含めてその辺の今回の補正をした町内の経済含めたそういった経営体の実態と今後に

向けてのセーフティとしての施策展開なのかという考え方をまず確認をさせていただきたいと思

います。 

 ２点目は財源の考え方、これは常任委員会でもお話しましたけれども、公開されて見える形で

の近隣町村各町村のコロナ対策に対する財源については国の一次補正、二次補正を最初から財源

として組んでいるところがほとんどではないか。当町においては既に国の一次の補正の関係につ

いては財源の振替を行なっている訳ですが、今回は基金から一般財源としての財調から財源とさ
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れている。一部、道の補助金も財源についている。非常に矛盾をしているような感じを受けるわ

けで、良い方に捉えれば、まだまだコロナ対策については今後必要な支援が控えているという形

の中で、９月や今後の議会に向けて新たな支援策というものを前提としながらあくまでも一般財

源は一般財源、今回の二次やっているけども基本的に国の給付金残り１億９千万があると思うん

ですけど、そういったものについては積極的な今後の対策に充当していくという考え方にたって

いるのか、この辺の予算の財源の考え方についてお示しいただきたいというふうに思います。 

 それから最後３点目ですけれども、個別的需要ですがプレミアム付きの商品券の発行時期と期

間の関係。先ほど企画政策課長から委員会においては２ヵ月間と示したけれども３ヵ月に延ばし

たという話をいただいたわけで、それについては評価をしたいと思うんですが、ある意味では

50％も含めてインパクトのあるそういった方向性を狙ったと思うんですけれども、これも委員会

でお話しましたが消費者とか町民の消費動向をきちんと把握された中で期間だとか時期の設定を

されているのか。これはいい例ですが国の 10 万円の特例交付金、この時期が非常に早くて良か

ったんですけど、現実的な話となってくると今後のコロナに対する不安に対する内部留保したと

いうか貯金をして少し様子をみようという形だったのか。それともう１つ大きかったのは、国と

か道の税金の時期とほぼ重なって消費にはほとんど向いてないというのが町内における実態では

なかったか。自動車税、国保税、町民税、固定資産の時期と全くぶつかってしまって、本当は消

費に向けて欲しかったんですけどなかなか向いていない。質は違いますけども今回の設定した時

期等を考えた場合、特に北海道の場合は８月のお盆を過ぎると秋冬商戦で例えば暖房器具を更新

しますとか秋冬の物を買いますという消費動向は遅くても９月の末か 10 月から始まっていて、

それが町内循環に回っていく。ところが今回の設定期間を３ヵ月に延ばしたことについては評価

をしたいと思いますけれども、具体的にこの時期であるとこの時期だと灯油だとかそういったも

のに向いていく、傾向が強くなってしまって連続的な町内の消費喚起とか経済喚起に効果として

はいかがなものか。50％のインパクトがありましょうけれども、その辺の消費行動とかそういっ

たものをしっかり見据えた上で期間を設定されたのかもあわせてご答弁願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 ３点御質問、御意見をいただきました。まず個別の事業所の継続関係であります。議員も御指

摘のとおり、コロナの影響が大分軽減されてきているのではないかというような部分もある程度

町の方も把握しているところでありますけども、一方、まだまだコロナの影響を受けているとこ

ろもあるというような部分も商工会等の話し合いの中でも、又、現実的な事業所参加の御意見等々

からもそういった声も聞こえてくる所も確かかなというふうに思っております。 

 そういった中で今回施策をさせていただいたわけでありますけども、提案させていただいたと

おり率につきましてもある程度回復しているというような部分でかなり厳しい部分の事業所に対

しての支援等々に対して率の改定等も行っているわけであります。コロナの影響は徐々に回復し

ているというような部分はご承知のとおりかというふうに思います。 

 ちまたではよくアクセルとブレーキというような表現もされているわけですけども、今までず

っと町ではブレーキの施策、いわゆる事業所を個々にしっかりと１件もシャッターを閉めるよう

なことなく丁寧な支援をしてきているわけですけども、それが徐々に経済循環、地域の活性化と
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なるようにそういった施策に繋げていかなければならないのかなというふうにも思っております。

そういった部分が今回のきよポンカードの消費策であったり、その後に展開されようとしている

商品券の発行かなというふうにも思っております。そういった中において、今この２ヵ月という

部分はある意味ブレーキからアクセルに清里の内部的な部分の中ではブレーキからアクセルに移

行する期間とも言えるのではないかというふうにも思っておりますし、まだまだ回復していない

事業所に対しての支援を行いつつ地域の経済の活性化も徐々に上げていくというような必要があ

るのかなというふうにも思っております。 

 細かな消費状況や各個店の状況などについては細かい数字等々は拾い上げていないところであ

りますけども、そういった商工会等の意見交換、さらには町内の消費動向を踏まえてこういった

施策をしながら次のステップに進めていきたい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。 

 さらに財源の部分について御意見もいただきました。財源につきましては議員お話しのとおり

今後１億９千万ほどの交付金が支給されるというところで内示を受けているところであります。

御承知のとおりコロナの施策については交付金があるからこういった施策をするということでは

なくて、どういった施策が町にとって必要か今申し上げましたとおり、売上げ減による経営支援、

子育て世帯を中心とした生活維持に対する支援、消費の回復、経済の循環を図るための支援、さ

らには今後外部的な観光客等を誘発するような支援も検討していかなければないというふうに思

っております。施策が中心になってその施策に対していただく交付金をどう充当させていくかと

いうことでありますから、議員も御指摘のとおり交付金がありきでなくて政策がありきというこ

とで、必要な交付金をしっかりと充当していくということには変わりはないのかなというふうに

思っております。 

 さらに、プレミアム商品券の関係についても御意見をいただきました。議員おっしゃる通り、

スタートの時期についての御意見もいただきましたけども、町の方からも提案させていただいて

いるとおり、まずは各個店の経営対策の支援も後半的な部分でありますけどもしつつ、徐々にき

よポンカードの 10％の部分でありますとか、今行っております飲食店への支援、宿泊の支援等々

も重ねながら次のプレミアム商品券のステップに繋げていくというような形の中でスケジュール

感を持っておりますのでご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 副町長から答弁いただいた関係で、１点目は厳しい事業所等そういったものについてブレーキ

とアクセルの話をされましたが、極めて今回ある意味ではダブルスタンダードになってもこれは

致し方ないことであって、ただ今話し申し上げた部分についてもいろいろと意見は聞いて商工会

関係者の意見は聞いているけれども、やっぱり経済というのは実態の数値なんです。最後は。そ

ういったものが非常に委員会等においても明確に示されていないというところもあって、今後、

持続的な継続的な切れ目のない支援をやっていくという時に根拠となるものは何かということを

半年事業をやってきているわけですから、ある程度その効果測定だとか、それにおける売り上げ

の減少や利益率といったものとか業種業態においてこういったことが起きているのかとか、客観

的な数値として押さえていくことも極めて必要なことではないか。ある一定の規模の予算をもっ
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てしていくわけですから、その根拠としての有り様を示した中で次の展開をしていく、これはス

タンダードなあり方であって、そこをもう１回展開にしていって実効性にたらしめて行っていた

だきたいという形。 

 それと２点目の財源の関係で今の答弁がちょっと理解しがたい、当然施策ありきで。私聞いて

いるのは今回、なぜ国から明らかに特定財源としてそこは示されて近隣市町村ほぼ全てがそれを

充当しながら財源とされているのに、なぜ清里町はこの特定で国から示されてコロナ対策で使い

なさいと言われているお金を今回の補正では基金から繰り入れて一般財源の財調でやっているの

かという形と、それとあわせて今後のセーフティとして第２弾、第３弾をやっていくということ

も含めながら常に次の施策を考えている、その財源にきちんと１億９千万円を充当していくとい

う方向性があるのかということを確認させていただきたい。単純に財源振替を１億９千万、時期

来たら次の９月の定例会や 12 月定例会で今回財調から入れたお金を国の交付金に単純に切り替

えたり他の事業に切り替えて財源振替やるという姿勢ではないということをもう１回確認したい

という形です。よろしいでしょうか。それが２点目の関係。 

 併せて今回３点目のプレミア付の関係については、きよポンの 10 パーセントとか時系列的に

綺麗に並べているんです。綺麗過ぎてしまって、経済が動いていく消費の動向の実態だとか、具

体的には我々町民がどういった消費行動を起こしていくかとか、前提として季節的なものもあっ

たりそういったものをきちんととらまえているかということについての経済効果は非常に厳しい

ものがあるんではないか、せっかく 50％のインパクトあるものをやるならば消費者の消費行動

というのが日常的な部分で必要なものを必要な時期に買っていけるという持続性展開がきちんと

できるような配慮というものが経済の世界では当たり前のことであって、行政が綺麗に何年の何

月から何月まで何の事業…と綺麗に並べていくけれども、実際の消費行動はそういう話ではなく

て、それについて事業者支援と消費者支援、町民支援、両方の性格を持っているものですから、

そこを明確に意識してやっていくことが必要ではないかと考えます。 

 それとプレミアム商品券に関して言えば、ある一定の所得のある方が今回の提案では１人２万

円。買いたいんだけども家計が厳しくてそこまでは手が届かないとか、例えば住民税非課税です

とか、他町村でもひとり親家庭がとかいろんな部分で、当町においても色んな取り組みを行って

いますから、そういった一定の配慮も全体としてのバランス等が必要になってくることもあるの

ではないか、そういったことも含めてもう一度答弁を求めたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいま議員からの御質問でございます。１点目の商工業関係の支援の関係でございます。先

ほど副町長からの答弁もありましたけども、だいぶ回復傾向には一部あるのかなというふうに思

っております。まだ７月分ですとか６月分もまだ実績として継続支援しておりますけど、その部

分が出てきていない部分はありますが客観的な数字をお示ししながらというのは当然かなと思い

ます。今後その中で十分配慮できるものについては配慮していきたいなというふうに思っており

ます。 

 今後も今回中小企業の経営安定については、入り口であります対象要件について 10％から

30％にする中でより厳しいところということで今回この提案をさせていただいておりますので、
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今言われた資料等も含めまして出すものについてはきちんと示していければと思っているところ

でございます。 

 それから財源の関係でございます。コロナ対策の臨時創生交付金一次分については充当は終わ

っております。二次分について１億９千万円の内示がきているところでございます。この関係に

つきまして歳入予算に組み込んでないのかということでございます。 

 まだ内示の段階ということもございます。一次と同じように財政調整基金の方からまずは充当

させていただきまして、決定に合わせてしっかりと反映をしていかなければならないと思ってお

ります。これからやるコロナ対策についてはまだ続くのかなというふうもありますし、ある意味

言われましたセーフティの部分もあるのかなというふうには思っているところでございます。し

っかりと決定に合わせて反映をしてきたいというふうに思っているところでございます。 

 それからプレミアム商品券の関係でございます。今回先ほどの説明の中でも常任委員会であり

ました町内の消費喚起の状況、町民の消費の考え方含めまして長期的な部分で商品券の使える部

分ですとかプレミアム率とか十分検討するようにという話もございました。 

 今回実施できる期間についてプレミアム率 50％の 12 月から２月までと３ヵ月ということで

使える期間を１ヵ月間延ばさせていただきました。この関係につきまして繰り返しになりますけ

ども９月から 11 月まで今回提案させていただいておりますポイントカードの還元、それからプ

レミアム商品券というということで、きちんと並べるのが良いわけではなくて重複してもいいか

なというふうに思っておりますし、経営の安定化の部分、消費喚起の部分もそれぞれ並行してや

っていく部分、経営の部分についてはある程度回復傾向にあるのかなということもありますが、

そこについては入口、商工業については絞った中ということであります。 

 経済対策、コロナ対策でありますが今後もこれで終わるというふうには考えてございません。

また必要なものについては短期的なもの、中期的なものも含めまして十分に行っていかなければ

ないと考えてございます。今いただいた意見等も参酌しながら今後の対策事業を検討していきた

いと思っておりますので理解いただければと思っているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 災害に準じて今までに経験したことのない厳しい現場で行政側も非常に苦労されながら取り組

んでおられる。これについても高く評価していきたいと思いますし、ただ行政側だけのやった感

ではやはり物事は経済とか雇用とか地域の感染症の予防だとかは進まないわけで実効性を担保し

ていったりそれがより効果的なもので恩恵だとか安心感が事業者の方々も当然ですし、消費者で

ある町民の方にも両方に施策的には向かざるを得ない施策を今回の補正では組まれたと理解して

いるわけであって、それが行政側の意図と受け皿となっていく事業者等関係者、実際にそういっ

た恩恵を受けていく支援を受ける生活者である町民との間の意思がきちんとかみ合っていくこと

が非常に大事だと思います。 

 そういった意味で今回の８月の臨時会での９月を待たずに補正を組んでいただいたことについ

ては高く評価をしていきたいと思いますが、これは実効性が担保されてより効果的な方向性がき

ちんと見いだせること。 

 もう１つはプレミアム商品券については当然それを求めることができる経済力のある方がそれ



14 

 

はそれで受けると思うんですけども、それ以外の町民の方に対する分の配慮というものも早い段

階で行っていく事も必要ではないか。私は地域振興券そのものについては極めて問題だと思って

いますが、ただ一定の条件の中においてプレミアム付き商品券の恩恵にあずかることが非常に難

しい環境にある町民の方々、住民税非課税の方やひとり親だとか色んな部分のそういった方につ

いては一定の配慮を加えた中において町民の皆さんの安心感、生活支援が行き届く形が望ましい、

このように考えますのでそういったことも含めながら実効性が担保できるような方向性、こうい

った中で事業執行に加わっていただきたい、このように考えます。 

 

○議長（田中誠君) 

 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 今回の出させていただいた施策、今まで可決いただきました施策等々も含めながら今後の部分

についても議員もお話しいただいております時期も、ただ単に計画的に並べるのではなくて、時

にはダブルスタンダードと言いますか、そういった時期をしっかりと見据えた中で効果的な施策、

例えばプレミアム商品券の中で低所得者や高齢者が使えるようなという部分がございました。一

例でありますけども今回高齢者の方々、所得水準の関係がありますけども、暖房費の上乗せをさ

せていただいたり、そういった部分も含めながらこの今回の８月の提案だけではなく今後につい

ても、しっかりと見据えながらコロナ対策をしっかりとやってまいりたいというふうにも思いま

すのでご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 加えて要望をしたいと思います。長期化するコロナウイルス対策に対して、切れ目のない支援

ということで経営安定化のための支援ですとか飲食店応援のための支援ですとか、それで今回き

よポンカードのポイント還元事業、プレミアム商品券の事業などが提案されました。 

 前回の委員会の提案から１ヵ月延長ということでその部分は評価したいと思いますが、町内の

消費回復を考えるうえでは、やはり長期的な視点で考えていかなければならない。 

 支援が２ヵ月、３ヵ月の花火であってはいけないと考えますし、季節によっての売り上げの波

もあるでしょうし、そういうことも考えた中で長期的な視点に立った中での今後のコロナウイル

ス対策支援というのを是非とも今後も考えていただきたいというのが１点。 

 そして加えますがこういった支援も大変重要とは思いますけれども、コロナに打ち勝つ自助努

力を促すための施策、コロナに打ち勝つための創意工夫を促すための施策、このようなことも是

非とも考えに入れて今後の対策を有効なものとして提案していただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 
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○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの御質問の関係でございます。今回のコロナ対策の様々な支援について補正というこ

とで提案をさせていただきました。今言われたとおり、消費喚起それから経営者の支援も含めま

して本当に必要な時に必要な支援ということで、また、今言われました長期的な視点に立つ。ま

たある意味、すぐに打たなければいけないものについては短期的な部分も含めまして必要な時に

必要な支援ができるような形を今言ったことも含めまして行っていきたいなと思っているところ

でございます。 

 後段にありました自助努力、創意工夫も含めた支援対策についてもというお話が出ましたので

その辺も含めまして、どういう形ができるかも含めて全体的にコロナ対策はまだまだ続くのかな

というふうに思っておりますので、十分に検討させていただきながら対応していきたいというふ

うに思っておりますので、ご理解いただければというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 ほか、よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 これから討論行います。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第 38号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は原案のとおり、決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

 したがって、議案第 38 号、令和２年度清里町一般会計補正予算（第５号）は、原案のとおり

可決されました。 

 

 

●閉会・閉議宣告 

○議長（田中誠君) 

 これで本日の日程は、全部終了しました。会議を閉じます。 

 令和２年第６回清里町議会臨時会を閉会します。 

 

閉会  午前 10時 25分 

 


